
3000111月3日 晴 良 （29京都5）第1日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

610 ブルベアルッコラ 牡2鹿 55 太宰 啓介 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 日高 中前牧場 466－ 41：13．5 67．8�
45 メイショウミライ 牡2栗 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 474± 0 〃 クビ 8．9�
69 コパノマーボー 牡2栗 55 A．シュタルケ 小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 有限会社石川牧場 494＋ 21：13．6クビ 6．4�

（独）

813 ベルウッドホーク 牡2黒鹿55 幸 英明鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 チェスナット
ファーム 456－ 21：13．81� 13．2�

34 ハルキストン 牡2鹿 55 池添 謙一若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 434＋ 41：14．22� 3．0�
22 イ リ オ ン 牡2黒鹿 55

54 ☆荻野 極岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 430－ 41：14．41 90．7	
11 リーガルリリー 牝2栗 54 国分 恭介阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 472＋ 21：14．61� 2．7

58 チャノカオリ 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 420＋ 21：14．91� 61．5�
57 アイファージュリア 牝2黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 静内山田牧場 408－ 21：15．43 242．8�
33 アイファーフォルテ 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 390＋ 4 〃 クビ 245．9
46 ユーデモニクス 牡2青鹿 55

53 △森 裕太朗岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか ウエスタンファーム 456－ 21：15．72 64．7�
711 マ エ ム キ 牡2鹿 55 松若 風馬山下 良子氏 作田 誠二 熊本 本田 土寿 424＋ 81：16．12� 38．1�
712 ヒロノエイタツ 牡2鹿 55 古川 吉洋サンエイ開発� 北出 成人 浦河 川越ファーム 466－ 81：16．31� 125．8�
814 テルプシコレ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 460＋141：16．4� 14．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，785，500円 複勝： 33，217，000円 枠連： 11，795，700円
馬連： 50，020，800円 馬単： 26，651，900円 ワイド： 32，593，400円
3連複： 71，339，700円 3連単： 93，452，600円 計： 344，856，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，780円 複 勝 � 1，330円 � 270円 � 220円 枠 連（4－6） 2，040円

馬 連 �� 25，140円 馬 単 �� 64，060円

ワ イ ド �� 5，500円 �� 2，310円 �� 740円

3 連 複 ��� 39，050円 3 連 単 ��� 337，080円

票 数

単勝票数 計 257855 的中 � 3225（10番人気）
複勝票数 計 332170 的中 � 5264（10番人気）� 33692（4番人気）� 45703（3番人気）
枠連票数 計 117957 的中 （4－6） 4481（9番人気）
馬連票数 計 500208 的中 �� 1542（41番人気）
馬単票数 計 266519 的中 �� 312（86番人気）
ワイド票数 計 325934 的中 �� 1471（40番人気）�� 3564（23番人気）�� 11989（6番人気）
3連複票数 計 713397 的中 ��� 1370（80番人気）
3連単票数 計 934526 的中 ��� 201（535番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―12．4―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．4―47．8―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．1
3 ・（1，9）13，6，3－（8，12）（2，4，14）（11，5）－10，7 4 1，9，13，6－（3，8）4（2，5，14）12（10，11）7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルベアルッコラ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2017．7．8 中京6着

2015．4．22生 牡2鹿 母 セレスフェアリー 母母 ユーキャンフライ 4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。

3000211月3日 晴 良 （29京都5）第1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

66 ワイルドシング 牡2黒鹿55 国分 恭介 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 454＋ 61：55．3 2．6�

77 ヤマカツケンザン 牡2鹿 55 池添 謙一山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 530± 01：55．4� 4．6�
44 マイネルカイノン 牡2青鹿55 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 61：55．61� 3．0�

（独）

22 ヴィンテージパール 牝2鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432－ 4 〃 アタマ 34．3�

11 エーティーマゼラン 牡2栗 55 和田 竜二荒木 徹氏 湯窪 幸雄 浦河 日の出牧場 490± 01：56．45 17．1�
88 ワンダーハスラット 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 482＋ 21：56．5� 8．2	
55 リベリュール 牡2栗 55

54 ☆城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 浦河 赤田牧場 472－ 21：56．71� 19．5

33 トミケンバディリ 牡2鹿 55

52 ▲富田 暁冨樫 賢二氏 千田 輝彦 浦河 高昭牧場 488－ 21：57．44 81．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 26，047，300円 複勝： 27，249，600円 枠連： 発売なし
馬連： 43，092，000円 馬単： 25，696，700円 ワイド： 24，163，500円
3連複： 51，766，500円 3連単： 101，198，500円 計： 299，214，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 180円 �� 170円 �� 220円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，940円

