
3102511月10日 晴 稍重 （30京都5）第3日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・右）

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

611 ダイシンクローバー 牡2黒鹿55 古川 吉洋大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 460＋ 21：25．8 2．9�
47 ダイメイコスモス 牡2栗 55 松山 弘平宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 482＋121：25．9� 22．8�
610 ヘ ル メ ッ ト 牝2栗 54 幸 英明�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 500－ 21：26．0クビ 11．4�
58 シンゼンマックス 牡2栗 55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 480± 0 〃 ハナ 10．6�
11 オースミヌーベル 牡2芦 55 藤岡 佑介�オースミ 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 448－ 21：26．21� 4．6	
59 ナムラシェパード 牡2鹿 55 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 466－ 41：26．41� 17．2

23 ミヤジハヤカゼ 牡2鹿 55 浜中 俊曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 496－ 41：26．5クビ 4．8�
712 アスタードラゴン 牡2栗 55 国分 恭介加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 452＋ 4 〃 クビ 56．3�
34 テーオーポシブル 牡2鹿 55 松若 風馬小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 21：26．6クビ 121．4
46 ニホンピロコレール 牡2黒鹿55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 476± 01：26．81� 276．8�
815 ラストクリーガー 牡2鹿 55 岩田 康誠辻 高史氏 庄野 靖志 新冠 村田牧場 B448＋ 21：27．54 76．7�
22 タガノカルーア 牝2黒鹿54 岡田 祥嗣八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 61：27．81� 189．4�
814 バトルアグレッシブ 牡2黒鹿55 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 486± 01：29．07 23．4�
35 トウケイダヴィンチ 牝2栗 54 藤懸 貴志木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか 坂本 智広 452－ 6 〃 クビ 311．5�
713 グ ラ ウ ク ス 牡2栗 55 C．デムーロ �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 01：32．1大差 16．4�
（仏）

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，821，500円 複勝： 41，649，300円 枠連： 11，574，600円
馬連： 49，565，900円 馬単： 22，997，100円 ワイド： 36，144，400円
3連複： 73，128，500円 3連単： 83，380，600円 計： 346，261，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 410円 � 240円 枠 連（4－6） 1，930円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 830円 �� 430円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 27，850円

票 数

単勝票数 計 278215 的中 � 77736（1番人気）
複勝票数 計 416493 的中 � 112091（1番人気）� 19282（8番人気）� 39738（4番人気）
枠連票数 計 115746 的中 （4－6） 4647（10番人気）
馬連票数 計 495659 的中 �� 12642（12番人気）
馬単票数 計 229971 的中 �� 3827（17番人気）
ワイド票数 計 361444 的中 �� 10980（7番人気）�� 23600（3番人気）�� 4550（25番人気）
3連複票数 計 731285 的中 ��� 9233（20番人気）
3連単票数 計 833806 的中 ��� 2170（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．1―47．7―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4F50．7―3F38．1
3 ・（10，3）5（6，8，7，11）（12，9）（13，14）（1，4）－2＝15 4 10（3，7，11）（6，8）（12，9）5（1，4，14）－（2，13）－15

勝馬の
紹 介

ダイシンクローバー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．7．29 札幌6着

2016．4．9生 牡2黒鹿 母 ヒシディーバ 母母 Hishi Natalie 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラウクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月10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。

3102611月10日 晴 稍重 （30京都5）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時30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
1：51．0
1：50．9

重
不良

89 ドゥエルメス 牝2黒鹿54 岩田 康誠大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 500± 01：54．0 2．0�
33 エールドール 牝2栗 54 和田 竜二長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 436－ 61：54．21� 7．7�
22 アルモニーセレスト 牝2鹿 54 M．デムーロ�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 平山牧場 442＋ 21：54．51� 4．8�
11 ララフォーナ 牝2栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 武 英智 洞�湖 レイクヴィラファーム 494＋ 81：55．24 14．4�
55 ブラックモリオン 牝2青鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：55．52 4．7	
44 ダイヤーズブルーム 牝2鹿 54 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム 474－ 21：55．6クビ 18．3

