
3107311月24日 晴 良 （30京都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

47 キョウワドリヴン 牡2栗 55 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 492＋ 41：25．7 2．1�
713 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± 01：26．76 4．4�
612 コ ル テ 牡2鹿 55 松山 弘平桐谷 茂氏 村山 明 浦河 加藤 重治 520± 01：27．02 95．5�
59 ケイティグレース 牝2栗 54 古川 吉洋瀧本 和義氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 432± 01：27．2� 24．8�
23 タイセイレオーネ 牡2栗 55 太宰 啓介田中 成奉氏 松下 武士 浦河 川越ファーム 468＋ 2 〃 クビ 78．4�
815 サンライズハイアー 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 486＋ 4 〃 ハナ 9．3	
35 デンコウミシオン 牝2黒鹿54 松若 風馬田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 430± 01：27．3クビ 26．3

510 クリノイカズチオー 牡2青鹿 55

52 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 日西牧場 432＋ 2 〃 ハナ 147．4�
36 タイセイミストラル 牡2鹿 55 川田 将雅田中 成奉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 510＋101：27．4� 5．2�
714 サウスブランコ 牝2栗 54 藤懸 貴志南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 462＋ 21：28．03� 260．8
11 ジョーダンケルク 牡2芦 55

53 △富田 暁上田江吏子氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 528－ 21：28．1クビ 262．1�
816 スマートマウアー 牡2鹿 55 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 静内山田牧場 500－10 〃 クビ 14．2�
12 エスペランサボス 牡2栗 55 酒井 学江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 バンブー牧場 488＋ 61：28．2� 309．9�
24 サ ル ー ス 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太鈴木 照雄氏 加用 正 新冠 松浦牧場 432＋ 41：28．3クビ 129．3�
48 ブルベアローザ 牝2栗 54 �島 良太 �ブルアンドベア 飯田 祐史 浦河 三好牧場 434＋ 81：28．62 220．5�
611 ハ バ ネ ロ 牝2黒鹿54 長岡 禎仁�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 408＋ 21：29．02� 294．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，416，000円 複勝： 47，592，500円 枠連： 13，494，900円
馬連： 54，263，300円 馬単： 29，726，000円 ワイド： 41，113，600円
3連複： 83，501，700円 3連単： 102，881，000円 計： 402，989，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 980円 枠 連（4－7） 380円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 210円 �� 2，180円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 17，120円

票 数

単勝票数 計 304160 的中 � 118159（1番人気）
複勝票数 計 475925 的中 � 194164（1番人気）� 83224（2番人気）� 5703（9番人気）
枠連票数 計 134949 的中 （4－7） 27133（1番人気）
馬連票数 計 542633 的中 �� 106575（1番人気）
馬単票数 計 297260 的中 �� 32167（1番人気）
ワイド票数 計 411136 的中 �� 65780（1番人気）�� 4143（20番人気）�� 3400（25番人気）
3連複票数 計 835017 的中 ��� 10755（17番人気）
3連単票数 計1028810 的中 ��� 4355（53番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．5―12．6―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．0―47．5―1：00．1―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワドリヴン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アルカセット デビュー 2018．10．20 京都2着

2016．4．10生 牡2栗 母 キョウワフェアリー 母母 クィーンヘイロー 3戦1勝 賞金 9，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 パゴダ号

3107411月24日 晴 良 （30京都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

714 コ ン カ ラ ー 牡2鹿 55 松山 弘平江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472－ 21：54．9 33．0�
35 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 450＋ 21：55．43 71．8�
11 ポップフランセ 牡2栗 55 福永 祐一吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 456＋ 41：55．61� 24．1�
611� 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

480－ 61：55．81� 3．0�
（伯刺）

815 ニホンピロハビアー 牡2黒鹿55 C．デムーロ 小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 496－ 8 〃 ハナ 3．1�
（仏）

612 サンレイファイト 牡2栗 55 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 454＋ 2 〃 クビ 42．0	
47 リ ヴ ィ エ ラ 牡2鹿 55 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 514＋ 4 〃 アタマ 15．4

59 レッドエンヴィー 牡2鹿 55 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：56．11	 14．4�
23 ヴェイパライズ 牡2黒鹿55 
島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 日高 川端 正博 454－ 21：56．52� 521．3�
36 スマートローガン 牡2栗 55 小崎 綾也大川 徹氏 村山 明 浦河 山口 義彦 502＋ 81：56．82 397．8
24 メイショウテッペキ 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤沢牧場 518－ 61：57．11� 34．7�
713 タイセイスキャット 牡2鹿 55 川田 将雅田中 成奉氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 448＋ 21：57．31� 4．3�
48 タ ゴ ム 牡2黒鹿 55

