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3107311月26日 晴 良 （28京都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
1：23．6
1：23．1

重
重

815 エイシンルカーノ 牡2栗 55 和田 竜二�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 470＋ 41：26．6 3．1�
510 シゲルカモシカ 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水丸牧場 448＋ 21：26．92 6．2�
11 キングレイスター 牡2鹿 55 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 480± 01：27．0� 27．3�
23 ハクサンベル 牡2鹿 55 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 458－ 21：27．21� 3．4�
59 メイショウシラカバ 牝2鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 476－ 81：27．3� 78．9�
35 メイクミーハッピー 牡2栗 55 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 454＋221：27．5� 47．1	
714 ア ク ラ ー 牡2芦 55 A．アッゼニ �カナヤマホール

ディングス 森田 直行 平取 原田 新治 456＋ 61：27．71� 16．6

（英）

713 キングラズベリー 牡2栗 55 松山 弘平山本美佐江氏 目野 哲也 新冠 武田 修一 462＋ 41：27．91� 33．0�
12 ショウナンカラーズ 牡2鹿 55

53 △義 英真国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 444＋ 41：28．11 185．8�
47 アイファータレント 牡2鹿 55 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 490＋ 6 〃 ハナ 242．7
612 ゼットガンバー 牡2栗 55 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 浦河 絵笛牧場 490＋ 4 〃 クビ 4．4�
611 エ ル ネ ス ト 牡2鹿 55 M．バルザローナ 吉澤 克己氏 奥村 豊 新ひだか 折手牧場 452＋ 41：28．2クビ 80．6�

（仏）

816 シュンアライブ 牡2鹿 55 水口 優也石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 聖心台牧場 452－ 61：29．26 341．0�
48 タイセイレイザー 牡2青鹿 55

52 ▲坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 476＋ 81：29．3� 18．3�
36 シゲルポインター 牡2鹿 55 田中 健森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 466＋201：30．47 89．5�

（15頭）
24 ヒデサンレガシー 牡2黒鹿55 畑端 省吾井之口二三雄氏 服部 利之 浦河 富田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，484，200円 複勝： 34，731，200円 枠連： 11，617，300円
馬連： 49，789，500円 馬単： 26，860，300円 ワイド： 31，656，300円
3連複： 74，431，900円 3連単： 97，891，400円 計： 348，462，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 180円 � 510円 枠 連（5－8） 850円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，320円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 15，510円

票 数

単勝票数 計 214842 的中 � 55258（1番人気）
複勝票数 計 347312 的中 � 85759（1番人気）� 48739（4番人気）� 12333（7番人気）
枠連票数 計 116173 的中 （5－8） 10541（3番人気）
馬連票数 計 497895 的中 �� 42865（4番人気）
馬単票数 計 268603 的中 �� 12087（5番人気）
ワイド票数 計 316563 的中 �� 23767（3番人気）�� 5871（15番人気）�� 3678（22番人気）
3連複票数 計 744319 的中 ��� 10032（17番人気）
3連単票数 計 978914 的中 ��� 4574（44番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．6―12．9―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―47．3―1：00．2―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．3
3 3，11（1，15）14－（10，12）－7，13（5，8）6－2（9，16） 4 ・（3，11）15，1，14（10，12）7（5，13，8）－2－9（6，16）

勝馬の
紹 介

エイシンルカーノ �
�
父 エイシンデピュティ �

�
母父 エイシンワシントン デビュー 2016．11．5 京都3着

2014．4．10生 牡2栗 母 エイシンサンバレー 母母 エイシンサイレンス 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔出走取消〕 ヒデサンレガシー号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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。
（非抽選馬） 3頭 ジューンスキント号・タガノエクレール号・モズステラ号
※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。

3107411月26日 晴 良 （28京都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
1：51．3
1：50．9

重
不良

11 ローズストリート 牝2鹿 54 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486＋ 41：52．3 4．8�

（英）

23 ブルベアラクーン 牡2栗 55 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 526＋ 21：53．15 5．1�
35 ディーエスアクシス 牡2芦 55 C．ルメール 秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 476－ 61：54．59 3．7�
12 イ ヴ レ ア 牡2栗 55 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 山田牧場 470－ 61：55．24 346．2�
47 メイショウイッポン 牡2鹿 55 藤岡 康太松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 488－ 41：55．3� 109．6�
24 ブロードビーチ 牝2黒鹿54 川須 栄彦 �キャピタル・システム 渡辺 薫彦 日高 目黒牧場 414－ 21：55．61� 188．5	
713 テイエムダンシャク 牡2鹿 55 和田 竜二竹園 正繼氏 池添 学 日高 日高テイエム