票 数

単勝票数 計 260473 的中 � 82024（1番人気）
複勝票数 計 272496 的中 � 91788（1番人気）� 41799（3番人気）� 58984（2番人気）
馬連票数 計 430920 的中 �� 67741（2番人気）
馬単票数 計 256967 的中 �� 22606（3番人気）
ワイド票数 計 241635 的中 �� 34309（2番人気）�� 37283（1番人気）�� 25640（3番人気）
3連複票数 計 517665 的中 ��� 104538（1番人気）
3連単票数 計1011985 的中 ��� 37665（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―13．1―12．9―12．9―12．8―12．8―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．3―50．2―1：03．1―1：15．9―1：28．7―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．4
1
3
5（7，8）4（2，1，6）－3
5（7，8）（4，6）1，2－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイルドシング �

父 ワイルドラッシュ �


母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．10．14 京都3着

2015．4．20生 牡2黒鹿 母 ピサノガレー 母母 トロピカルサウンドⅡ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 リベリュール号の騎手城戸義政は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4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。

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１日



3000311月3日 晴 良 （29京都5）第1日 第3競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：07．8

良
良

812 ミトノレインボー 牝2鹿 54 酒井 学ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新ひだか 木村 秀則 468＋ 61：09．5 16．4�
67 エイシンテースティ 牝2栗 54 M．デムーロ�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 454－ 21：09．81� 3．9�
55 � ラジオタイソウ 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極冨士井直哉氏 森 秀行 米 Royal Oak
Farm, LLC 484－ 21：10．11� 46．0�

79 � プリンセステソーロ 牝2鹿 54 C．デムーロ 了德寺健二氏 吉村 圭司 愛 Rockhart
Trading Ltd 420± 0 〃 クビ 2．5�

（仏）

68 ビーチキャンドル 牝2芦 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 454－ 41：10．42 14．5�
33 ショウナンアンビル 牡2栗 55 A．シュタルケ 国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 444＋ 61：10．5� 11．0	

（独）

22 バレンタインジェム 牝2鹿 54 藤岡 康太 
キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 392± 0 〃 ハナ 4．4�
56 アウトバーン 牡2鹿 55 国分 優作中島 俊房氏 目野 哲也 新ひだか 静内山田牧場 466＋ 21：10．92	 74．0�
11 ダイメイスズ 牝2鹿 54 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 424－ 41：11．21� 89．5
44 シェルセリーヌ 牝2鹿 54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 渡辺 薫彦 浦河 大島牧場 420－ 2 〃 ハナ 217．6�
811 グランディスカーペ 牡2黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼小田 吉男氏 安達 昭夫 新冠 アラキフアーム 458＋ 81：11．51� 26．6�
710 ヒトモジノグルグル 牝2栗 54 和田 竜二内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 412＋ 81：12．03 67．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，520，700円 複勝： 52，761，200円 枠連： 11，408，100円
馬連： 57，586，000円 馬単： 30，398，700円 ワイド： 38，774，200円
3連複： 81，763，000円 3連単： 114，307，300円 計： 422，519，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 330円 � 180円 � 1，040円 枠 連（6－8） 1，080円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 750円 �� 6，600円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 32，980円 3 連 単 ��� 203，110円

票 数

単勝票数 計 355207 的中 � 18277（6番人気）
複勝票数 計 527612 的中 � 39827（5番人気）� 98210（2番人気）� 10469（8番人気）
枠連票数 計 114081 的中 （6－8） 8150（5番人気）
馬連票数 計 575860 的中 �� 17230（11番人気）
馬単票数 計 303987 的中 �� 3926（24番人気）
ワイド票数 計 387742 的中 �� 14074（9番人気）�� 1455（43番人気）�� 4656（19番人気）
3連複票数 計 817630 的中 ��� 1859（71番人気）
3連単票数 計1143073 的中 ��� 408（399番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―45．8―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．4
3 6，12，5，2，10（3，8，9，11）4，7－1 4 6，12，5，2（3，8）（10，11）（4，9）7，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミトノレインボー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．14 京都2着

2015．2．4生 牝2鹿 母 ラズベリータイム 母母 レディストロベリー 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

3000411月3日 晴 良 （29京都5）第1日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時35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