54 ☆川又 賢治杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 B504＋ 4 〃 クビ 47．9�
12 ジ ン 牡2黒鹿55 国分 優作田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 笹島 政信 450－ 81：57．4� 111．6�
510 メイショウイフウ 牡2黒鹿 55

52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 512＋ 21：58．03� 159．3�
816 ボ ン ベ ー ル 牡2鹿 55 川島 信二木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 460± 01：58．85 74．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，322，100円 複勝： 53，404，700円 枠連： 14，123，000円
馬連： 66，862，900円 馬単： 32，479，800円 ワイド： 51，467，400円
3連複： 101，744，700円 3連単： 120，567，800円 計： 479，972，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，300円 複 勝 � 1，100円 � 1，720円 � 530円 枠 連（3－7） 9，660円

馬 連 �� 77，800円 馬 単 �� 190，310円

ワ イ ド �� 15，090円 �� 7，990円 �� 10，390円

3 連 複 ��� 292，360円 3 連 単 ��� 3，496，460円

票 数

単勝票数 計 393221 的中 � 10091（7番人気）
複勝票数 計 534047 的中 � 12570（9番人気）� 7858（11番人気）� 28262（6番人気）
枠連票数 計 141230 的中 （3－7） 1132（24番人気）
馬連票数 計 668629 的中 �� 666（74番人気）
馬単票数 計 324798 的中 �� 128（158番人気）
ワイド票数 計 514674 的中 �� 879（72番人気）�� 1667（51番人気）�� 1279（62番人気）
3連複票数 計1017447 的中 ��� 261（269番人気）
3連単票数 計1205678 的中 ��� 25（2008番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．9―50．8―1：04．6―1：17．0―1：29．7―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

コ ン カ ラ ー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 カリスタグローリ デビュー 2018．11．4 京都7着

2016．3．27生 牡2鹿 母 サチノスイーティー 母母 ペルファヴォーレ 2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。

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



3107511月24日 晴 良 （30京都5）第7日 第3競走 ��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

56 ロードグラディオ 牡2黒鹿55 M．デムーロ �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 478－ 41：35．3 2．7�
44 スギノヴォルケーノ 牡2鹿 55 武 豊杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 494＋ 21：35．4� 4．4�
33 シトラスノート 牝2鹿 54 C．デムーロ 吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456－ 41：35．72 6．3�

（仏）

710 トウカイオラージュ 牡2栗 55 古川 吉洋内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 464＋ 61：35．8� 14．0�
79 アルディテッツァ 牡2鹿 55 J．モレイラ�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 2 〃 アタマ 5．8�
（伯刺）

812 ブランシェット 牝2黒鹿54 川田 将雅�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420－ 6 〃 クビ 13．4	

55 アールグランツ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介前原 敏行氏 藤岡 健一 登別 ユートピア牧場 468＋101：35．9� 14．7

22 タイセイドレッサー 牡2栗 55 藤岡 康太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 474± 01：36．32� 172．4�
811 ヨドノオーシャン 牡2鹿 55 池添 謙一海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 418＋ 21：36．51� 97．8�
11 ゴールドメジャー 牡2栗 55 浜中 俊キャピタルクラブ 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 456＋ 41：36．92� 129．8
68 エイシンポジション 牝2鹿 54 松山 弘平�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 428－ 61：37．11 25．9�

（11頭）
67 スキッピングロック 牡2鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 458－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 38，804，500円 複勝： 59，777，500円 枠連： 12，942，100円
馬連： 54，007，900円 馬単： 25，976，200円 ワイド： 41，041，500円
3連複： 63，274，800円 3連単： 80，375，700円 計： 376，200，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 160円 枠 連（4－5） 720円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 230円 �� 310円 �� 390円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 3，280円

票 数

単勝票数 差引計 388045（返還計 30714） 的中 � 118020（1番人気）
複勝票数 差引計 597775（返還計 50977） 的中 � 161028（1番人気）� 116281（2番人気）� 77540（3番人気）
枠連票数 差引計 129421（返還計 1341） 的中 （4－5） 13807（2番人気）
馬連票数 差引計 540079（返還計125798） 的中 �� 76128（1番人気）
馬単票数 差引計 259762（返還計 62644） 的中 �� 19915（1番人気）
ワイド票数 差引計 410415（返還計 98532） 的中 �� 50842（1番人気）�� 33348（2番人気）�� 24703（4番人気）
3連複票数 差引計 632748（返還計289311） 的中 ��� 49906（1番人気）
3連単票数 差引計 803757（返還計371313） 的中 ��� 17716（1番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．0―12．5―12．3―11．8―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．6―48．1―1：00．4―1：12．2―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．9
3 4，6（1，12）3（5，11）（9，8）10－2 4 4，6（1，12）（3，11）5（9，8）10，2