牧場株式会社 488± 01：56．13 84．0

510 エイシンブリッツ 牡2栗 55 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 488＋ 21：57．27 6．7�
36 メインスピーチ 牡2栗 55 高倉 稜谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 486＋121：57．3クビ 22．9�
714 シゲルアミメキリン 牡2芦 55 田中 健森中 蕃氏 福島 信晴 小清水 千島北斗牧場 464＋ 41：57．72� 351．1
48 エンパイアカラー 	2黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星吉澤 克己氏 角田 晃一 新冠 ヒカル牧場 B506＋ 21：57．8� 58．5�
815 ミズデッポウ 牡2栗 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 浜本牧場 480＋ 61：57．9� 62．8�
816 ダンサクドゥーロ 牡2芦 55 四位 洋文吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 498± 01：58．0� 3．8�
611 エスシーフロスト 牡2芦 55

54 ☆岩崎 翼工藤 圭司氏 西橋 豊治 新ひだか 萩澤 國男 452－ 81：58．21� 439．5�
59 ヒロノランマン 牡2栗 55

52 ▲荻野 極サンエイ開発� 寺島 良 浦河 浦河小林牧場 490－ 21：58．94 305．8�
612 マイネルフェアネス 牡2栗 55 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 浦河 斉藤英牧場 502＋ 61：59．64 16．4�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，887，500円 複勝： 40，511，100円 枠連： 12，193，300円
馬連： 56，622，200円 馬単： 31，047，300円 ワイド： 33，711，300円
3連複： 79，870，300円 3連単： 106，327，000円 計： 385，170，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 160円 � 130円 枠 連（1－2） 1，180円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 450円 �� 410円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 7，140円

票 数

単勝票数 計 248875 的中 � 41268（3番人気）
複勝票数 計 405111 的中 � 57560（4番人気）� 61825（3番人気）� 91698（1番人気）
枠連票数 計 121933 的中 （1－2） 7985（6番人気）
馬連票数 計 566222 的中 �� 36797（6番人気）
馬単票数 計 310473 的中 �� 10166（10番人気）
ワイド票数 計 337113 的中 �� 18416（7番人気）�� 21075（5番人気）�� 25775（2番人気）
3連複票数 計 798703 的中 ��� 44975（3番人気）
3連単票数 計1063270 的中 ��� 10783（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．0―48．5―1：01．3―1：14．3―1：27．3―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0
1
3
10，12（1，3）（5，8，9）（7，13，15，16）（4，11）14，2－6・（10，3）1，7（12，8，5）4，13（2，11）－14，9，16，15－6

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

勝馬の
紹 介

ローズストリート �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2016．10．10 京都4着

2014．2．10生 牝2鹿 母 バラッドローズ 母母 Darling My Darling 3戦1勝 賞金 6，850，000円
〔その他〕 ダンサクドゥーロ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エンパイアカラー号・ミズデッポウ号・ダンサクドゥーロ号・エスシーフロスト号・

マイネルフェアネス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月26日まで平地
競走に出走できない。
シゲルアミメキリン号・ヒロノランマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

1月26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。

第５回 京都競馬 第７日



3107511月26日 晴 良 （28京都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

23 クライベイビー 牝2栗 54 川田 将雅�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460± 01：22．8 24．4�

35 フラウティスタ 牝2鹿 54 A．アッゼニ �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 420± 01：22．9� 6．1�
（英）

510 レッドフィエルテ 牝2鹿 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 浦河 信岡牧場 418－ 81：23．0� 33．3�
818 メイショウハバネラ 牝2栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 452－ 4 〃 クビ 31．7�
12 パールズベスト 牝2青鹿54 福永 祐一谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 462± 01：23．1クビ 2．4	
48 マ ジ ョ ラ ム 牝2鹿 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432± 0 〃 クビ 14．4

713 メイズオブオナー 牝2鹿 54 武 豊 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 448± 0 〃 ハナ 3．7�
816 イェーガーオレンジ 牝2栗 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442± 01：23．2� 12．2�
714 ド ナ マ コ ン 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星山田 貢一氏 加用 正 日高 下河辺牧場 460± 01：23．3� 357．3
612 クニサキカッシーニ 牝2栗 54