11 ガールズバンド 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 456＋ 42：02．8 1．8�
66 ジ ェ シ ー 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 468－ 8 〃 アタマ 2．3�
22 ピ リ カ ク ル 牝2鹿 54 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 486－ 42：03．54 8．2�
33 ウォーターエルピス 牡2黒鹿55 浜中 俊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 526＋ 42：04．24 16．8�
55 トーヨーキング 牡2鹿 55 和田 竜二中嶋 宏氏 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 498－ 42：04．41� 38．3�
44 アイファーフライト 牡2青鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 静内山田牧場 484＋ 42：08．6大差 95．5	

（6頭）

売 得 金
単勝： 37，018，700円 複勝： 43，646，300円 枠連： 発売なし
馬連： 37，086，400円 馬単： 33，392，600円 ワイド： 29，238，900円
3連複： 36，179，600円 3連単： 167，848，500円 計： 384，411，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 140円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 110円 �� 130円 �� 140円

3 連 複 ��� 170円 3 連 単 ��� 450円

票 数

単勝票数 計 370187 的中 � 173825（1番人気）
複勝票数 計 436463 的中 � 274681（1番人気）� 81213（2番人気）
馬連票数 計 370864 的中 �� 194310（1番人気）
馬単票数 計 333926 的中 �� 90974（1番人気）
ワイド票数 計 292389 的中 �� 162162（1番人気）�� 33585（2番人気）�� 25612（3番人気）
3連複票数 計 361796 的中 ��� 157601（1番人気）
3連単票数 計1678485 的中 ��� 265568（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―37．1―50．2―1：03．4―1：16．0―1：27．6―1：38．9―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．2
1
3
・（1，2）（5，6）－3＝4・（1，2，6）（5，3）＝4

2
4
・（1，2）（5，6）3－4・（1，2，6）－（5，3）＝4

勝馬の
紹 介

ガールズバンド 

�
父 ディープインパクト 


�
母父 Dubawi デビュー 2017．9．17 阪神3着

2015．2．20生 牝2鹿 母 エレクトラレーン 母母 Imperialistic 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーフライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月3日まで平地

競走に出走できない。



3000511月3日 晴 良 （29京都5）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：20．5
1：20．3

良
良

711 カーティバル 牝2鹿 54 和田 竜二野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 414 ―1：23．4 9．5�
22 キャッチミーアップ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 440 ―1：23．5� 43．5�
33 ベ ル ノ ー ト 牝2鹿 54 幸 英明 �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 406 ―1：24．03 29．4�
45 カッチャウカモネ 牝2鹿 54 古川 吉洋北側 雅勝氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 456 ―1：24．21� 82．9�
813 センターフィールド 牝2青鹿 54

51 ▲富田 暁中野 秀樹氏 木原 一良 新ひだか 坂本 智広 468 ―1：24．3� 61．9�
610 アリストライン 牝2黒鹿54 川田 将雅 	キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 ハナ 6．4

57 ダンツカホウ 牝2黒鹿54 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 494 ―1：24．4� 10．6�
58 ダンスドリーマー 牝2青鹿54 池添 謙一矢野 亨憲氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 442 ―1：24．61� 109．4�
814 マリアバローズ 牝2黒鹿54 C．デムーロ 猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 428 ―1：24．7� 2．9

（仏）

69 タガノデネブ 牝2鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434 ― 〃 クビ 199．4�

712 カ ラ レ イ ア 牝2鹿 54 藤岡 康太 	シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 450 ―1：25．01� 3．1�
11 ヴィズアルメンテ 牝2栗 54 田辺 裕信	酒井牧場 西村 真幸 浦河 酒井牧場 398 ―1：25．42� 106．2�
46 スイートレモネード 牝2鹿 54 A．シュタルケ 	キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438 ―1：25．82� 12．5�
（独）

34 クールメアリー 牝2鹿 54
51 ▲三津谷隼人川上 哲司氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 458 ― （競走中止） 248．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，150，300円 複勝： 43，953，900円 枠連： 14，451，900円
馬連： 59，065，000円 馬単： 29，728，700円 ワイド： 37，259，300円
3連複： 75，398，000円 3連単： 94，865，600円 計： 393，872，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 280円 � 950円 � 640円 枠 連（2－7） 3，080円

馬 連 �� 9，020円 馬 単 �� 15，070円

ワ イ ド �� 2，800円 �� 2，050円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 31，460円 3 連 単 ��� 180，040円