勝馬の
紹 介

ロードグラディオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．28 京都2着

2016．2．10生 牡2黒鹿 母 シンメイフジ 母母 レディミューズ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走除外〕 スキッピングロック号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔キ甲部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スキッピングロック号は，平成30年11月25日から平成30年12月24日まで出走停止。停止期間の

満了後に発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3107611月24日 晴 良 （30京都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
1：45．6

良
良

66 サトノルークス 牡2鹿 55 J．モレイラ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋101：48．4 1．3�
（伯刺）

55 ト ロ ハ 牝2黒鹿54 松山 弘平橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 470＋ 41：49．03� 22．6�
33 モ ン オ ー ル 牝2栗 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 426＋12 〃 ハナ 7．8�
88 シ フ ル マ ン 牡2芦 55 藤岡 佑介�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 502－ 2 〃 クビ 11．6�
77 ブラックハーデス 牡2青 55 浜中 俊 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 444＋ 41：49．1	 101．0�

44 ガ ラ チ コ 牡2黒鹿55 C．デムーロ 吉田 和美氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：49．2クビ 5．3	
（仏）

11 ヴィオラピューロ 牝2栗 54 松若 風馬西岡 透氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 466＋ 41：51．3大差 196．0

22 イッツマイウェイ 牡2鹿 55 川田 将雅�フクキタル 西園 正都 新冠 パカパカ

ファーム 466＋ 21：51．72� 21．6�
（8頭）

売 得 金
単勝： 43，089，400円 複勝： 129，681，800円 枠連： 発売なし
馬連： 49，298，400円 馬単： 38，596，000円 ワイド： 35，992，700円
3連複： 55，903，100円 3連単： 175，883，600円 計： 528，445，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 220円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 310円 �� 200円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 4，680円

票 数

単勝票数 計 430894 的中 � 246684（1番人気）
複勝票数 計1296818 的中 � 1028661（1番人気）� 33251（5番人気）� 58402（3番人気）
馬連票数 計 492984 的中 �� 36460（5番人気）
馬単票数 計 385960 的中 �� 24681（6番人気）
ワイド票数 計 359927 的中 �� 28865（4番人気）�� 53719（2番人気）�� 7474（14番人気）
3連複票数 計 559031 的中 ��� 25734（7番人気）
3連単票数 計1758836 的中 ��� 27230（17番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．2―12．5―12．5―12．0―11．5―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．2―37．4―49．9―1：02．4―1：14．4―1：25．9―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．0
3 ・（5，6）7，3（2，4）－（1，8） 4 ・（5，6）7（3，4）8，2－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノルークス �

父 ディープインパクト �


母父 Sadler’s Wells デビュー 2018．9．29 阪神2着

2016．3．11生 牡2鹿 母 リ ッ ス ン 母母 Brigid 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。



3107711月24日 晴 良 （30京都5）第7日 第5競走 ��1，400�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
1：20．5
1：20．3

良
良

816 ラフェリシテ 牝2鹿 54 J．モレイラ �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428 ―1：21．9 5．1�
（伯刺）

59 タ ナ ロ ア 牡2鹿 55 川田 将雅名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 438 ―1：22．21� 4．6�
714 マイエンフェルト 牝2鹿 54 C．デムーロ �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 448 ―1：22．51� 4．1�

（仏）

48 カズブランパン 牡2鹿 55 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 日高 白井牧場 474 ―1：22．81� 7．4�
35 ファイトフォーラヴ 牡2鹿 55 武 豊金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 466 ―1：22．9� 24．5	
12 ゼ ッ ト レ オ 牡2栗 55 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 444 ―1：23．0� 41．3

24 ライクトゥシャイン 牡2栗 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 452 ― 〃 クビ 21．3�
11 リフタスフェルト 牝2鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―1：23．1クビ 7．6�
510 オースミカテドラル 牡2鹿 55 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 470 ―1：23．41� 22．4
36 イ チ ザ ベ ガ 牝2栗 54 松若 風馬奈良﨑孝一郎氏 西橋 豊治 平取 協栄組合 430 ―1：23．5� 217．9�
815 ビ ケ ッ ト 牝2鹿 54

52 △富田 暁小林竜太郎氏 高柳 大輔 新冠 須崎牧場 430 ―1：23．71 247．7�
611 ブルーエクセル 牝2黒鹿54 中井 裕二小林 哲之氏 安田 隆行 新ひだか チャンピオンズファーム 464 ―1：24．23 56．5�
23 メイショウカイカ 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 林 孝輝 412 ―1：24．41 251．1�
713 シルバークレイン 牝2芦 54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 440 ― 〃 ハナ 93．9�
47 ヒデノレガシー 牝2栗 54