77 ノーブルアーレス 牝2鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 ノースガーデン 498＋ 61：56．45 260．2�
66 ビ ー ジ ー ナ 牝2鹿 54 水口 優也馬場 祥晃氏 牧田 和弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 81：56．61� 280．1�
88 スワローテイルジグ 牝2黒鹿54 荻野 琢真吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 450± 01：58．3大差 36．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 21，466，700円 複勝： 30，356，600円 枠連： 5，123，200円
馬連： 27，033，600円 馬単： 17，070，500円 ワイド： 17，930，100円
3連複： 34，685，300円 3連単： 72，315，900円 計： 225，981，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（3－8） 650円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 240円 �� 160円 �� 420円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 2，440円

票 数

単勝票数 計 214667 的中 � 87511（1番人気）
複勝票数 計 303566 的中 � 183400（1番人気）� 25421（3番人気）� 32369（2番人気）
枠連票数 計 51232 的中 （3－8） 6095（3番人気）
馬連票数 計 270336 的中 �� 32147（3番人気）
馬単票数 計 170705 的中 �� 13761（3番人気）
ワイド票数 計 179301 的中 �� 18197（3番人気）�� 35839（1番人気）�� 8674（7番人気）
3連複票数 計 346853 的中 ��� 41188（2番人気）
3連単票数 計 723159 的中 ��� 21438（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．7―49．3―1：02．2―1：15．0―1：27．8―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドゥエルメス �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2018．10．14 京都2着

2016．3．31生 牝2黒鹿 母 ベルモントエルメス 母母 ミスダンジグ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 京都競馬 第３日



3102711月10日 晴 稍重 （30京都5）第3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

33 プライドランド 牡2芦 55 J．モレイラ �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：22．2 2．4�
（伯刺）

44 グッドレイズ 牡2栗 55 松山 弘平杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 山岡牧場 480＋ 4 〃 クビ 6．6�
813 エクレアスピード 牡2鹿 55 武 豊李 柱坤氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 472＋121：22．3クビ 5．2�
69 ミッキースピリット 牡2鹿 55 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：22．51� 20．6�
68 ピンクブロッサム 牝2栗 54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484－ 21：22．92� 29．4�
711	 トップソリスト 牝2鹿 54 C．デムーロ	ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 460－ 61：23．0� 3．5

（仏）

812 ミ ラ ー グ ロ 牡2黒鹿55 幸 英明 	カナヤマホール
ディングス 千田 輝彦 浦河 谷口牧場 466± 01：23．31
 288．5�

710 ダノングリスター 牡2鹿 55 岩田 康誠	ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム 490－ 41：23．83 36．0�
57 サニーサインズ 牝2栗 54 小牧 太 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 畠山牧場 390－ 21：24．01� 300．4
45 ジャスタクイーン 牝2鹿 54 国分 恭介 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 462－ 41：24．63� 46．0�
22 クリノカリビアン 牝2鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 420－101：25．13 240．1�
56 ハ バ ネ ロ 牝2黒鹿54 和田 竜二�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 406－ 41：25．52� 124．1�
11 クリノアメリア 牡2鹿 55

53 △富田 暁栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 456－ 81：25．71� 382．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，326，800円 複勝： 40，398，100円 枠連： 10，417，500円
馬連： 46，521，100円 馬単： 26，272，200円 ワイド： 34，087，000円
3連複： 68，107，500円 3連単： 99，310，500円 計： 359，440，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 160円 枠 連（3－4） 710円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 280円 �� 280円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 4，940円

票 数

単勝票数 計 343268 的中 � 117526（1番人気）
複勝票数 計 403981 的中 � 107978（1番人気）� 68792（3番人気）� 52868（4番人気）
枠連票数 計 104175 的中 （3－4） 11364（3番人気）
馬連票数 計 465211 的中 �� 45851（3番人気）
馬単票数 計 262722 的中 �� 16240（4番人気）
ワイド票数 計 340870 的中 �� 32790（2番人気）�� 31820（3番人気）�� 16366（6番人気）
3連複票数 計 681075 的中 ��� 42728（3番人気）
3連単票数 計 993105 的中 ��� 14551（13番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―12．0―11．9―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―34．1―46．1―58．0―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プライドランド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2018．10．14 新潟2着