票 数

単勝票数 計 391503 的中 � 34614（4番人気）
複勝票数 計 439539 的中 � 46643（5番人気）� 11144（8番人気）� 17098（7番人気）
枠連票数 計 144519 的中 （2－7） 3635（12番人気）
馬連票数 計 590650 的中 �� 5074（26番人気）
馬単票数 計 297287 的中 �� 1479（46番人気）
ワイド票数 計 372593 的中 �� 3427（28番人気）�� 4717（22番人気）�� 2494（32番人気）
3連複票数 計 753980 的中 ��� 1797（80番人気）
3連単票数 計 948656 的中 ��� 382（439番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．8―48．1―1：00．4―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カーティバル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Strategic Prince 初出走

2015．2．6生 牝2鹿 母 プリンセスルーシー 母母 Leala 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 クールメアリー号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ベルノート号の騎手幸英明は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10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。

3000611月3日 晴 良 （29京都5）第1日 第6競走 ��1，400�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
1：23．4
1：23．0

不良
重

45 タマモカトレア 牝2鹿 54
51 ▲富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 474 ―1：26．8 2．4�

711 ナリタミニスター 牡2鹿 55
53 △森 裕太朗�オースミ 中尾 秀正 新ひだか グランド牧場 454 ― 〃 クビ 14．0�

56 ノ ー ウ ェ イ 牡2鹿 55 和田 竜二宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 480 ―1：27．22� 9．0�
44 メイショウバイタル 牡2青鹿55 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 504 ―1：27．83� 4．1�
710 アポロロッキー 牡2栗 55 小牧 太アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 青森 諏訪牧場 520 ―1：28．54 5．2�
11 アサケルビー 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人大橋 堯氏 目野 哲也 新冠 ムラカミファーム 486 ―1：28．6� 35．9	
22 ナムラガッツ 牡2栗 55 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 野坂牧場 470 ―1：29．98 98．3

69 ヴィヴィアナガール 牝2芦 54 酒井 学�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 496 ―1：30．32� 14．2�
812 カシノアイガー 牡2青鹿55 太宰 啓介柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 富菜牧場 452 ―1：30．51� 135．0
57 ジ ャ ン ケ ル 牡2栗 55 古川 吉洋中辻 明氏 杉山 晴紀 新ひだか 畠山牧場 462 ―1：30．81� 56．3�
33 ダンツヒロイン 牝2黒鹿54 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新冠 細川農場 458 ―1：30．9� 154．5�
813 ダイシンソルス 牡2黒鹿55 松若 風馬大八木信行氏 吉田 直弘 日高 中原牧場 460 ―1：31．32� 55．0�
68 ミ カ 牝2栗 54

53 ☆城戸 義政田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 笹島 政信 450 ―1：33．8大差 91．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，588，000円 複勝： 29，749，700円 枠連： 14，890，200円
馬連： 46，886，000円 馬単： 24，323，100円 ワイド： 26，989，000円
3連複： 57，513，000円 3連単： 74，918，600円 計： 306，857，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 240円 � 220円 枠 連（4－7） 300円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 680円 �� 430円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 13，630円

票 数

単勝票数 計 315880 的中 � 107853（1番人気）
複勝票数 計 297497 的中 � 95939（1番人気）� 23941（6番人気）� 27564（4番人気）
枠連票数 計 148902 的中 （4－7） 37305（1番人気）
馬連票数 計 468860 的中 �� 24109（7番人気）
馬単票数 計 243231 的中 �� 8530（7番人気）
ワイド票数 計 269890 的中 �� 10139（7番人気）�� 16890（4番人気）�� 6359（15番人気）
3連複票数 計 575130 的中 ��� 12892（11番人気）
3連単票数 計 749186 的中 ��� 3984（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．3―48．9―1：01．7―1：14．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモカトレア �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ワイルドラッシュ 初出走

2015．2．28生 牝2鹿 母 チャームナデシコ 母母 ナ デ シ コ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月3日まで平地競走に出走で

きない。



3000711月3日 晴 良 （29京都5）第1日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走13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
1：32．3
1：32．3

良
良

44 トゥラヴェスーラ 牡2鹿 55 川田 将雅吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 476 ―1：35．4 5．8�
68 メ ラ ナ イ ト 牡2青鹿55 田辺 裕信�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 462 ―1：35．93 4．4�
33 ドラグーンシチー 牡2鹿 55 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 482 ― 〃 クビ 2．3�
812 ホクトスズラン 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極�大島牧場 沖 芳夫 浦河 大島牧場 506 ―1：36．0� 26．6�
55 ル ベ ラ イ ト 牡2鹿 55 A．シュタルケ �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 456 ―1：36．21� 16．0	