53 ☆荻野 極井之口二三雄氏 森 秀行 浦河 富田牧場 434 ―1：24．5� 397．3�
612 グランツシチー 牡2栗 55

54 ☆川又 賢治 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 杵臼牧場 456 ― 〃 クビ 15．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，598，500円 複勝： 51，991，300円 枠連： 15，906，800円
馬連： 64，267，600円 馬単： 29，547，400円 ワイド： 50，263，900円
3連複： 88，090，900円 3連単： 95，924，000円 計： 438，590，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 150円 � 150円 枠 連（5－8） 1，200円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 650円 �� 390円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 12，690円

票 数

単勝票数 計 425985 的中 � 70978（3番人気）
複勝票数 計 519913 的中 � 73973（3番人気）� 87767（2番人気）� 97468（1番人気）
枠連票数 計 159068 的中 （5－8） 10233（5番人気）
馬連票数 計 642676 的中 �� 28102（7番人気）
馬単票数 計 295474 的中 �� 6587（12番人気）
ワイド票数 計 502639 的中 �� 18812（7番人気）�� 33950（1番人気）�� 30614（2番人気）
3連複票数 計 880909 的中 ��� 35995（2番人気）
3連単票数 計 959240 的中 ��� 5480（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．0―46．7―58．2―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．2
3 5，16－（8，10）1（6，9，14）2（3，11，13，12）4，7，15 4 5，16，8（1，9，10）14（2，6）（11，13）（3，12）4（15，7）

勝馬の
紹 介

ラフェリシテ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2016．2．11生 牝2鹿 母 シュプリームギフト 母母 スーヴェニアギフト 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。

3107811月24日 晴 良 （30京都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 グランデルカク 牡2栗 55 藤岡 佑介 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 グランデファーム 508 ―1：55．0 5．2�
510 スーパーアロイ 牡2鹿 55 菱田 裕二藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 村下農場 500 ― 〃 クビ 26．6�
47 カムアップロージズ 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 高柳 大輔 新ひだか 元道牧場 510 ―1：55．74 101．2�
36 � ベイズンストリート 牡2鹿 55 J．モレイラ吉田 和美氏 斉藤 崇史 米 Dixiana

Farms LLC 552 ―1：55．8� 2．1�
（伯刺）

816 メイショウハナモリ 牡2黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 本田 優 安平 	橋本牧場 510 ―1：55．9� 3．8	
714 フィッツロイシチー 牡2鹿 55

53 △富田 暁 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 534 ―1：56．53� 19．5

612 ニホンピロターナー 牡2栗 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 470 ―1：57．13� 86．8�
11 ロ ワ シ ー ナ 牡2鹿 55

52 ▲西村 淳也椎名 節氏 宮本 博 新冠 ヤマタケ牧場 482 ― 〃 クビ 210．3�
611 ポインデクスター 牡2青鹿55 中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 488 ―1：57．2� 232．0
48 ラ デ ツ キ ー 牡2栗 55 松若 風馬中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 522 ―1：57．52 138．3�
59 ケイティマドンナ 牝2栗 54 福永 祐一瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 464 ―1：59．09 19．3�
12 ジャッジオブナイツ 牡2青鹿55 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 510 ―1：59．32 15．4�
35 スペシャルトリップ 牡2黒鹿55 小崎 綾也宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 548 ―1：59．93� 133．5�
23 ゴールドメファ 牝2栗 54 秋山真一郎手嶋 美季氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 456 ― 〃 ハナ 135．5�
24 クイーンズクレスト 牝2栃栗54 藤懸 貴志�木村牧場 加用 正 日高 木村牧場 460 ―2：00．21� 191．4�
713 フジノペガサス 牡2栗 55 太宰 啓介田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 秋場牧場 502 ― （競走中止） 278．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，243，900円 複勝： 41，471，800円 枠連： 20，768，000円
馬連： 57，527，800円 馬単： 35，016，200円 ワイド： 45，369，600円
3連複： 79，604，400円 3連単： 114，347，700円 計： 436，349，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 480円 � 1，610円 枠 連（5－8） 880円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 7，040円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 5，670円 �� 8，390円

3 連 複 ��� 60，180円 3 連 単 ��� 224，050円

票 数

単勝票数 計 422439 的中 � 68385（3番人気）
複勝票数 計 414718 的中 � 64957（3番人気）� 21296（7番人気）� 5607（10番人気）
枠連票数 計 207680 的中 （5－8） 18148（3番人気）
馬連票数 計 575278 的中 �� 11401（13番人気）
馬単票数 計 350162 的中 �� 3727（21番人気）
ワイド票数 計 453696 的中 �� 9444（13番人気）�� 2036（36番人気）�� 1370（50番人気）
3連複票数 計 796044 的中 ��� 992（110番人気）
3連単票数 計1143477 的中 ��� 370（405番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―13．6―13．4―12．9―12．7―12．1―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．8―51．2―1：04．1―1：16．8―1：28．9―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．2
1
3