2016．1．31生 牡2芦 母 ザ ズ ー 母母 Rhumb Line 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ジャスタクイーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3102811月10日 晴 稍重 （30京都5）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時30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
1：45．6

良
良

11 ロードマイウェイ 牡2鹿 55 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 472± 01：48．5 7．0�
（仏）

22 メイショウテンゲン 牡2芦 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 460－ 61：48．6� 1．4�
55 ノ ー ワ ン 牝2鹿 54 武 豊藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 476＋ 21：49．02� 4．9�
66 ミトノマルーン 牡2黒鹿55 幸 英明ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 482－ 41：49．42� 6．2�
33 アドマイヤコメット 牝2黒鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 450± 01：50．35 47．1�
44 ボルンカズマ 牡2栗 55 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 482＋ 21：50．72 70．3	

（6頭）

売 得 金
単勝： 32，505，500円 複勝： 34，967，700円 枠連： 発売なし
馬連： 30，633，300円 馬単： 28，331，200円 ワイド： 17，143，000円
3連複： 28，252，000円 3連単： 125，545，200円 計： 297，377，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 150円 �� 240円 �� 130円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 325055 的中 � 38929（4番人気）
複勝票数 計 349677 的中 � 28823（4番人気）� 234354（1番人気）
馬連票数 計 306333 的中 �� 57564（3番人気）
馬単票数 計 283312 的中 �� 15885（6番人気）
ワイド票数 計 171430 的中 �� 28029（3番人気）�� 13589（5番人気）�� 41892（1番人気）
3連複票数 計 282520 的中 ��� 55899（2番人気）
3連単票数 計1255452 的中 ��� 29367（11番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．8―12．2―12．5―12．2―12．0―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．1―48．3―1：00．8―1：13．0―1：25．0―1：36．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードマイウェイ 

�
父 ジャスタウェイ 


�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．10．14 新潟4着

2016．3．4生 牡2鹿 母 フ ェ リ ス 母母 レディミューズ 2戦1勝 賞金 6，100，000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。



3102911月10日 晴 稍重 （30京都5）第3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

79 ヴァルディゼール 牡2鹿 55 北村 友一�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 444 ―1：36．4 2．5�
810 マ レ シ ャ ル 牡2栗 55 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 猿橋 義昭 490 ―1：36．93 164．7�
811� マレキアーレ 牝2鹿 54 J．モレイラ吉田 和美氏 池添 学 米 Dixiana

Farms LLC 484 ―1：37．11� 4．8�
（伯刺）

55 ピ ノ ク ル 牡2黒鹿55 C．デムーロ 金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482 ―1：37．2クビ 3．9�

（仏）

11 コ パ カ テ ィ 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 466 ―1：37．41	 11．4	
67 ヨドノオーシャン 牡2鹿 55 松山 弘平海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 416 ―1：37．61	 40．2

33 カトルジュール 牡2芦 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 452 ―1：38．23� 111．0�
44 メイショウテンダン 牡2青鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 454 ―1：38．41	 15．8�
22 � カーンテソーロ 牡2栗 55 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス� 竹内 正洋 仏
Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

486 ― 〃 クビ 42．7
66 ウォーターバベル 牡2鹿 55 武 豊山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 460 ―1：38．61� 26．4�
78 ハクユウレインボー 牡2鹿 55 和田 竜二 �H.Iコーポレーション 飯田 雄三 新ひだか 矢野牧場 498 ―1：38．7クビ 13．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，010，800円 複勝： 40，041，800円 枠連： 9，926，500円
馬連： 49，774，800円 馬単： 27，187，200円 ワイド： 31，886，000円
3連複： 61，213，600円 3連単： 88，223，800円 計： 344，264，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 1，720円 � 170円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 16，390円 馬 単 �� 21，190円