51 ▲荻野 極國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 的場牧場 396－ 21：23．4� 237．6�
817 ピンクガーベラ 牝2芦 54 M．バルザローナ�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422－ 21：23．61� 29．9�
（仏）

47 カネトシジュテーム 牝2鹿 54
53 ☆岩崎 翼兼松 昌男氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 458－ 21：23．81� 472．8�

11 ベルエスメラルダ 牝2黒鹿54 松若 風馬内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 440＋ 41：24．01� 68．0�
715 マダムストーリー 牝2鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 市川フアーム 434－ 21：24．1� 192．2�
36 サテンドール 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 洞	湖 レイクヴィラファーム 450± 01：24．2� 25．7�
59 マイアミトロピカル 牝2栗 54 A．シュタルケ �グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 原田牧場 428＋ 81：24．83� 42．0�

（独）

24 キ ク ノ レ レ 牝2黒鹿54 松山 弘平菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 松田 憲一 468－ 21：24．9� 26．3�
611 アイファーサフラン 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 荒谷 輝和 450－ 21：25．53� 475．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，079，400円 複勝： 45，551，300円 枠連： 16，455，800円
馬連： 65，725，800円 馬単： 32，852，200円 ワイド： 41，583，200円
3連複： 95，179，200円 3連単： 115，299，400円 計： 441，726，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 600円 � 210円 � 760円 枠 連（2－3） 3，020円

馬 連 �� 6，240円 馬 単 �� 16，560円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 7，460円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 62，010円 3 連 単 ��� 352，700円

票 数

単勝票数 計 290794 的中 � 9526（6番人気）
複勝票数 計 455513 的中 � 17931（8番人気）� 71549（3番人気）� 13737（11番人気）
枠連票数 計 164558 的中 （2－3） 4211（12番人気）
馬連票数 計 657258 的中 �� 8153（21番人気）
馬単票数 計 328522 的中 �� 1487（53番人気）
ワイド票数 計 415832 的中 �� 4274（25番人気）�� 1421（56番人気）�� 3905（28番人気）
3連複票数 計 951792 的中 ��� 1151（145番人気）
3連単票数 計1152994 的中 ��� 237（782番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．9―12．1―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．6―46．5―58．6―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．3
3 2（4，7）3（6，10）（5，18）（8，13，9，12）16（1，14）17（11，15） 4 2（4，7）3（6，10）18（5，13）（9，12）（8，16）（14，15）（1，17）－11

勝馬の
紹 介

クライベイビー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sky Classic デビュー 2016．9．24 阪神5着

2014．1．28生 牝2栗 母 スカイアライアンス 母母 Swift Alliance 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 フラウティスタ号の騎手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平成28年12月3日から平成28年

12月11日まで騎乗停止。（被害馬：4番・6番）
イェーガーオレンジ号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番）
レッドフィエルテ号の騎手四位洋文は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：16番・12
番）

※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 ナムラウラン号
※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。

3107611月26日 晴 良 （28京都5）第7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

812 アルメリアブルーム 牝2鹿 54 M．バルザローナ �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 420＋ 42：03．1 8．3�
（仏）

22 クリデュクール 牡2栗 55
54 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492－ 42：03．2� 19．4�

813 ナンヨープルートー 牡2鹿 55 池添 謙一中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 494＋ 62：03．3	 4．6�
711 サイレントアスカ 牝2鹿 54 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 クビ 4．1�
11 ラントシャフト 牝2栗 54 A．アッゼニ �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 438＋ 42：03．4クビ 9．0	
（英）

69 マイブルーヘブン 牡2鹿 55 松山 弘平三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 458± 02：03．82� 30．8

710 スズカロング 牡2鹿 55 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 478＋ 62：03．9	 15．9�
68 サトノグラン 牡2青鹿55 福永 祐一里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－102：04．22 2．8�
33 タガノシャルドネ 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋ 42：04．3� 39．0