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

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

グランデルカク �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2016．4．16生 牡2栗 母 ア ニ ム ス 母母 ヒ シ ア ニ マ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 フジノペガサス号は，競走中に疾病〔左下腿骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。



3107911月24日 晴 良 （30京都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
1：20．3

重
不良

59 ベルエスメラルダ 牝4黒鹿55 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B452－ 21：24．6 11．9�
47 グランセノーテ 牡5栗 57 M．デムーロ安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 536＋161：25．02� 5．0�
612 カ ム カ ム 牡4鹿 57 藤岡 佑介共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 478＋ 61：25．31� 3．5�
12 セカンドエフォート 牡5青鹿57 松山 弘平 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 512＋241：25．4� 52．0�
48 ミスティック 牝3黒鹿54 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 462＋101：25．5クビ 31．9	
713 サンライズナイト 牡3黒鹿56 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B488－ 41：25．81� 39．9

510	 ミンナノシャチョウ 牡3鹿 56 C．デムーロ �ミキハウスHKサービス 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 498－111：25．9� 13．1�

（仏）

11 トーホウドミンゴ 牡4青鹿57 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 492＋ 8 〃 ハナ 7．1�
816 キングレイスター 牡4鹿 57

55 △森 裕太朗伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 B494＋ 2 〃 クビ 39．1
714 フェルトベルク 牝4鹿 55 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 436＋ 21：26．11
 26．2�
36 	 メイショウトコシエ 牡4栗 57 中井 裕二松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 458－ 3 〃 アタマ 131．9�
611 メ ヌ エ ッ ト 牝4芦 55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 41：26．3� 7．3�
24 	 モ ー グ リ 牡6栗 57 小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 558± 01：26．51� 279．0�
23 マコトキッショウ 牡3芦 56 藤岡 康太�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 476＋121：26．6� 62．3�
35 プライムチョイス 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 426＋ 61：26．7� 445．5�
815 モンテルース 牝3黒鹿54 藤懸 貴志�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 478± 0 〃 クビ 5．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，258，800円 複勝： 63，306，700円 枠連： 22，745，500円
馬連： 89，965，500円 馬単： 37，685，300円 ワイド： 65，375，500円
3連複： 130，024，700円 3連単： 142，389，000円 計： 589，751，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 280円 � 180円 � 130円 枠 連（4－5） 1，440円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 600円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 26，220円

票 数

単勝票数 計 382588 的中 � 25516（6番人気）
複勝票数 計 633067 的中 � 44049（6番人気）� 88239（2番人気）� 161827（1番人気）
枠連票数 計 227455 的中 （4－5） 12230（6番人気）
馬連票数 計 899655 的中 �� 19284（13番人気）
馬単票数 計 376853 的中 �� 3616（30番人気）
ワイド票数 計 653755 的中 �� 12112（15番人気）�� 27635（5番人気）�� 45389（1番人気）
3連複票数 計1300247 的中 ��� 30395（7番人気）
3連単票数 計1423890 的中 ��� 3936（68番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．0―12．5―12．3―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．1―47．6―59．9―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．0
3 ・（10，8）（6，14）9，16（7，13）11，12（3，15）（2，4）（5，1） 4 ・（10，8）（6，14）9，13（7，16）（11，12）3（15，4）2，1，5

勝馬の
紹 介

ベルエスメラルダ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．8．13 小倉13着

2014．4．21生 牝4黒鹿 母 プリンセスチャーム 母母 フロントアクセス 22戦3勝 賞金 27，943，000円
〔発走状況〕 モンテルース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ベー号
※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。

3108011月24日 晴 良 （30京都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

817 エクレアスパークル 牡4青鹿57 川田 将雅李 柱坤氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B470＋ 41：46．2 3．4�
612 ウォーターパルフェ 牡3鹿 55 武 豊山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 482± 01：46．51� 18．4�
611 レッドレオン 牡3青鹿55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 454＋141：46．6	 10．2�
48 プルンクザール 牡3栗 55 浜中 俊水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 460＋ 21：46．7	 13．9�
11 エテレインミノル 牡4鹿 57 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 500＋16 〃 ハナ 31．1�
816 リシュブール 牡3鹿 55 C．デムーロ 窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：46．8� 13．4	

（仏）

713 タイセイトレイル 牡3黒鹿55 国分 優作田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498＋221：47．01
 396．5