ワ イ ド �� 7，290円 �� 310円 �� 8，230円

3 連 複 ��� 23，710円 3 連 単 ��� 148，060円

票 数

単勝票数 計 360108 的中 � 119927（1番人気）
複勝票数 計 400418 的中 � 118089（1番人気）� 3529（11番人気）� 61155（3番人気）
枠連票数 計 99265 的中 （7－8） 14778（2番人気）
馬連票数 計 497748 的中 �� 2353（34番人気）
馬単票数 計 271872 的中 �� 962（52番人気）
ワイド票数 計 318860 的中 �� 1024（40番人気）�� 30988（2番人気）�� 905（41番人気）
3連複票数 計 612136 的中 ��� 1936（62番人気）
3連単票数 計 882238 的中 ��� 432（351番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァルディゼール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ 初出走

2016．4．1生 牡2鹿 母 フ ァ ー ゴ 母母 マチカネササメユキ 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。

3103011月10日 晴 稍重 （30京都5）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：51．0
1：50．9

重
不良

46 カフジストーム 牡2鹿 55 高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 478 ―1：54．1 28．1�
59 シャイニーロック 牡2鹿 55

53 △富田 暁小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 500 ― 〃 アタマ 88．5�

713 クリエイトザライフ 牡2栗 55 岩田 康誠飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 484 ―1：54．84 12．2�
22 � ウインプラウド 牡2栗 55 J．モレイラ�ウイン 西園 正都 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

486 ―1：55．12 2．3�
（伯刺）

11 レッドスプリンガー 牡2黒鹿55 北村 友一 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 552 ―1：55．2クビ 4．1�
47 オ ー マ オ 牡2栗 55 和田 竜二吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444 ―1：55．51� 87．1	
23 タガノアヴァンス 牡2芦 55 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 508 ―1：56．03 194．1

35 セブンズゴールド 牡2栗 55 松山 弘平前迫 義幸氏 村山 明 むかわ 上水牧場 448 ―1：56．31� 99．2�
34 サンライズアキレス 牡2芦 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 494 ― 〃 アタマ 10．8�
815 テイエムカイリキ 牡2黒鹿55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 西村 和夫 458 ―1：56．61� 12．6
712 ラテントパワーズ 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 新ひだか 前谷 武志 510 ―1：58．08 36．9�
814 ジャコエマリックン 牡2栗 55 藤岡 康太晴間 芳次氏 高橋 義忠 新ひだか 前川 ミツ 460 ― 〃 アタマ 208．8�
611� ゼ ル ク 牡2鹿 55 武 豊前田 晋二氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 492 ―1：58．1� 8．0�
58 メイショウセンテ 牝2栗 54 幸 英明松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 438 ―1：58．84 153．2�
610 ラストリンクス 牡2栗 55 川田 将雅池袋レーシング 吉田 直弘 新冠 ムラカミファーム 496 ―2：01．5大差 26．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，342，800円 複勝： 36，267，200円 枠連： 12，979，000円
馬連： 47，679，000円 馬単： 22，711，200円 ワイド： 34，004，900円
3連複： 65，432，600円 3連単： 75，607，900円 計： 326，024，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，810円 複 勝 � 610円 � 1，520円 � 320円 枠 連（4－5） 15，010円

馬 連 �� 29，870円 馬 単 �� 43，560円

ワ イ ド �� 7，690円 �� 2，450円 �� 6，510円

3 連 複 ��� 91，040円 3 連 単 ��� 553，690円

票 数

単勝票数 計 313428 的中 � 9461（8番人気）
複勝票数 計 362672 的中 � 15490（8番人気）� 5676（11番人気）� 33445（6番人気）
枠連票数 計 129790 的中 （4－5） 670（30番人気）
馬連票数 計 476790 的中 �� 1237（58番人気）
馬単票数 計 227112 的中 �� 391（93番人気）
ワイド票数 計 340049 的中 �� 1133（56番人気）�� 3634（27番人気）�� 1341（51番人気）
3連複票数 計 654326 的中 ��� 539（170番人気）
3連単票数 計 756079 的中 ��� 99（962番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．4―13．0―13．3―12．9―12．2―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．0―51．0―1：04．3―1：17．2―1：29．4―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F36．9
1
3
・（6，9）（8，15，14）13，12，7（3，2）－（1，4）（5，11）－10・（6，9）15（8，13，14）（12，7，2）（1，4）（3，5）＝11＝10

