
3007311月25日 晴 稍重 （29京都5）第7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

24 タガノタイト 牡2鹿 55 浜中 俊八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466－161：25．8 6．9�

59 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 458＋ 41：26．12 2．4�

11 シ ャ テ ー ヌ 牝2栗 54 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498－ 21：26．2クビ 70．8�

12 グランデミノル 牝2鹿 54 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 484＋121：26．73 3．9�
36 グローリーグローリ 牡2黒鹿55 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 488＋101：27．02 22．6�
611 タイセイゴーディー 牡2黒鹿55 北村 友一田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B460＋ 41：27．21� 246．2	
35 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 480－ 21：27．3� 11．9

47 チョウリアリティ 牡2鹿 55 松山 弘平丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 草薙 利昭 472± 01：27．4クビ 10．0�
713 ホーリーカバージョ 牡2黒鹿55 A．アッゼニ 野嶋 祥二氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 B472＋261：28．03� 116．3�

（英）

815 ミトノブラック 牡2青鹿55 福永 祐一ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－ 4 〃 ハナ 18．0
612 カワチノシャモ 牡2青鹿55 酒井 学木村 信彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 落合 一巳 454－ 21：28．1� 281．8�
23 トモジャクアルト 牡2芦 55 古川 吉洋吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 486± 01：28．31� 87．9�
510 ナンゴクユメネット 牝2栗 54 水口 優也渡 義光氏 崎山 博樹 新冠 村上牧場 456＋121：29．79 301．8�
48 エメラルドプラバ 牝2栗 54 �島 良太�大樹ファーム 寺島 良 浦河 大樹ファーム 454－ 61：29．91� 154．8�
714 コウエイゴールド 牡2栗 55 小林 徹弥伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 510＋201：30．85 163．9�
816 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 466－ 21：31．43� 22．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，626，000円 複勝： 44，096，100円 枠連： 13，292，800円
馬連： 62，968，000円 馬単： 31，002，800円 ワイド： 40，997，900円
3連複： 90，884，500円 3連単： 113，277，600円 計： 431，145，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 130円 � 970円 枠 連（2－5） 790円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 410円 �� 3，220円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 7，520円 3 連 単 ��� 33，880円

票 数

単勝票数 計 346260 的中 � 42526（3番人気）
複勝票数 計 440961 的中 � 58442（3番人気）� 127889（1番人気）� 7335（9番人気）
枠連票数 計 132928 的中 （2－5） 12971（2番人気）
馬連票数 計 629680 的中 �� 57237（2番人気）
馬単票数 計 310028 的中 �� 12819（5番人気）
ワイド票数 計 409979 的中 �� 28507（2番人気）�� 3058（31番人気）�� 6015（21番人気）
3連複票数 計 908845 的中 ��� 9061（26番人気）
3連単票数 計1132776 的中 ��� 2424（112番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．1―12．2―12．6―13．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．4
3 2，4，1，16，10，11（9，12）（5，7）（6，8）13，15，3－14 4 2，4－1－9（11，16，7）10（5，12）（6，8）13（15，3）－14

勝馬の
紹 介

タガノタイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rahy デビュー 2017．10．14 京都5着

2015．5．7生 牡2鹿 母 アップルマティーニ 母母 メヤディーニ 3戦1勝 賞金 6，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 センターフィールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月25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。

3007411月25日 晴 稍重 （29京都5）第7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
1：51．0
1：50．9

重
不良

23 エルティグレ 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 476＋ 61：56．7 1．7�
47 タ ラ ニ ス 牡2黒鹿55 C．デムーロ 藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 484＋ 8 〃 クビ 4．8�

（仏）

24 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 456＋ 21：56．91 11．6�
611 ダイキリシマ 牡2黒鹿55 川須 栄彦西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 478＋ 41：57．11� 108．1�
713 スズカビレッジ 牡2栗 55 国分 恭介永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 446＋ 81：57．31� 21．0�
816 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 492＋ 21：57．51� 12．4	
815 デンコウスティール 牡2鹿 55 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 462＋ 6 〃 クビ 50．6

11 ツーエムアリエス 牡2鹿 55

54 ☆城戸 義政水谷 昌晃氏 本田 優 新ひだか 水丸牧場 480＋ 4 〃 ハナ 241．2�
12 ナンヨーブルジョン 牡2芦 55 岩田 康誠中村 德也氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 452－ 61：57．82 57．2�
59 � フロリダロス 牡2鹿 55 松山 弘平 コスモヴューファーム 西園 正都 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