（独）

22 ノ ー ウ ォ ー �2黒鹿 55
53 △森 裕太朗岡 浩二氏 中竹 和也 日高 アイズスタッド株式会社 460 ―1：36．3� 39．5


56 ウインラナキラ 牝2鹿 54 松若 風馬�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 402 ―1：36．4� 31．5�
710 ミ ル コ メ ダ 牡2黒鹿55 C．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 クビ 7．0�

（仏）

11 テイエムギフテッド 牡2黒鹿55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 458 ―1：36．71� 195．7
67 インターセクション 牡2栗 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―1：37．23 70．8�
811 ヒルノオークランド 牡2鹿 55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 谷川牧場 486 ―1：37．41� 64．6�
79 セトノシャトル 牡2栗 55 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 512 ―1：39．7大差 35．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，276，900円 複勝： 38，199，300円 枠連： 12，798，900円
馬連： 54，973，700円 馬単： 28，719，700円 ワイド： 34，477，300円
3連複： 70，736，100円 3連単： 94，307，900円 計： 370，489，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 130円 � 120円 枠 連（4－6） 1，220円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 360円 �� 260円 �� 260円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 6，660円

票 数

単勝票数 計 362769 的中 � 52041（3番人気）
複勝票数 計 381993 的中 � 54536（3番人気）� 75094（2番人気）� 98450（1番人気）
枠連票数 計 127989 的中 （4－6） 8109（5番人気）
馬連票数 計 549737 的中 �� 36234（4番人気）
馬単票数 計 287197 的中 �� 9337（8番人気）
ワイド票数 計 344773 的中 �� 22983（4番人気）�� 34837（2番人気）�� 35274（1番人気）
3連複票数 計 707361 的中 ��� 63920（1番人気）
3連単票数 計 943079 的中 ��� 10263（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．3―48．3―1：00．3―1：12．0―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥラヴェスーラ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 アドマイヤコジーン 初出走

2015．4．4生 牡2鹿 母 ジャジャマーチャン 母母 ラスリングカプス 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。

3000811月3日 晴 良 （29京都5）第1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）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 アンデスクイーン 牝3栗 53 M．デムーロ �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：51．0 4．1�
69 エンパイアブルー 牝5鹿 55 浜中 俊広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 474± 01：51．21� 7．3�
814 ビ ス カ リ ア 牝5鹿 55 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 474± 01：51．83� 8．1�
58 ショウナンナナイロ 牝3青鹿 53

52 ☆荻野 極国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか キヨタケ牧場 448＋ 61：51．9� 53．3�
46 ルーレットクイーン 牝4栗 55 松田 大作�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 432± 0 〃 アタマ 102．8�
610 アルティマウェポン 牝4栗 55 A．シュタルケ 幅田 昌伸氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 464＋ 41：52．11� 45．5	

（独）

34 ティンバレス 牝5青鹿55 小牧 太 
キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B498－ 4 〃 アタマ 20．5�
22 メイショウササユリ 牝3黒鹿 53

51 △森 裕太朗松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 490± 01：52．2� 14．1�
711 ニホンピロヘーゼル 牝4鹿 55 幸 英明小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 498± 01：52．73 12．6
712 ワンダーピルエット 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 490± 01：52．8クビ 2．9�
33 エヴォリューション 牝6鹿 55

54 ☆城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 490－ 41：53．43� 278．1�
57 メイショウブーケ 牝6栗 55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B470－ 41：53．61� 200．0�
813 テイエムジョウネツ 牝5黒鹿 55

52 ▲富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 436－201：53．91� 62．7�
45 オージャイト 牝4鹿 55 C．デムーロ 
サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480－ 61：54．64 7．1�

（仏）

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，411，400円 複勝： 61，005，300円 枠連： 16，752，800円
馬連： 84，588，500円 馬単： 35，261，600円 ワイド： 50，472，500円
3連複： 112，079，900円 3連単： 135，922，700円 計： 538，494，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 220円 � 220円 枠 連（1－6） 1，430円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 800円 �� 910円 �� 900円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 21，950円

票 数

単勝票数 計 424114 的中 � 81665（2番人気）
複勝票数 計 610053 的中 � 91221（2番人気）� 69566（4番人気）� 70021（3番人気）
枠連票数 計 167528 的中 （1－6） 9045（5番人気）
馬連票数 計 845885 的中 �� 32206（8番人気）
馬単票数 計 352616 的中 �� 7600（12番人気）
ワイド票数 計 504725 的中 �� 16340（8番人気）�� 14134（11番人気）�� 14429（10番人気）
3連複票数 計1120799 的中 ��� 16785（19番人気）
3連単票数 計1359227 的中 ��� 4488（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．3―48．7―1：01．0―1：13．5―1：25．9―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アンデスクイーン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．10．23 京都16着