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

勝馬の
紹 介

カフジストーム �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

2016．5．13生 牡2鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラストリンクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月10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。



3103111月10日 晴 良 （30京都5）第3日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分（番組第12競走を順序変更） （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

55 アイスバブル 牡3芦 55 J．モレイラ金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448± 02：14．5 4．0�

（伯刺）

88 ジャーミネイト 牡4鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 62：14．6� 61．9�

11 スーパーフェザー 牡3鹿 55 M．デムーロ�KTレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 62：14．92 1．6�
22 ベイビーステップ 牡4鹿 57 岩田 康誠大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 494＋ 22：15．0クビ 74．0�
77 レイエスプランドル 牡3鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 518＋122：15．21	 11．9	
66 パリンジェネシス 牡4黒鹿57 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 洞
湖 レイクヴィラファーム 516＋ 22：15．3� 4．4

44 グラットシエル 牡4黒鹿57 C．デムーロ �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 512＋ 4 〃 ハナ 20．6�

（仏）

33 アグネスリバティ 牡5黒鹿57 高倉 稜渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 490＋ 22：15．51� 94．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 41，449，200円 複勝： 80，713，200円 枠連： 発売なし
馬連： 51，676，600円 馬単： 35，185，300円 ワイド： 29，923，000円
3連複： 54，846，600円 3連単： 171，641，000円 計： 465，434，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 120円 � 510円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 10，970円 馬 単 �� 16，450円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 150円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 41，590円

票 数

単勝票数 計 414492 的中 � 81391（2番人気）
複勝票数 計 807132 的中 � 81338（2番人気）� 8592（6番人気）� 578380（1番人気）
馬連票数 計 516766 的中 �� 3650（16番人気）
馬単票数 計 351853 的中 �� 1604（26番人気）
ワイド票数 計 299230 的中 �� 3286（14番人気）�� 76142（1番人気）�� 5684（11番人気）
3連複票数 計 548466 的中 ��� 13804（8番人気）
3連単票数 計1716410 的中 ��� 2992（83番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．2―12．6―12．8―12．1―12．3―11．9―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．1―37．3―49．9―1：02．7―1：14．8―1：27．1―1：39．0―1：50．7―2：02．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイスバブル 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．10 中京2着

2015．4．8生 牡3芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 9戦3勝 賞金 37，166，000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。

3103211月10日 晴 良 （30京都5）第3日 第8競走 ��3，170�第20回京都ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・内外）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード3：30．4良

33 タマモプラネット 牡8芦 60 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 488＋103：33．5 3．1�
22 ミヤジタイガ 牡8鹿 60 高田 潤曽我 司氏 武 幸四郎 日高 白井牧場 508± 03：34．03 4．0�
44 � マイネルプロンプト �6黒鹿60 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 492＋103：34．74 2．7�
88 エ ル ゼ ロ 牡5鹿 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 B494－10 〃 クビ 22．5�
11 ゼンノトライブ 牡5黒鹿60 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 454＋103：35．12� 13．2�
77 タマモワカサマ 牡6鹿 60 平沢 健治タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 502＋143：39．2大差 6．6	
55 ツジスーパーサクラ 牝6芦 58 金子 光希辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 484± 03：40．810 44．9

66 トーセンメリッサ 牝6青 58 大江原 圭島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 482＋ 83：41．43� 98．6�
89 キズナエンドレス 牝7鹿 58 五十嵐雄祐関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 474－143：43．4大差 39．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，422，400円 複勝： 25，630，600円 枠連： 11，005，100円
馬連： 51，470，200円 馬単： 29，407，800円 ワイド： 32，872，800円
3連複： 76，898，700円 3連単： 153，784，000円 計： 408，491，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（2－3） 600円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 240円 �� 160円 �� 200円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 2，360円