476＋ 81：58．54 24．9�
612 ジューンジョイ 牝2黒鹿 54

51 ▲富田 暁吉川 潤氏 松下 武士 浦河 辻 牧場 402± 01：59．03 266．0�
36 ストロングタッグ 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 496＋ 21：59．1クビ 84．0�
48 ブルベアノザワナ 牡2栗 55 酒井 学 �ブルアンドベア 服部 利之 新冠 石田牧場 438＋ 2 〃 クビ 135．4�
35 マイネルデインティ 牡2鹿 55 国分 優作 �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± 01：59．95 213．2�
510� ム ル ガ ン 牡2黒鹿55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 米 Hidden Lake
Farm LLC 480－ 42：00．11 32．1�

714 クリノタモンテン 牡2芦 55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 426＋102：00．52	 42．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，451，000円 複勝： 44，760，600円 枠連： 15，447，300円
馬連： 46，557，400円 馬単： 28，173，400円 ワイド： 33，953，600円
3連複： 70，414，400円 3連単： 96，116，100円 計： 362，873，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 190円 枠 連（2－4） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 170円 �� 300円 �� 490円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，010円

票 数

単勝票数 計 274510 的中 � 137209（1番人気）
複勝票数 計 447606 的中 � 217262（1番人気）� 54458（2番人気）� 33632（4番人気）
枠連票数 計 154473 的中 （2－4） 37074（1番人気）
馬連票数 計 465574 的中 �� 105478（1番人気）
馬単票数 計 281734 的中 �� 44754（1番人気）
ワイド票数 計 339536 的中 �� 61109（1番人気）�� 26923（2番人気）�� 14811（5番人気）
3連複票数 計 704144 的中 ��� 72952（1番人気）
3連単票数 計 961161 的中 ��� 34597（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．8―12．9―13．3―12．9―13．1―13．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．0―49．9―1：03．2―1：16．1―1：29．2―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．6
1
3
6，9（1，16）3（4，11）（2，7）8，13（5，12）15，14，10・（6，9）16（1，3，11）（4，7）（8，13）（2，15）（5，12，14，10）

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

勝馬の
紹 介

エルティグレ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．10．22 京都9着

2015．4．5生 牡2栗 母 ショウナンタレント 母母 シ ャ ン ラ ン 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ツーエムアリエス号の騎手城戸義政は，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30，000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７日



3007511月25日 晴 良 （29京都5）第7日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時05分 （芝・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
1：20．5
1：20．3

良
良

510 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± 01：22．8 26．6�
（仏）

59 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 444＋ 4 〃 アタマ 5．6�

35 ニホンピロヘイロー 牝2鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 470＋ 21：23．01� 131．4�
713 ライクアジャーニー 牝2鹿 54 岩田 康誠大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 470－ 2 〃 クビ 6．9�
715 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 452－ 21：23．1クビ 2．5�
23 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 430＋ 21：23．2� 8．8	
12 シールヴィクトリー 牝2鹿 54 松山 弘平�G1レーシング 平田 修 安平 追分ファーム 468＋ 81：23．3� 15．6

714 ノッテステラータ 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 408± 01：23．4� 18．8�
816 クロンヌデトワール 牝2栗 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 456－ 41：23．5� 11．2
48 ア オ ラ ニ 牝2栗 54 浜中 俊山住 勲氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 458＋16 〃 クビ 24．6�
36 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± 0 〃 アタマ 285．8�
24 メジャーマジック 牝2鹿 54 北村 友一 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 502＋ 41：23．6� 71．5�
11 プライムチョイス 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 432－ 4 〃 アタマ 89．1�
817 カ ト レ ア 牝2黒鹿 54

53 ☆荻野 極石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 田湯牧場 474－ 61：23．91� 641．1�
611 サウンドシップ 牝2黒鹿54 A．シュタルケ 増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 468－ 41：24．0� 41．4�

（独）

612 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 410－101：24．21� 551．2�

47 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 458＋ 2 〃 クビ 92．8�
818 シゲルミズナ 牝2鹿 54 A．アッゼニ 森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 506± 01：32．6大差 167．5�

（英）

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，846，300円 複勝： 61，234，500円 枠連： 16，877，700円
馬連： 65，631，100円 馬単： 33，293，200円 ワイド： 47，170，700円
3連複： 96，459，600円 3連単： 111，927，900円 計： 471，441，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，660円 複 勝 � 710円 � 190円 � 2，310円 枠 連（5－5） 5，230円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 14，600円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 20，280円 �� 6，360円

3 連 複 ��� 124，300円 3 連 単 ��� 922，130円

票 数

単勝票数 計 388463 的中 � 12345（9番人気）
複勝票数 計 612345 的中 � 20142（9番人気）� 106808（2番人気）� 5720（14番人気）
枠連票数 計 168777 的中 （5－5） 2499（16番人気）
馬連票数 計 656311 的中 �� 8705（20番人気）
馬単票数 計 332932 的中 �� 1710（46番人気）
ワイド票数 計 471707 的中 �� 6037（22番人気）�� 592（91番人気）�� 1903（53番人気）
3連複票数 計 964596 的中 ��� 582（213番人気）
3連単票数 計1119279 的中 ��� 88（1367番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―11．7―11．7―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．4―47．1―58．8―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリアバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．11．3 京都9着