59 リリーモントルー 牡4鹿 57 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 446＋ 61：47．21
 30．7�
36 キャッチミーアップ 牝3鹿 53

51 △富田 暁畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 448＋ 6 〃 ハナ 43．5�
23 ノストラダムス 牡3鹿 55 J．モレイラ岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 490± 01：47．41
 3．5

（伯刺）

35 スズカメジャー 牡4鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 498＋ 6 〃 アタマ 9．0�
47 インターセクション 牡3栗 55 福永 祐一ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B480－ 41：47．5	 7．1�
24 タイドオーバー 牝3黒鹿 53

50 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 432± 01：47．82 476．8�
714 タガノアシュラ 牡4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 528－ 61：47．9	 99．2�

12 アイリッシュビート 牝3栗 53 松若 風馬林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 谷川牧場 420＋ 41：48．11
 231．3�
510 レッドアルジーヌ 牝3芦 53 松山 弘平 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 450＋ 4 〃 クビ 50．7�
815� ペ ガ ー ズ 牡4鹿 57 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 488＋ 61：48．31
 215．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 49，770，100円 複勝： 77，478，700円 枠連： 27，200，600円
馬連： 106，770，800円 馬単： 42，236，700円 ワイド： 73，306，400円
3連複： 144，541，300円 3連単： 164，702，900円 計： 686，007，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 480円 � 340円 枠 連（6－8） 1，210円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 970円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 13，350円 3 連 単 ��� 73，800円

票 数

単勝票数 計 497701 的中 � 114345（1番人気）
複勝票数 計 774787 的中 � 153960（1番人気）� 35444（8番人気）� 53578（6番人気）
枠連票数 計 272006 的中 （6－8） 17382（5番人気）
馬連票数 計1067708 的中 �� 21739（14番人気）
馬単票数 計 422367 的中 �� 4829（26番人気）
ワイド票数 計 733064 的中 �� 14059（16番人気）�� 19882（9番人気）�� 6636（35番人気）
3連複票数 計1445413 的中 ��� 8117（47番人気）
3連単票数 計1647029 的中 ��� 1618（251番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―10．8―11．4―11．9―11．7―11．8―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―34．0―45．4―57．3―1：09．0―1：20．8―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．2
3 17＝12，14－（2，11）－（1，13）（4，16）（8，9）7（6，5）3（10，15） 4 17＝12，14－（2，11）－1，13（4，16）（8，9，5）7（6，3）－（10，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エクレアスパークル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．2．26 阪神1着

2014．2．5生 牡4青鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 9戦3勝 賞金 44，820，000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。



3108111月24日 晴 良 （30京都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，29．11．25以降30．11．18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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

55 マイハートビート 牡3鹿 54 川田 将雅三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 462＋122：26．9 11．9�
89 サトノグロワール 牡3黒鹿54 J．モレイラ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516± 02：27．32� 2．3�

（伯刺）

66 アロマドゥルセ 牝4青鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 432－ 42：27．51� 3．3�
33 コスモピクシス 牝5黒鹿51 荻野 極 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 412－12 〃 ハナ 77．2�
88 シャイニーゲール 牡4鹿 55 浜中 俊小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 464＋ 42：27．71� 15．9	
77 トーセンアイトーン 牡3黒鹿54 C．デムーロ 島川 
哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 436－ 4 〃 ハナ 4．0�

（仏）

44 エーティーラッセン 牡4鹿 55 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 514＋102：27．91� 16．2�
22 プティットクルール 牝4黒鹿51 田中 健首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 448＋ 42：28．0クビ 27．5
11 ヴ ィ ッ セ ン 牡7鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 82：28．21� 40．6�
（9頭）

売 得 金
単勝： 55，481，000円 複勝： 70，738，800円 枠連： 15，339，200円
馬連： 102，675，300円 馬単： 52，560，400円 ワイド： 68，453，500円
3連複： 141，767，700円 3連単： 266，805，600円 計： 773，821，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 210円 � 120円 � 110円 枠 連（5－8） 1，300円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 500円 �� 500円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 15，050円

票 数

単勝票数 計 554810 的中 � 37241（4番人気）
複勝票数 計 707388 的中 � 50358（4番人気）� 152157（2番人気）� 246892（1番人気）
枠連票数 計 153392 的中 （5－8） 9108（4番人気）
馬連票数 計1026753 的中 �� 48984（4番人気）
馬単票数 計 525604 的中 �� 8716（14番人気）
ワイド票数 計 684535 的中 �� 31065（6番人気）�� 31218（5番人気）�� 109810（1番人気）
3連複票数 計1417677 的中 ��� 75355（2番人気）
3連単票数 計2668056 的中 ��� 12851（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．7―37．0―50．1―1：02．7―1：15．3―1：28．4―1：40．9―1：52．5―2：04．1―2：15．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．4
1
3
4（5，8）9，2，1，3，7－6・（4，8，6）（5，9）－（2，1，7）3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイハートビート �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Intikhab デビュー 2017．8．20 札幌4着