2014．5．3生 牝3栗 母 レイナカスターニャ 母母 ナ ス カ 10戦3勝 賞金 32，120，000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。



3000911月3日 晴 良 （29京都5）第1日 第9競走 ��
��1，800�

お う み

近 江 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，28．11．5以降29．10．29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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

45 ナリタエイト 牡4鹿 54 M．デムーロ�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 462－ 41：47．5 3．4�
22 ト リ オ ン フ �3黒鹿54 和田 竜二�KTレーシング 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 534＋241：47．71 7．9�
44 ディープウェーブ 牡7青鹿55 幸 英明万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 0 〃 ハナ 27．0�
813 メイショウミツボシ 牡5鹿 53 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 480－ 81：47．91	 37．1�
33 モンドシャルナ 牡6鹿 54 C．デムーロ 山本 英俊氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 ハナ 39．0�

（仏）

68 
 ミスズダンディー 牡5鹿 55 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 470＋ 41：48．0� 36．2	
69 ジークカイザー 牡4鹿 57 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 476－ 41：48．1� 2．8�
57 
 スリーヴェローチェ 牡8鹿 52 岡田 祥嗣永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 474＋ 41：48．2クビ 232．9�
11 ユウチェンジ 牡4黒鹿53 荻野 極�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 500± 0 〃 ハナ 18．7
56 アッシュゴールド �5栗 54 池添 謙一 
社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 21：48．51� 40．3�
711 アグネスミニッツ 牡6栗 54 岩崎 翼上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 506＋181：48．6� 149．3�
812 ブランドベルグ �5青鹿57 藤岡 康太 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 480－ 41：48．7クビ 3．8�
710 ブライトボイス 牡5栗 55 小牧 太宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 508＋ 81：49．33� 58．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，904，700円 複勝： 54，756，400円 枠連： 17，846，800円
馬連： 98，016，800円 馬単： 45，075，300円 ワイド： 55，658，000円
3連複： 129，245，700円 3連単： 188，009，900円 計： 627，513，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 240円 � 320円 枠 連（2－4） 940円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，020円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 6，010円 3 連 単 ��� 21，110円

票 数

単勝票数 計 389047 的中 � 91224（2番人気）
複勝票数 計 547564 的中 � 97926（3番人気）� 57092（4番人気）� 38238（5番人気）
枠連票数 計 178468 的中 （2－4） 14696（4番人気）
馬連票数 計 980168 的中 �� 69334（4番人気）
馬単票数 計 450753 的中 �� 18858（7番人気）
ワイド票数 計 556580 的中 �� 33777（4番人気）�� 13607（11番人気）�� 7988（19番人気）
3連複票数 計1292457 的中 ��� 16112（19番人気）
3連単票数 計1880099 的中 ��� 6456（59番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．6―11．9―12．4―11．8―11．9―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―35．7―47．6―1：00．0―1：11．8―1：23．7―1：35．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタエイト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．1．24 中京2着

2013．3．5生 牡4鹿 母 スペシャルフロート 母母 ダイイチフローネ 18戦3勝 賞金 47，711，000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。

3001011月3日 晴 良 （29京都5）第1日 第10競走 ��
��1，400�

き ぶ ね

貴船ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，28．11．5以降29．10．29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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

612 ドライヴナイト 牡4黒鹿55 C．デムーロ 桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 526＋ 21：23．8 6．2�
（仏）

48 ファッショニスタ 牝3鹿 52 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486－ 21：24．01� 2．3�

24 カネトシビバーチェ 牝6鹿 54 小牧 太兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 462－ 4 〃 ハナ 7．3�
11 ガ ン ジ ー 牡6栗 55 田辺 裕信岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 504＋ 21：24．32 19．9�
35 スマートレイチェル 牝3黒鹿52 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 484＋ 21：24．51� 8．2�
816 ウエスタンラムール 牡5黒鹿53 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 458＋ 81：24．92� 209．1	
36 タマモイレブン 牡5鹿 53 古川 吉洋タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 518－ 81：25．0クビ 179．1