2015．3．3生 牝2黒鹿 母 チリエージェ 母母 メガミゲラン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルミズナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月25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。

3007611月25日 晴 良 （29京都5）第7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

814 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 464－ 21：50．2 7．5�
（仏）

46 インスピレーション 牡2黒鹿55 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 484－ 2 〃 クビ 8．3�
713 メールドグラース 牡2黒鹿55 福永 祐一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：50．3� 6．2�
35 メ ラ ナ イ ト 牡2青鹿55 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 456－ 61：50．4� 8．3�
59 レッドヴェイロン 牡2鹿 55 武 豊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476－ 41：50．5� 2．1	
610 アドマイヤカラット 牝2青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 400± 01：50．6� 60．0

23 デクレアラー 牡2栗 55 川田 将雅�G1レーシング 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 0 〃 クビ 9．2�
611 キングポセイドン 牡2栗 55 A．アッゼニ Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 456± 01：50．7クビ 50．5�
（英）

34 メイショウハニー 牝2黒鹿 54
52 △森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 422± 0 〃 アタマ 30．4

22 マイネルルティレ 牡2栗 55 国分 恭介 �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 426－ 41：50．91
 392．0�

58 アリイタヤス 牡2鹿 55 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 496＋ 41：51．32� 105．8�
815 クロフネプリンセス 牝2栗 54 幸 英明サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 432－ 41：51．4クビ 453．0�
712 ケイティノーブル 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人瀧本 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 456＋ 41：51．5� 721．0�

47 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 404－ 41：51．6� 550．9�
11 ア ン ジ ェ ラ 牝2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 442－101：52．45 368．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，895，400円 複勝： 68，813，600円 枠連： 14，415，600円
馬連： 71，467，300円 馬単： 37，416，800円 ワイド： 49，054，000円
3連複： 96，660，800円 3連単： 130，540，300円 計： 514，263，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 230円 � 200円 枠 連（4－8） 2，540円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 740円 �� 590円 �� 820円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 26，580円

票 数

単勝票数 計 458954 的中 � 51109（3番人気）
複勝票数 計 688136 的中 � 87428（3番人気）� 75769（5番人気）� 94133（2番人気）
枠連票数 計 144156 的中 （4－8） 4391（11番人気）
馬連票数 計 714673 的中 �� 21744（10番人気）
馬単票数 計 374168 的中 �� 5704（17番人気）
ワイド票数 計 490540 的中 �� 17020（8番人気）�� 21679（6番人気）�� 15008（10番人気）
3連複票数 計 966608 的中 ��� 16261（12番人気）
3連単票数 計1305403 的中 ��� 3560（86番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．0―12．6―13．0―12．7―12．1―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．7―49．3―1：02．3―1：15．0―1：27．1―1：38．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ラ セ ナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．10．15 京都2着

2015．3．14生 牡2黒鹿 母 アドマイヤラック 母母 アドマイヤラピス 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 キングポセイドン号の騎手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：13

番・9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。



3007711月25日 晴 良 （29京都5）第7日 第5競走 ��
��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

715 サンラモンバレー 牡2鹿 55 C．デムーロ 金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468 ―1：37．8 1．4�

（仏）

59 ラプトレックス 牡2栗 55 松若 風馬 �キャロットファーム 宮本 博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484 ―1：38．01� 7．2�

510 アルジャーノン 牡2栗 55 岩田 康誠 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 北田 剛 448 ― 〃 ハナ 108．4�
611 シンコーメグチャン 牝2鹿 54 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 472 ―1：38．21� 36．4�
12 アイネバーフェイル 牝2黒鹿54 A．アッゼニ 飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 442 ―1：38．3� 8．0	

（英）

47 メイショウサンアイ 牝2鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 470 ―1：38．51� 23．5

818 ビーユアヒーロー 牡2青鹿55 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新冠 飛渡牧場 466 ―1：38．6� 49．0�
714 ウエスタンヒューズ 牝2黒鹿54 酒井 学西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 468 ―1：38．81� 23．1�
11 タニオブスカイ 牡2栗 55 川田 将雅谷 研司氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 480 ―1：39．33 39．3
24 ガ イ ド 牡2栗 55