票 数

単勝票数 計 274224 的中 � 69696（2番人気）
複勝票数 計 256306 的中 � 53596（3番人気）� 54857（2番人気）� 63087（1番人気）
枠連票数 計 110051 的中 （2－3） 14027（3番人気）
馬連票数 計 514702 的中 �� 65291（3番人気）
馬単票数 計 294078 的中 �� 19634（5番人気）
ワイド票数 計 328728 的中 �� 31539（3番人気）�� 56016（1番人気）�� 41383（2番人気）
3連複票数 計 768987 的中 ��� 133201（1番人気）
3連単票数 計1537840 的中 ��� 47186（4番人気）
上り 1マイル 1：49．3 4F 54．8－3F 41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
3＝4－1－2－8，5，7＝9＝6
3＝2（8，4）－1＝7－5＝9＝6

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

勝馬の
紹 介

タマモプラネット �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．12．1 阪神1着

2010．4．22生 牡8芦 母 チャームスター 母母 ハッピースター 障害：19戦5勝 賞金 132，234，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



3103311月10日 晴 良 （30京都5）第3日 第9競走 ��
��1，600�

た か ら が い け

宝 ケ 池 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

22 メイショウオワラ 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 468＋121：35．0 6．0�
55 メイショウオーパス 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 494± 0 〃 アタマ 28．9�
11 ラ セ ッ ト 牡3鹿 56 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 478＋ 41：35．31� 4．4�
44 トゥザクラウン 牡4鹿 57 J．モレイラ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 534＋141：35．4	 2．6�

（伯刺）

66 クリアザトラック 牡4鹿 57 C．デムーロ 金子真人ホール
ディングス� 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：35．61
 3．2	

（仏）

89 バ ル ベ ー ラ 牝4青鹿55 国分 優作 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 430＋ 41：35．81	 53．2


33 ネームユアポイズン �4鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：35．9� 10．8�
88 アドマイヤスカイ 牡6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 452－ 41：36．0	 53．9�
77 プレシャスルージュ �6黒鹿57 北村 友一 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：36．32 79．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 44，780，200円 複勝： 44，353，900円 枠連： 13，053，100円
馬連： 79，975，000円 馬単： 43，158，000円 ワイド： 44，753，600円
3連複： 94，602，600円 3連単： 185，535，300円 計： 550，211，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 450円 � 170円 枠 連（2－5） 4，130円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 420円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 5，510円 3 連 単 ��� 41，810円

票 数

単勝票数 計 447802 的中 � 59304（4番人気）
複勝票数 計 443539 的中 � 61666（4番人気）� 20042（6番人気）� 82481（3番人気）
枠連票数 計 130531 的中 （2－5） 2447（16番人気）
馬連票数 計 799750 的中 �� 13866（14番人気）
馬単票数 計 431580 的中 �� 4142（24番人気）
ワイド票数 計 447536 的中 �� 9621（13番人気）�� 30121（5番人気）�� 7781（15番人気）
3連複票数 計 946026 的中 ��� 12854（19番人気）
3連単票数 計1855353 的中 ��� 3217（115番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．9―12．5―12．4―12．1―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．6―48．1―1：00．5―1：12．6―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオワラ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．9．24 阪神9着

2014．2．12生 牝4鹿 母 メイショウヤワラ 母母 メイショウサンサン 13戦4勝 賞金 49，808，000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。

3103411月10日 晴 稍重 （30京都5）第3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10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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

66 イ ン テ ィ 牡4栗 57 武 豊武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 516－ 41：49．4 1．1�
89 テルペリオン 牡4栗 57 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 524＋ 81：50．25 10．4�
88 ドラゴンカップ 牡5鹿 57 和田 竜二窪田 芳郎氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム B454－ 21：50．41� 49．4�
33 リアンヴェリテ 牡4鹿 57 松山 弘平加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 4 〃 クビ 28．3�
11 ジュンスパーヒカル 	6鹿 57 岩田 康誠河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470± 01：50．93 61．9�
44 ヴ ァ ロ ー ア 牝6鹿 55 C．デムーロ 	ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 474＋ 41：51．21
 13．2