2015．3．5生 牡3鹿 母 ト ゥ ー ピ ー 母母 Turpitude 9戦3勝 賞金 44，820，000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。

3108211月24日 晴 良 （30京都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，29．11．25以降30．11．18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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

510 エ イ コ ー ン 牡3鹿 54 福永 祐一西森 鶴氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 462－ 21：57．8 3．6�
24 ビ ス カ リ ア 牝6鹿 53 M．デムーロ �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＋ 61：58．01� 13．5�
612 タガノヴェローナ 牝4芦 52 藤懸 貴志八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486＋ 61：58．31� 26．7�
48 マイネルクラース 牡4鹿 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 4 〃 クビ 20．2�
714 アンデスクイーン 牝4栗 54 松若 風馬 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：58．61� 15．2�
59 メイショウタチマチ 牝5鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 506＋ 8 〃 アタマ 8．9	
611 タマモアタック 牡6鹿 54 藤岡 佑介タマモ� 武 英智 新ひだか 岡田牧場 486－ 21：58．91� 108．0

12 ウインユニファイド 牡6黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B518－ 41：59．0� 190．2�
36 マイネルトゥラン 牡5黒鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B512＋ 2 〃 アタマ 243．6�
47 ビッグアイランド 牡4鹿 55 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 526＋ 4 〃 アタマ 5．7
816 サトノティターン 牡5黒鹿56 J．モレイラ里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 576－ 21：59．1� 2．7�

（伯刺）

713 メイショウカマクラ 牡5青鹿54 加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 528＋ 21：59．31 128．9�
35 メイショウマトイ 牡4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 482＋ 21：59．72� 19．4�
11 オ ル ナ 牡6鹿 53 藤岡 康太�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 524＋ 81：59．8クビ 104．2�
23 コンセギール 牡6黒鹿53 古川 吉洋前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516± 01：59．9� 262．9�
815 ディグニファイド 	6栗 54 川又 賢治 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B536＋ 82：01．07 261．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，671，100円 複勝： 98，578，300円 枠連： 39，387，000円
馬連： 171，387，900円 馬単： 73，824，400円 ワイド： 106，859，500円
3連複： 247，370，300円 3連単： 311，973，200円 計： 1，122，051，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 300円 � 470円 枠 連（2－5） 1，670円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，090円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 11，240円 3 連 単 ��� 48，430円

票 数

単勝票数 計 726711 的中 � 159323（2番人気）
複勝票数 計 985783 的中 � 217447（1番人気）� 77092（5番人気）� 43215（9番人気）
枠連票数 計 393870 的中 （2－5） 18233（6番人気）
馬連票数 計1713879 的中 �� 49526（7番人気）
馬単票数 計 738244 的中 �� 13887（13番人気）
ワイド票数 計1068595 的中 �� 29674（8番人気）�� 25599（9番人気）�� 9262（30番人気）
3連複票数 計2473703 的中 ��� 16497（38番人気）
3連単票数 計3119732 的中 ��� 4670（160番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．1―29．8―42．8―55．6―1：08．3―1：20．5―1：32．6―1：45．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ イ コ ー ン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．6．25 阪神8着

2015．4．25生 牡3鹿 母 ラ メ ン ト 母母 ソングオブサイレンス 20戦4勝 賞金 59，007，000円
〔制裁〕 サトノティターン号の騎手J．モレイラは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・6番）
※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 エンクエントロス号・マイネルビクトリー号
※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。



3108311月24日 晴 良 （30京都5）第7日 第11競走 ��
��2，000�第5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

11 クラージュゲリエ 牡2鹿 55 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 476＋142：01．5 2．8�
（伯刺）

66 ブレイキングドーン 牡2黒鹿55 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 488＋182：01．6� 5．3�
22 ワールドプレミア 牡2黒鹿55 武 豊大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 82：02．23� 3．4�
88 ミッキーブラック 牡2鹿 55 C．デムーロ 野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：02．41� 3．9�

（仏）

89 ショウリュウイクゾ 牡2栗 55 浜中 俊上田 亙氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486＋122：02．5� 18．5�
44 ペルソナデザイン 牡2鹿 55 池添 謙一	G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 31．0