52 ▲富田 暁小田切有一氏 谷 潔 日高 山本 通則 472 ― 〃 アタマ 161．7�
48 カネトシピュール 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼兼松 昌男氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 440 ― 〃 ハナ 308．6�
23 ガ ル ソ ン 牡2青鹿55 福永 祐一寺田 寿男氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 450 ―1：39．51� 99．8�
713 テイエムナナイロ 牡2栗 55 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 456 ―1：39．6
 386．6�
36 ランドヘルメース 牡2鹿 55 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 452 ―1：39．7� 379．8�
35 ケントマンボ 牡2黒鹿55 藤岡 康太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 444 ―1：39．8� 47．7�
817 ヴ ィ ヴ 牝2青 54

53 ☆荻野 極�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478 ―1：40．01� 37．6�

612 モズトルマリン 牡2鹿 55 和田 竜二 �キャピタル・システム 西村 真幸 日高 奥山 博 510 ―1：40．21� 120．8�
816 シゲルレンコン 牡2鹿 55 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 436 ―1：47．1大差 543．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，491，000円 複勝： 88，549，800円 枠連： 17，299，600円
馬連： 54，693，900円 馬単： 38，998，200円 ワイド： 39，734，600円
3連複： 74，521，600円 3連単： 115，495，000円 計： 469，783，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 770円 枠 連（5－7） 390円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，640円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 16，770円

票 数

単勝票数 計 404910 的中 � 229821（1番人気）
複勝票数 計 885498 的中 � 596891（1番人気）� 68659（2番人気）� 8137（11番人気）
枠連票数 計 172996 的中 （5－7） 33953（1番人気）
馬連票数 計 546939 的中 �� 99043（1番人気）
馬単票数 計 389982 的中 �� 56673（1番人気）
ワイド票数 計 397346 的中 �� 54050（1番人気）�� 5535（16番人気）�� 2286（36番人気）
3連複票数 計 745216 的中 ��� 6724（26番人気）
3連単票数 計1154950 的中 ��� 4992（46番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．5―13．3―12．6―12．0―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―37．1―50．4―1：03．0―1：15．0―1：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．8
3 ・（8，10）15（1，18）（7，14）（2，12，17，9）（13，6）11，5（4，3）＝16 4 ・（8，10）（15，18）（1，7，14，9）（2，12）（13，17，11）6（4，5，3）＝16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンラモンバレー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2015．5．2生 牡2鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルレンコン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月25日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブランモンストル号
※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。

3007811月25日 晴 稍重 （29京都5）第7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
1：51．0
1：50．9

重
不良

815 サトノプライド 牡2栗 55 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 530 ―1：55．4 2．1�
59 キクノウェスター 牡2鹿 55 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 矢野牧場 496 ― 〃 アタマ 4．9�
816 バーンフライ 牡2黒鹿55 岩田 康誠�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478 ―1：55．61� 8．7�
510 ニホンピロレスター 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 492 ―1：56．87 68．7�
24 メイショウバルコラ 牡2鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 504 ― 〃 クビ 12．0�
35 ビップベリンダ 牝2黒鹿54 松若 風馬鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 498 ―1：57．01 61．7	
12 シンアンドケン 牡2鹿 55 松山 弘平 
フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480 ― 〃 アタマ 42．9�
713 ダイシンマナ 牝2栗 54

52 △森 裕太朗大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 426 ― 〃 クビ 170．7�
36 ブ ン ゴ 牡2鹿 55 武 豊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 490 ―1：57．1� 59．5
11 タガノカプリス 牡2鹿 55 柴田 未崎八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518 ―1：58．69 92．8�
23 プリティーキッズ 牝2鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 470 ―1：58．91
 281．5�
47 ジューンシェイカー 牡2鹿 55 水口 優也吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 478 ―1：59．21
 296．9�
714 アスターヒューズ 牡2鹿 55 和田 竜二加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 新冠 須崎牧場 496 ―1：59．94 17．7�
611 オーミスマイル 牡2鹿 55 A．アッゼニ 岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 松木 加代 538 ―2：00．53� 73．4�

（英）

48 スモーキングガン 牡2鹿 55 C．デムーロ 
サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 516 ―2：01．03 6．6�
（仏）

612 デビルズヘアカット 牡2青鹿55 福永 祐一薪浦 英稔氏 中竹 和也 新ひだか 秋田育成牧場 446 ―2：03．2大差 85．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，571，000円 複勝： 42，287，600円 枠連： 16，483，000円
馬連： 55，665，000円 馬単： 30，473，400円 ワイド： 40，245，400円
3連複： 73，790，300円 3連単： 96，098，400円 計： 393，614，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（5－8） 420円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 250円 �� 320円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 3，450円