57 ブラックマイスター 牡2青鹿55 小牧 太山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 476＋ 2 〃 クビ 235．2�
44 ブリシンガメン 牝2栗 54 和田 竜二吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 450＋ 42：04．72� 35．1�
45 ウインヒューゲル 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人�ウイン 宮 徹 新ひだか 久米 和夫 484＋ 62：05．12� 559．4�
56 ア モ レ イ ラ 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 新冠 細川農場 480＋ 62：05．2クビ 207．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，257，600円 複勝： 52，761，700円 枠連： 18，166，100円
馬連： 59，680，000円 馬単： 33，062，800円 ワイド： 40，271，700円
3連複： 98，560，900円 3連単： 117，636，400円 計： 451，397，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 240円 � 490円 � 190円 枠 連（2－8） 3，880円

馬 連 �� 7，770円 馬 単 �� 14，350円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 720円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 16，200円 3 連 単 ��� 114，170円

票 数

単勝票数 計 312576 的中 � 30079（4番人気）
複勝票数 計 527617 的中 � 57751（5番人気）� 23592（7番人気）� 83123（3番人気）
枠連票数 計 181661 的中 （2－8） 3623（10番人気）
馬連票数 計 596800 的中 �� 5950（25番人気）
馬単票数 計 330628 的中 �� 1727（50番人気）
ワイド票数 計 402717 的中 �� 4950（25番人気）�� 15120（7番人気）�� 5078（24番人気）
3連複票数 計 985609 的中 ��� 4561（53番人気）
3連単票数 計1176364 的中 ��� 747（335番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―37．2―50．1―1：02．7―1：15．7―1：28．4―1：39．9―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．7
1
3
10－12（2，11）（1，8）（3，13）5，4（6，9）－7
10，12（2，11）13（1，3）（8，9）4（6，5，7）

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

勝馬の
紹 介

アルメリアブルーム �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．6．4 阪神5着

2014．5．16生 牝2鹿 母 アルメーリヒ 母母 プ ア プ ー 5戦1勝 賞金 8，700，000円
〔発走状況〕 ラントシャフト号・ウインヒューゲル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ウインヒューゲル号の騎手三津谷隼人は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・13番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3107711月26日 晴 良 （28京都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

59 ミ リ ッ サ 牝2栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 414 ―1：36．3 2．8�
816� パンサーバローズ 牡2黒鹿55 M．バルザローナ 猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 488 ―1：36．51� 3．8�
（仏）

713 マイスタイル 牡2鹿 55 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 462 ―1：36．81	 7．0�
611 ロックイット 牡2黒鹿55 川田 将雅 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 大島牧場 468 ―1：37．43� 21．3�
35 チカノワール 牝2鹿 54 武 豊�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 444 ―1：37．71	 9．9	
510 リリックドラマ 牝2鹿 54 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：38．02 6．1

714 ミツルファミリー 牡2鹿 55 和田 竜二泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 498 ―1：38．21� 147．7�
47 シ ン ウ チ 牡2鹿 55 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 488 ―1：38．3	 23．4�
815 テイエムアンムート 牝2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 478 ―1：38．4� 105．7

48 シシャルディン 牝2青鹿54 A．アッゼニ 吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 422 ―1：38．82� 19．1�
（英）

612 ウ ェ ル カ ム 牡2黒鹿55 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 450 ―1：38．9	 301．6�
12 シゲルジュゴン 牝2黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 中脇 満 420 ― 〃 クビ 251．8�
24 � アポロオーランド 牡2栗 55 松若 風馬アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Fred W.

Hertrich III 500 ―1：39．11� 26．7�
36 クリノエカテリーナ 牝2鹿 54 秋山真一郎栗本 博晴氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 442 ―1：39．84 228．6�
11 ポライトリー 牡2栗 55 太宰 啓介重松 國建氏 加藤 敬二 新ひだか 荒木 貴宏 466 ―1：40．43� 345．6�
23 ク レ オ ス 牡2鹿 55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510 ―1：42．6大差 45．0�
（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，013，200円 複勝： 44，298，400円 枠連： 21，187，800円
馬連： 58，790，600円 馬単： 32，666，500円 ワイド： 36，556，900円
3連複： 77，072，500円 3連単： 98，624，700円 計： 401，210，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 140円 � 170円 枠 連（5－8） 400円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 280円 �� 400円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 5，360円