33 スズカカナロア 牡2鹿 55 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 ハナ 128．6�
55 ミ ヤ ケ 牡2鹿 55 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 464＋ 22：02．92� 103．1�
77 セイカヤマノ 牡2黒鹿55 荻野 極久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B478－122：03．85 344．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 190，552，500円 複勝： 130，702，700円 枠連： 36，554，100円
馬連： 330，711，600円 馬単： 173，518，800円 ワイド： 162，456，400円
3連複： 396，279，300円 3連単： 993，909，200円 計： 2，414，684，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 130円 枠 連（1－6） 810円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 270円 �� 220円 �� 350円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 3，840円

票 数

単勝票数 計1905525 的中 � 560930（1番人気）
複勝票数 計1307027 的中 � 314426（2番人気）� 209375（4番人気）� 241099（3番人気）
枠連票数 計 365541 的中 （1－6） 34657（4番人気）
馬連票数 計3307116 的中 �� 350424（4番人気）
馬単票数 計1735188 的中 �� 100072（7番人気）
ワイド票数 計1624564 的中 �� 155370（4番人気）�� 202786（2番人気）�� 107873（6番人気）
3連複票数 計3962793 的中 ��� 410610（3番人気）
3連単票数 計9939092 的中 ��� 187594（13番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．4―12．7―12．5―12．8―12．0―11．6―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．1―49．8―1：02．3―1：15．1―1：27．1―1：38．7―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラージュゲリエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．7．29 札幌1着

2016．2．24生 牡2鹿 母 ジ ュ モ ー 母母 ビスクドール 3戦2勝 賞金 48，199，000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。

3108411月24日 晴 良 （30京都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
1：31．3
1：30．7

良
良

814 エントシャイデン 牡3芦 56 福永 祐一前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 41：33．5 9．5�

813� エアアルマス 牡3鹿 56 川田 将雅 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

482＋ 2 〃 クビ 2．4�
57 メイショウオーパス 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 498＋ 4 〃 クビ 14．5�
34 メイショウグロッケ 牝4鹿 55 浜中 俊松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 464± 01：33．6	 17．1�
712 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 532－ 21：33．81
 3．5


（伯刺）

610 エルビッシュ 牝5黒鹿55 C．デムーロ 吉田 勝己氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：34．12 9．5�
（仏）

22 サウンドバーニング 牡6鹿 57 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 422－ 81：34．52 59．4�
46 ダイイチターミナル 牡4鹿 57 水口 優也	ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 450－ 61：34．92	 161．7
58 キッズライトオン 牡6栗 57

54 ▲西村 淳也瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434± 0 〃 ハナ 552．6�

45 アバルラータ 牝4鹿 55 M．デムーロ安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 456＋ 41：35．0� 6．3�
11 ジョーマイク 5栗 57 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 478－ 61：35．21
 299．9�
33 テイエムチェロキー 牡4鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 486＋ 61：35．3	 44．7�
711� ハ イ ブ ロ グ 牡4鹿 57 小牧 太服部 新平氏 森 秀行 浦河 �川フアーム 542＋ 41：35．62 116．3�
69 � ウ リ ボ ー 牡6栗 57

56 ☆川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-
les S. Giles 528＋ 81：36．34 319．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 89，458，600円 複勝： 112，600，600円 枠連： 37，619，800円
馬連： 185，507，000円 馬単： 85，309，100円 ワイド： 128，311，400円
3連複： 269，596，000円 3連単： 394，129，500円 計： 1，302，532，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 280円 � 130円 � 350円 枠 連（8－8） 1，280円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，540円 �� 640円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 26，660円

票 数

単勝票数 計 894586 的中 � 75139（4番人気）
複勝票数 計1126006 的中 � 87464（5番人気）� 302770（1番人気）� 65423（7番人気）
枠連票数 計 376198 的中 （8－8） 22712（5番人気）
馬連票数 計1855070 的中 �� 118527（3番人気）
馬単票数 計 853091 的中 �� 20779（12番人気）
ワイド票数 計1283114 的中 �� 69310（5番人気）�� 20070（20番人気）�� 52050（7番人気）
3連複票数 計2695960 的中 ��� 47919（14番人気）
3連単票数 計3941295 的中 ��� 10716（92番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．8―12．0―11．9―11．2―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―35．3―47．3―59．2―1：10．4―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エントシャイデン �
�
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 2017．8．26 新潟1着

2015．4．21生 牡3芦 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 13戦3勝 賞金 38，833，000円
※ウリボー号・ハイブログ号は，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。



（30京都5）第7日 11月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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
7，710，000円
25，580，000円
1，280，000円
27，400，000円
69，753，000円
4，417，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
732，666，500円
937，325，400円
256，081，000円
1，333，246，000円
656，476，300円
870，011，400円
1，801，698，900円
2，963，889，200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 9，551，394，700円

総入場人員 20，343名 （有料入場人員 19，112名）
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