票 数

単勝票数 計 385710 的中 � 150424（1番人気）
複勝票数 計 422876 的中 � 123368（1番人気）� 69665（2番人気）� 53969（3番人気）
枠連票数 計 164830 的中 （5－8） 29950（1番人気）
馬連票数 計 556650 的中 �� 77696（1番人気）
馬単票数 計 304734 的中 �� 30011（1番人気）
ワイド票数 計 402454 的中 �� 45378（1番人気）�� 32104（2番人気）�� 18266（6番人気）
3連複票数 計 737903 的中 ��� 44534（2番人気）
3連単票数 計 960984 的中 ��� 20154（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―13．4―13．5―12．8―12．7―12．5―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．5―51．0―1：03．8―1：16．5―1：29．0―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．9
1
3
・（4，15）16（10，9）6，8（2，3）（1，13，12）－（5，14，11）7
4（15，16）10（6，9）－8－（2，14）（1，12，13）（3，5）11，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノプライド �
�
父 ハードスパン �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2015．5．16生 牡2栗 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デビルズヘアカット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月25日まで平

地競走に出走できない。
※バーンフライ号は，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。



3007911月25日 晴 稍重 （29京都5）第7日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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

12 メイショウサチシオ 牝3黒鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 494＋ 21：24．8 2．6�
612 バ レ ー ロ 牡3黒鹿 56

55 ☆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 498＋ 21：25．22� 14．1�
35 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 520＋ 81：25．41� 6．4�
23 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 B462＋ 4 〃 アタマ 12．3�
714 メイショウオオヅツ 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 542＋ 61：25．5	 36．4	
47 ステイオンザトップ 牡3栗 56 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472＋121：25．71 7．0

59 アシャカリアン 牡3栗 56 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 472＋ 6 〃 クビ 14．6�
36 タガノモーサン 牡4鹿 57 和田 竜二八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 504＋ 2 〃 ハナ 11．5�
48 ミスズマンボ 牝4青鹿 55

54 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 474＋241：25．8� 122．6
815 ゲ キ リ ン 牡3栗 56 川田 将雅市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 472± 01：26．01� 5．6�
11 グランプリアクセル 牡4鹿 57 松山 弘平�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 480＋ 61：26．1	 224．7�
611 スナークライデン 牡3芦 56 岩田 康誠杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 468－ 81：26．2クビ 217．1�
510
 ショウサングランド 牡4鹿 57 国分 恭介鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 488－ 21：26．41� 33．0�
24 
 ペ リ コ ー ル 牝4栗 55 北村 友一門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム 464－ 61：26．82� 179．0�
816 テイエムハヤブサ 牡4青鹿57 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 B472＋201：27．22� 149．4�
713
 ダノンボンコ 牝4黒鹿 55

54 ☆�島 克駿�ダノックス 安田 隆行 日高 白井牧場 444＋ 41：28．79 331．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，391，700円 複勝： 60，928，700円 枠連： 19，797，800円
馬連： 82，666，700円 馬単： 36，295，400円 ワイド： 55，011，400円
3連複： 112，818，100円 3連単： 131，505，400円 計： 538，415，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 270円 � 180円 枠 連（1－6） 1，760円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 670円 �� 320円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 14，530円

票 数

単勝票数 計 393917 的中 � 119489（1番人気）
複勝票数 計 609287 的中 � 170997（1番人気）� 42405（6番人気）� 78339（2番人気）
枠連票数 計 197978 的中 （1－6） 8681（9番人気）
馬連票数 計 826667 的中 �� 35377（6番人気）
馬単票数 計 362954 的中 �� 9861（9番人気）
ワイド票数 計 550114 的中 �� 20148（6番人気）�� 48798（1番人気）�� 11423（16番人気）
3連複票数 計1128181 的中 ��� 27204（5番人気）
3連単票数 計1315054 的中 ��� 6561（23番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．2―11．9―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．4―47．6―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウサチシオ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．4．16 阪神14着

2014．4．6生 牝3黒鹿 母 メイショウセンヒメ 母母 シ ー ヴ ェ 9戦2勝 賞金 20，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シゲルポインター号・ティーティクイーン号・ラタンドレス号・ローデルバーン号

3008011月25日 晴 良 （29京都5）第7日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

59 インヘリットデール 牝3鹿 53 C．デムーロ �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：48．4 3．4�
（仏）

36 エイシンルーク 牡3黒鹿55 A．シュタルケ�栄進堂 藤岡 健一 浦河 多田 善弘 506＋141：48．5� 6．6�
（独）

818 メルヴィンカズマ 牡3黒鹿55 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 496＋ 81：48．6	 3．9�
714 ユイフィーユ 牝3青鹿53 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 472＋ 41：48．81
 10．3�
510 リリーモントルー 牡3鹿 55 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 432＋ 6 〃 ハナ 29．6	
715 ステイキングダム 牡4鹿 57 H．ボウマン �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 430＋ 61：48．9クビ 32．2