（仏）

77 コウエイワンマン 牡7黒鹿57 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 544＋ 61：51．41� 207．5�
22 コンセギール 牡6黒鹿57 幸 英明前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋ 8 〃 ハナ 245．9�
55 クリノリトミシュル 牝5鹿 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 512＋121：52．03� 30．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 79，799，500円 複勝： 157，550，600円 枠連： 17，263，600円
馬連： 83，067，100円 馬単： 70，111，700円 ワイド： 53，249，200円
3連複： 103，680，900円 3連単： 337，944，000円 計： 902，666，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 120円 � 200円 枠 連（6－8） 190円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 160円 �� 400円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 1，890円

票 数

単勝票数 計 797995 的中 � 616450（1番人気）
複勝票数 計1575506 的中 � 1287047（1番人気）� 89438（2番人気）� 35269（5番人気）
枠連票数 計 172636 的中 （6－8） 69525（1番人気）
馬連票数 計 830671 的中 �� 241345（1番人気）
馬単票数 計 701117 的中 �� 182290（1番人気）
ワイド票数 計 532492 的中 �� 109370（1番人気）�� 29682（5番人気）�� 13122（11番人気）
3連複票数 計1036809 的中 ��� 70779（4番人気）
3連単票数 計3379440 的中 ��� 129536（5番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．6―12．4―12．4―12．3―11．9―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．3―48．7―1：01．1―1：13．4―1：25．3―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3
・（3，6）（8，9）－（2，4）－（1，5）－7・（3，6）（8，9）（4，5）2－1，7

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

勝馬の
紹 介

イ ン テ ィ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Northern Afleet デビュー 2017．4．8 阪神9着

2014．4．8生 牡4栗 母 キ テ ィ 母母 フォレストキティ 6戦5勝 賞金 48，896，000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。



3103511月10日 晴 良 （30京都5）第3日 第11競走 ��
��1，600�第53回デイリー杯2歳ステークス（ＧⅡ）

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

デイリースポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．2
1：32．3

良
良

33 アドマイヤマーズ 牡2栗 55 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋121：35．4 1．8�
77 メイショウショウブ 牝2栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482＋ 41：35．5� 33．1�
89 ハッピーアワー 牡2鹿 55 秋山真一郎髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 440－ 21：35．92� 16．4�
88 ダノンジャスティス 牡2鹿 55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：36．21� 3．9�
44 ドナウデルタ 牝2鹿 54 J．モレイラ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 ハナ 5．4	

（伯刺）

11 ヤマニンマヒア 牡2黒鹿55 武 豊土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 440－ 2 〃 アタマ 14．9

66 スズカカナロア 牡2鹿 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 476＋161：36．73 81．6�
55 マイネルフラップ 牡2黒鹿55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 2 〃 ハナ 184．2�
22 アズマヘリテージ 牝2栗 54 C．デムーロ 東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 456－ 41：38．08 83．9

（仏）

（9頭）

売 得 金
単勝： 160，484，400円 複勝： 257，021，000円 枠連： 34，160，400円
馬連： 267，469，900円 馬単： 165，712，400円 ワイド： 141，510，900円
3連複： 355，983，200円 3連単： 915，669，400円 計： 2，298，011，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 290円 � 230円 枠 連（3－7） 2，360円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 730円 �� 410円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 15，040円

票 数

単勝票数 計1604844 的中 � 754180（1番人気）
複勝票数 計2570210 的中 � 1693537（1番人気）� 82345（6番人気）� 116595（4番人気）
枠連票数 計 341604 的中 （3－7） 11191（6番人気）
馬連票数 計2674699 的中 �� 99587（6番人気）
馬単票数 計1657124 的中 �� 42467（9番人気）
ワイド票数 計1415109 的中 �� 49558（9番人気）�� 95533（5番人気）�� 17955（16番人気）
3連複票数 計3559832 的中 ��� 67332（14番人気）
3連単票数 計9156694 的中 ��� 44111（45番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．4―12．7―12．0―11．6―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．4―36．8―49．5―1：01．5―1：13．1―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．9
3 ・（3，7）（2，8）6（5，4，1）9 4 ・（3，7）－（2，6，8）（5，1）（4，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤマーズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Medicean デビュー 2018．6．30 中京1着