611 メイショウアイアン 牡7鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 498＋ 2 〃 クビ 27．0�
815 プレスティージオ 牡4栗 57 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 B484＋101：25．1クビ 4．8�
23 カバーストーリー 牡6栗 55 松若 風馬前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 482＋ 8 〃 クビ 56．8
510 ナムラケイト 牝5鹿 53 浜中 俊奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 502＋ 21：25．31� 66．1�
12 	 スリーアロー 牝6黒鹿52 藤岡 康太松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 41：25．51 69．2�
59 ヨ シ オ 牡4鹿 54 荻野 極仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478＋ 61：25．6� 38．2�
47 ワンダーヴィーヴァ 牡7青鹿54 四位 洋文山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 560± 01：25．7
 155．7�
713	 ノボリクリーン 牡5青鹿54 水口 優也原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 482＋ 61：25．8クビ 96．6�
714 カネコメオスター 牡6栗 53 国分 優作髙岡 義雄氏 服部 利之 新ひだか 藤沢牧場 502＋ 41：25．9� 61．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，739，000円 複勝： 76，666，500円 枠連： 27，738，500円
馬連： 142，926，500円 馬単： 60，808，600円 ワイド： 76，217，700円
3連複： 189，654，700円 3連単： 264，129，600円 計： 889，881，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 120円 � 160円 枠 連（4－6） 620円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 370円 �� 650円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 7，950円

票 数

単勝票数 計 517390 的中 � 66678（3番人気）
複勝票数 計 766665 的中 � 81040（4番人気）� 218739（1番人気）� 116379（2番人気）
枠連票数 計 277385 的中 （4－6） 34652（1番人気）
馬連票数 計1429265 的中 �� 129231（3番人気）
馬単票数 計 608086 的中 �� 21726（7番人気）
ワイド票数 計 762177 的中 �� 53060（2番人気）�� 27354（8番人気）�� 70178（1番人気）
3連複票数 計1896547 的中 ��� 100164（1番人気）
3連単票数 計2641296 的中 ��� 24069（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．7―47．7―59．7―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドライヴナイト �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2015．10．18 新潟2着

2013．3．18生 牡4黒鹿 母 カウントオンミー 母母 サンセットバレー 14戦5勝 賞金 56，214，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キープレイヤー号
※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。

１レース目 ３レース目



3001111月3日 晴 良 （29京都5）第1日 第11競走 ��
��1，400�第22回KBS京都賞ファンタジーステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

KBS京都賞（1着）
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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

69 ベ ル ー ガ 牝2青 54 C．デムーロ R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476－ 61：22．9 7．6�
（仏）

68 コーディエライト 牝2栗 54 和田 竜二�G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 454－ 61：23．0� 6．3�
710 アマルフィコースト 牝2黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 460＋ 6 〃 ハナ 4．4�
56 スズカフェラリー 牝2鹿 54 A．シュタルケ 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 422－ 41：23．21� 7．1�

（独）

33 	 モズスーパーフレア 牝2栗 54 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC 472± 0 〃 クビ 10．6	

11 ペイシャルアス 牝2栗 54 M．デムーロ北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 490＋101：23．3
 6．0

45 ア ル モ ニ カ 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 420± 01：23．4� 8．1�
711 アーデルワイゼ 牝2青鹿54 荻野 極 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 432－ 61：23．5
 18．8�
22 レグルドール 牝2鹿 54 高倉 稜 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 宮崎 田上 勝雄 466＋ 41：23．6
 38．5
813 ボ ウ ル ズ 牝2鹿 54 四位 洋文山住 勲氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 454± 01：23．81� 27．4�
57 ト ン ボ イ 牝2栗 54 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 420－ 21：23．9� 63．4�
44 スノーガーデン 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 460＋ 41：24．53� 99．8�
812 ダイシンステルラ 牝2黒鹿54 川田 将雅大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444± 01：26．2大差 118．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 144，644，100円 複勝： 191，254，800円 枠連： 66，657，600円 馬連： 383，211，600円 馬単： 152，560，500円
ワイド： 193，921，300円 3連複： 599，119，700円 3連単： 836，497，600円 5重勝： 300，836，000円 計： 2，868，703，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 220円 � 200円 � 150円 枠 連（6－6） 2，660円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 890円 �� 630円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 17，980円

5 重 勝
対象競走：京都9R／福島10R／京都10R／福島11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 4，387，190円

票 数

単勝票数 計1446441 的中 � 160101（5番人気）
複勝票数 計1912548 的中 � 202596（5番人気）� 239088（3番人気）� 383084（1番人気）
枠連票数 計 666576 的中 （6－6） 19413（12番人気）
馬連票数 計3832116 的中 �� 112501（12番人気）
馬単票数 計1525605 的中 �� 22835（23番人気）
ワイド票数 計1939213 的中 �� 52978（13番人気）�� 77478（4番人気）�� 134549（1番人気）
3連複票数 計5991197 的中 ��� 173711（2番人気）
3連単票数 計8364976 的中 ��� 33719（33番人気）
5重勝票数 計3008360 的中 ����� 48