（豪）

12 アッフィラート 牝4鹿 55 岩田 康誠 �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 436－ 21：49．0	 6．0�

48 エスペランサルル 牝5栗 55 国分 恭介江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 440＋ 21：49．21
 294．6

24 レッドストーリア 牝3鹿 53 松若 風馬 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 422＋ 41：49．41 103．4�
816 ライクアエンジェル 牝3鹿 53

52 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422± 0 〃 クビ 69．1�

817 ショウナンサニー 牡3鹿 55 浜中 俊国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 482＋121：49．61
 132．3�
35 ルエヴェルロール 牝3黒鹿53 池添 謙一 �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± 01：49．7� 17．7�
611 ステファンバローズ 牡4黒鹿57 福永 祐一猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 474＋ 61：50．01	 20．9�
713 エリンソード 牡3青鹿55 北村 友一 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 450＋12 〃 クビ 42．5�
11 ウインミレーユ 牝4黒鹿55 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 460± 01：50．1クビ 24．8�
612 ミエノインパルス 牡3栗 55 A．アッゼニ 里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 484－ 61：50．2	 82．3�

（英）

23 エンドレスコール 牝3黒鹿53 松田 大作 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 41：50．62� 91．3�

47 カンガルールブタン 牝3黒鹿53 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 むかわ 貞広 賢治 456－ 41：51．45 297．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，898，100円 複勝： 72，324，300円 枠連： 25，553，100円
馬連： 98，323，500円 馬単： 42，359，900円 ワイド： 62，954，900円
3連複： 129，980，400円 3連単： 153，147，400円 計： 628，541，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 210円 � 160円 枠 連（3－5） 990円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 510円 �� 330円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 13，560円

票 数

単勝票数 計 438981 的中 � 101378（1番人気）
複勝票数 計 723243 的中 � 159946（1番人気）� 71555（4番人気）� 120023（2番人気）
枠連票数 計 255531 的中 （3－5） 19966（4番人気）
馬連票数 計 983235 的中 �� 51233（4番人気）
馬単票数 計 423599 的中 �� 12456（5番人気）
ワイド票数 計 629549 的中 �� 30812（3番人気）�� 52838（1番人気）�� 26498（5番人気）
3連複票数 計1299804 的中 ��� 39672（2番人気）
3連単票数 計1531474 的中 ��� 8188（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．6―48．9―1：01．4―1：13．4―1：25．0―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インヘリットデール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．3．19 阪神2着

2014．3．25生 牝3鹿 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル 7戦2勝 賞金 22，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クロスアミュレット号・ディープエクシード号
（非抽選馬） 1頭 キョウワベルナルド号
※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。



3008111月25日 晴 良 （29京都5）第7日 第9競走 ��
��2，400�

た か お

高 雄 特 別
発走14時30分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，28．11．26以降29．11．19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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

813 メイケイレジェンド 牡4鹿 54 富田 暁名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 488＋ 42：26．4 8．3�
814 ビップレボルシオン 牡6鹿 54 A．シュタルケ 鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 524＋ 6 〃 クビ 42．5�

（独）

610� スティルウォーター 牝4黒鹿52 四位 洋文 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 408－ 82：26．5	 6．3�

33 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± 02：26．6クビ 1．6�
69 アグリッパーバイオ 牡6黒鹿56 岩田 康誠バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 クビ 26．0�
11 ライトファンタジア 牝5栗 52 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：26．81
 47．7	
22 ヴェラヴァルスター 牡5栗 55 C．デムーロ 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 510＋ 42：26．9� 18．4


（仏）

34 サダムロードショー 牡7鹿 54 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 22：27．11
 187．5�

45 デンコウインパルス 牡5鹿 55 太宰 啓介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 496± 02：27．41	 15．6�
58 アルムチャレンジ 牡3黒鹿53 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± 0 〃 アタマ 137．7
57 サトノシャーク 牡3鹿 54 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 522＋222：27．93 10．1�
711 フ ァ シ ー ノ 牡6鹿 53 松田 大作 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 478＋ 42：28．1	 67．8�
46 タイセイアプローズ 牡5鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 480＋ 82：28．2� 20．9�
712� チャイマックス 牝4鹿 52 藤懸 貴志吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms B484＋162：29．9大差 271．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 56，066，500円 複勝： 106，849，000円 枠連： 26，469，300円
馬連： 119，167，500円 馬単： 71，079，200円 ワイド： 81，555，500円
3連複： 178，026，500円 3連単： 283，735，200円 計： 922，948，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 400円 � 1，200円 � 280円 枠 連（8－8） 14，880円