2016．3．16生 牡2栗 母 ヴィアメディチ 母母 Via Milano 3戦3勝 賞金 61，483，000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。

3103611月10日 晴 稍重 （30京都5）第3日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分（番組第7競走を順序変更） （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 スペシャルホース 牡4黒鹿57 M．デムーロ田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 522± 01：11．6 4．3�
34 アストロノーティカ 牡4鹿 57 浜中 俊ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 0 〃 アタマ 18．0�
35 ダブルスプリット 牡4栗 57 藤岡 康太�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B490± 0 〃 クビ 27．4�
58 � ダノンコスモス 牝4栗 55 川田 将雅�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 456－121：11．81 12．1�
814 タガノプレトリア 牡3鹿 56 J．モレイラ八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 4 〃 クビ 4．1�
（伯刺）

59 メイショウトキン 	5黒鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 478± 0 〃 ハナ 29．9	
611 ダノンメモリー 	5鹿 57 幸 英明�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 532＋ 4 〃 アタマ 8．3

712 カズマペッピーノ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 494± 0 〃 ハナ 10．2�
23 ノボリレーヴ 牝3鹿 54 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 450－ 21：11．9
 31．4�
815 ウインヒストリオン 牡3鹿 56 松山 弘平�ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 468＋201：12．32
 14．7
22 � ポーラーブレイズ 牡4鹿 57 松若 風馬�ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 430＋ 41：12．4クビ 168．7�
610 メイショウギガース 牡4青鹿57 C．デムーロ 松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 476＋ 21：13．03
 4．5�

（仏）

46 � テイエムマンカイ 牡5黒鹿57 高田 潤竹園 正繼氏 武 幸四郎 新冠 カミイスタット 548－ 81：13．21
 271．6�
713 コ ラ ー ド 牡3芦 56 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 488－ 41：13．41� 58．6�
47 カゼノカムイ 	5鹿 57

55 △森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 458± 01：13．82 323．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 69，787，300円 複勝： 95，685，500円 枠連： 41，398，200円
馬連： 157，785，900円 馬単： 64，466，800円 ワイド： 109，307，300円
3連複： 233，614，100円 3連単： 290，289，200円 計： 1，062，334，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 510円 � 510円 枠 連（1－3） 2，490円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 6，630円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 1，820円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 21，860円 3 連 単 ��� 87，690円

票 数

単勝票数 計 697873 的中 � 129145（2番人気）
複勝票数 計 956855 的中 � 151867（2番人気）� 44332（8番人気）� 44067（9番人気）
枠連票数 計 413982 的中 （1－3） 12867（12番人気）
馬連票数 計1577859 的中 �� 29031（17番人気）
馬単票数 計 644668 的中 �� 7286（27番人気）
ワイド票数 計1093073 的中 �� 19101（18番人気）�� 15511（23番人気）�� 8537（42番人気）
3連複票数 計2336141 的中 ��� 8014（85番人気）
3連単票数 計2902892 的中 ��� 2400（314番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―11．8―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．9―46．7―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペシャルホース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．1．7 京都1着

2014．4．14生 牡4黒鹿 母 マリーンウィナー 母母 ドバイソプラノ 13戦3勝 賞金 29，300，000円
〔騎手変更〕 テイエムマンカイ号の騎手小林徹弥は，負傷のため高田潤に変更。
※出走取消馬 クリノケンリュウ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕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 テンモース号
※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。



（30京都5）第3日 11月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 128頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

290，020，000円
7，600，000円
23，070，000円
1，490，000円
33，330，000円
53，431，000円
4，274，800円
1，228，800円

勝馬投票券売得金
607，197，100円
884，635，500円
166，901，200円
942，652，400円
552，611，400円
582，812，200円
1，250，445，600円
2，599，246，800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 7，586，502，200円

総入場人員 18，296名 （有料入場人員 16，926名）
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