ハロンタイム 12．7―11．6―12．0―11．7―11．4―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．3―48．0―59．4―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．9
3 8，5（3，12）（7，11，13）（1，10）9（2，4，6） 4 8，5（3，13）12，11，7（1，10）（2，9）（4，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベ ル ー ガ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kris S. デビュー 2017．8．27 札幌1着

2015．2．11生 牝2青 母 アドマイヤライト 母母 ホワットケイティーディド 2戦2勝 賞金 36，462，000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。

3001211月3日 晴 良 （29京都5）第1日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

816 ハーツジュニア 牡5鹿 57 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 502－ 21：24．9 7．7�
612 サ ン キ ュ ー 牡4栗 57 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 512－101：25．11� 66．8�
11 キセキノツヅキ 牡4鹿 57 田中 勝春 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 464＋ 21：25．2� 9．2�
47 クリノキング �3栗 56 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B458＋ 81：25．3� 54．9�
611 アシャカリアン 牡3栗 56 浜中 俊吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 466＋ 41：25．4クビ 51．6	
48 メンターモード 牡3鹿 56 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 510＋ 2 〃 クビ 9．9

713 ララメダイユドール 牡3鹿 56 田辺 裕信フジイ興産� 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 498－ 61：25．5クビ 42．8�
24 アドマイヤムテキ 牡4黒鹿57 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 洞	湖 レイクヴィラファーム 496± 01：25．6
 2．2�
35 � ヤマカツリーダー �4黒鹿57 高倉 稜山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 464－ 81：25．7クビ 56．0
23 � トーホウシーマ 牡3栗 56 A．シュタルケ 東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 488－ 51：25．8
 43．2�

（独）

12 � キングジュエリー 牡4栗 57 C．デムーロ 平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 534＋ 4 〃 クビ 23．9�
（仏）

36 アストロノーティカ 牡3鹿 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492± 01：26．01� 9．6�

510 レンズフルパワー 牡5鹿 57 M．デムーロ田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 514＋ 61：26．1
 6．0�
714 コンクエストシチー �5栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 468＋ 81：26．52
 107．1�
59 レッドルドラ 牡3黒鹿56 幸 英明 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 504＋ 81：27．13
 47．2�
815 ライデンバローズ 牡3芦 56

55 ☆荻野 極猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 536＋ 41：27．95 65．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，038，700円 複勝： 89，638，200円 枠連： 35，507，000円
馬連： 149，310，400円 馬単： 64，153，200円 ワイド： 90，355，100円
3連複： 213，272，400円 3連単： 292，677，900円 計： 1，000，952，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 300円 � 1，560円 � 380円 枠 連（6－8） 5，950円

馬 連 �� 25，190円 馬 単 �� 39，760円

ワ イ ド �� 6，560円 �� 1，370円 �� 7，130円

3 連 複 ��� 61，940円 3 連 単 ��� 367，740円

票 数

単勝票数 計 660387 的中 � 68293（3番人気）
複勝票数 計 896382 的中 � 86977（4番人気）� 13179（15番人気）� 64744（6番人気）
枠連票数 計 355070 的中 （6－8） 4620（22番人気）
馬連票数 計1493104 的中 �� 4592（64番人気）
馬単票数 計 641532 的中 �� 1210（91番人気）
ワイド票数 計 903551 的中 �� 3499（63番人気）�� 17528（13番人気）�� 3219（67番人気）
3連複票数 計2132724 的中 ��� 2582（162番人気）
3連単票数 計2926779 的中 ��� 577（887番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．6―12．2―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．1―47．7―59．9―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーツジュニア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2014．10．25 京都8着

2012．3．30生 牡5鹿 母 エ リ ー ナ 母母 シャトルサング 15戦2勝 賞金 29，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エスペランサリュウ号・スイートアリエッタ号・スズカチャレンジ号・ハトマークエース号・メイショウフウシャ号
※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1日 11月3日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 151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

231，420，000円
2，530，000円
25，720，000円
1，600，000円
25，860，000円
62，939，000円
4，147，000円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
575，125，300円
742，098，200円
229，847，500円
1，206，763，700円
556，770，600円
690，120，200円
1，688，068，300円
2，458，136，700円
300，836，000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 8，447，766，500円

総入場人員 19，304名 （有料入場人員 18，190名）
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