馬 連 �� 13，550円 馬 単 �� 23，940円

ワ イ ド �� 3，500円 �� 840円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 24，220円 3 連 単 ��� 159，830円

票 数

単勝票数 計 560665 的中 � 53413（3番人気）
複勝票数 計1068490 的中 � 72049（3番人気）� 20472（9番人気）� 110078（2番人気）
枠連票数 計 264693 的中 （8－8） 1378（27番人気）
馬連票数 計1191675 的中 �� 6813（32番人気）
馬単票数 計 710792 的中 �� 2226（58番人気）
ワイド票数 計 815555 的中 �� 5850（32番人気）�� 26039（8番人気）�� 6635（30番人気）
3連複票数 計1780265 的中 ��� 5511（65番人気）
3連単票数 計2837352 的中 ��� 1287（374番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．2―12．7―12．8―12．2―12．4―13．1―12．3―11．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．9―35．1―47．8―1：00．6―1：12．8―1：25．2―1：38．3―1：50．6―2：02．5―2：14．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3
12－11－1（5，6）7，9，8，2－3（13，14）－4，10
12（11，1）（7，5）（9，6）（8，2）－（4，3）（13，14）－10

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

勝馬の
紹 介

メイケイレジェンド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2015．9．13 阪神1着

2013．4．15生 牡4鹿 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 9戦4勝 賞金 40，322，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
※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。

3008211月25日 晴 稍重 （29京都5）第7日 第10競走 ��
��1，900�

はなぞの

花園ステークス
発走15時05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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

11 ヒロブレイブ 牡4鹿 57 四位 洋文石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 480＋ 21：58．9 4．1�
44 マイネルオフィール 牡5鹿 57 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B490＋ 6 〃 クビ 5．7�

（独）

78 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 534＋ 41：59．0� 37．6�
22 レッドサバス 牡5黒鹿57 C．デムーロ �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 478－ 41：59．1	 3．6�

（仏）

33 イーストオブザサン 牡4黒鹿57 M．デムーロ三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 ハナ 3．4�
66 コンセギール 牡5黒鹿57 和田 竜二前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋ 41：59．41	 23．7	
89 フロリダパンサー 牡6青鹿57 太宰 啓介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 486－ 21：59．61
 21．5

77 ウインユニファイド 牡5黒鹿57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B522＋ 61：59．81
 12．5�
810 アドマイヤランディ 牡6栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 526＋ 21：59．9	 35．1�
55 � セ セ リ 牡6栗 57 H．ボウマン 冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 510－ 42：01．39 21．4
（豪）

（10頭）

売 得 金
単勝： 53，214，600円 複勝： 65，383，300円 枠連： 20，712，800円
馬連： 118，862，300円 馬単： 56，454，600円 ワイド： 66，837，600円
3連複： 149，960，000円 3連単： 262，641，200円 計： 794，066，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 200円 � 680円 枠 連（1－4） 1，200円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，050円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 13，880円 3 連 単 ��� 50，300円

票 数

単勝票数 計 532146 的中 � 102770（3番人気）
複勝票数 計 653833 的中 � 148567（1番人気）� 84642（4番人気）� 17745（10番人気）
枠連票数 計 207128 的中 （1－4） 13294（6番人気）
馬連票数 計1188623 的中 �� 79310（6番人気）
馬単票数 計 564546 的中 �� 19955（10番人気）
ワイド票数 計 668376 的中 �� 41125（6番人気）�� 8006（26番人気）�� 6482（29番人気）
3連複票数 計1499600 的中 ��� 8103（41番人気）
3連単票数 計2626412 的中 ��� 3785（154番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．7―30．9―44．1―56．7―1：09．1―1：21．7―1：34．0―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロブレイブ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Wild Rush デビュー 2015．6．14 阪神7着

2013．4．30生 牡4鹿 母 スズノメガミ 母母 Sue’s Temper 26戦5勝 賞金 93，447，000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。



3008311月25日 晴 良 （29京都5）第7日 第11競走 ��
��2，000�第4回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時40分 （芝・右）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

ラジオNIKKEI杯（1着）
賞 品

本 賞 33，000，000円 13，000，000円 8，300，000円 5，000，000円 3，300，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．8

良
良

66 グ レ イ ル 牡2黒鹿55 武 豊 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 492－ 22：01．6 4．8�

22 タイムフライヤー 牡2鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 2 〃 アタマ 1．7�

（仏）

11 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 438－ 42：02．02� 18．1�
44 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 474－ 62：02．53 61．6�
77 シスターフラッグ 牝2黒鹿54 岩田 康誠小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 494－ 22：02．92� 41．8	
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± 0 〃 ハナ 268．0

33 マイハートビート 牡2鹿 55 幸 英明三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 450＋ 4 〃 ハナ 7．7�
88 スラッシュメタル 牡2鹿 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 434－ 62：03．22 6．0�
55 ラ ン リ ー ナ 牝2芦 54 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 456＋ 82：04．05 219．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 158，535，300円 複勝： 232，305，300円 枠連： 32，369，000円
馬連： 252，336，900円 馬単： 169，914，100円 ワイド： 135，628，600円
3連複： 323，654，000円 3連単： 944，492，700円 計： 2，249，235，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 130円 � 110円 � 190円 枠 連（2－6） 400円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 190円 �� 620円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 5，450円

票 数

単勝票数 計1585353 的中 � 272576（2番人気）
複勝票数 計2323053 的中 � 238744（2番人気）� 1432797（1番人気）� 122134（5番人気）
枠連票数 計 323690 的中 （2－6） 61956（1番人気）
馬連票数 計2523369 的中 �� 504118（1番人気）
馬単票数 計1699141 的中 �� 127169（4番人気）
ワイド票数 計1356286 的中 �� 218063（1番人気）�� 46657（10番人気）�� 102727（4番人気）
3連複票数 計3236540 的中 ��� 204086（5番人気）
3連単票数 計9444927 的中 ��� 125561（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．7―49．1―1：01．7―1：14．7―1：27．0―1：38．6―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グ レ イ ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2017．10．22 京都1着

2015．3．7生 牡2黒鹿 母 プラチナチャリス 母母 Silver Chalice 2戦2勝 賞金 40，329，000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。

3008411月25日 晴 良 （29京都5）第7日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時15分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

33 オブリゲーション 牡4鹿 57 A．シュタルケ�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 472＋141：34．7 17．0�
（独）

67 ソーグリッタリング 牡3鹿 56 H．ボウマン �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 486＋12 〃 クビ 8．1�
（豪）

812 ロ ラ イ マ �4鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 446＋ 21：34．8	 3．6�
710 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 444－ 41：35．12 5．0�
79 スズカメジャー 牡3鹿 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492＋ 4 〃 ハナ 3．8�
44 ディープウェーブ 牡7青鹿57 和田 竜二万波 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± 01：35．2	 16．9	
22 ブランドベルグ �5青鹿57 C．デムーロ 
グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 480± 01：35．52 7．4�

（仏）

56 アドマイヤリアル 牡4青鹿57 松山 弘平近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488－ 41：35．6	 8．7�
68 スターリーウインド 牝5黒鹿55 松若 風馬 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 484＋ 81：35．91
 213．9
55 ブライトボイス 牡5栗 57

55 △森 裕太朗宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 506－ 2 〃 クビ 112．7�
811 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± 01：36．0クビ 90．6�
11 サウンドアプローズ 牡5黒鹿57 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 486－ 81：36．53 144．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 85，413，100円 複勝： 106，303，600円 枠連： 38，042，900円
馬連： 187，003，000円 馬単： 81，360，100円 ワイド： 109，464，300円
3連複： 230，932，000円 3連単： 366，540，600円 計： 1，205，059，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 420円 � 290円 � 180円 枠 連（3－6） 6，370円

馬 連 �� 5，620円 馬 単 �� 12，510円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 1，020円 �� 650円

3 連 複 ��� 5，860円 3 連 単 ��� 52，540円

票 数

単勝票数 計 854131 的中 � 40001（8番人気）
複勝票数 計1063036 的中 � 56980（8番人気）� 89928（5番人気）� 188127（3番人気）
枠連票数 計 380429 的中 （3－6） 4625（20番人気）
馬連票数 計1870030 的中 �� 25768（25番人気）
馬単票数 計 813601 的中 �� 4877（49番人気）
ワイド票数 計1094643 的中 �� 16007（26番人気）�� 27463（16番人気）�� 44836（8番人気）
3連複票数 計2309320 的中 ��� 29508（26番人気）
3連単票数 計3665406 的中 ��� 5057（219番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―12．0―12．2―11．8―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―24．0―36．0―48．2―1：00．0―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オブリゲーション �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 カリズマティック デビュー 2015．12．6 中京4着

2013．4．19生 牡4鹿 母 カンシャノキモチ 母母 フラワーヒル 21戦4勝 賞金 54，716，000円
〔制裁〕 オブリゲーション号の騎手A．シュタルケは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。



（29京都5）第7日 11月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

239，270，000円
5，060，000円
21，540，000円
1，250，000円
27，400，000円
74，051，000円
4，781，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
662，400，000円
993，836，400円
256，760，900円
1，215，342，600円
656，821，100円
762，608，500円
1，628，102，200円
2，805，517，800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
計 8，981，389，500円

総入場人員 18，561名 （有料入場人員 17，219名）
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