票 数

単勝票数 計 320132 的中 � 90643（1番人気）
複勝票数 計 442984 的中 � 102968（1番人気）� 82636（2番人気）� 55484（4番人気）
枠連票数 計 211878 的中 （5－8） 40098（1番人気）
馬連票数 計 587906 的中 �� 60619（1番人気）
馬単票数 計 326665 的中 �� 18608（1番人気）
ワイド票数 計 365569 的中 �� 35830（1番人気）�� 22753（3番人気）�� 16849（4番人気）
3連複票数 計 770725 的中 ��� 34862（2番人気）
3連単票数 計 986247 的中 ��� 13337（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．3―49．4―1：02．5―1：14．0―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F33．8
3 16（10，11）（2，14）（12，5）13（7，9）6，15，4，8，1－3 4 ・（16，9）－（10，11，14，13）（2，5）（12，15）7－6（4，8）1＝3

勝馬の
紹 介

ミ リ ッ サ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Singspiel 初出走

2014．4．13生 牝2栗 母 シンハリーズ 母母 Baize 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレオス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月26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。

3107811月26日 晴 良 （28京都5）第7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
1：23．6
1：23．1

重
重

47 � ラビットラン 牝2栗 54 M．バルザローナ 吉田 和子氏 角居 勝彦 米 Alexander Groves
Matz, LLC 450 ―1：25．5 3．9�

（仏）

11 スズカフリオーソ 牡2栗 55
54 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 456 ―1：26．77 29．0�

36 ディライトラッシュ 牡2鹿 55 A．アッゼニ �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 西園 正都 浦河 小倉牧場 496 ―1：26．8� 3．6�

（英）

713 マサハヤスター 牡2栗 55 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478 ―1：26．9クビ 22．9�
816 ソ ウ ォ ン 牝2青鹿54 川島 信二�ノースヒルズ 大久保龍志 新ひだか 土居牧場 416 ―1：27．22 45．5�
24 エ ピ ュ ー レ 牝2栗 54 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 484 ―1：27．3� 8．4	
510 スーサンフェアリー 牝2栗 54 松山 弘平林 千枝子氏 柴田 光陽 新冠 協和牧場 442 ―1：27．4	 137．5

35 カ ミ ッ テ ル 牡2鹿 55 C．ルメール 青山 洋一氏 村山 明 安平 追分ファーム 460 ―1：27．5クビ 6．2�
714 イチザヒロイン 牝2鹿 54

52 △城戸 義政奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 450 ―1：27．82 42．5�
48 トーアアステリオス 牡2栗 55 北村 友一高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 480 ― 〃 ハナ 145．7
815 ウイングフリオーソ 牝2鹿 54 太宰 啓介 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 448 ― 〃 アタマ 191．3�
23 � ビジューブランシュ 牝2芦 54 福永 祐一広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Dapple

Bloodstock 450 ― 〃 クビ 4．8�
611 カ イ ホ ロ 牝2鹿 54

53 ☆
島 克駿名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 武 牧場 432 ―1：28．43� 74．5�
59 フェリシアルチア 牝2栗 54 池添 謙一吉田 貴俊氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 506 ―1：28．61� 20．6�
12 スマートメニル 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450 ―1：30．6大差 31．6�

（15頭）
612 コウザンルーチェ 牡2栗 55

52 ▲坂井 瑠星山下 良子氏 中村 均 平取 有限会社中
田牧場 526 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，539，500円 複勝： 37，964，200円 枠連： 18，693，300円
馬連： 54，093，300円 馬単： 28，830，200円 ワイド： 35，033，200円
3連複： 72，876，000円 3連単： 92，117，300円 計： 368，147，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 420円 � 140円 枠 連（1－4） 2，720円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 8，630円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 280円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 36，490円

票 数

単勝票数 差引計 285395（返還計 1188） 的中 � 58080（2番人気）
複勝票数 差引計 379642（返還計 1974） 的中 � 68091（2番人気）� 16441（7番人気）� 83797（1番人気）
枠連票数 差引計 186933（返還計 114） 的中 （1－4） 5317（12番人気）
馬連票数 差引計 540933（返還計 5032） 的中 �� 8018（15番人気）
馬単票数 差引計 288302（返還計 3065） 的中 �� 2503（26番人気）
ワイド票数 差引計 350332（返還計 4606） 的中 �� 4842（16番人気）�� 37368（1番人気）�� 5566（14番人気）
3連複票数 差引計 728760（返還計 11624） 的中 ��� 10168（14番人気）
3連単票数 差引計 921173（返還計 14034） 的中 ��� 1830（99番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラビットラン �
�
父 Tapit �

�
母父 Dixieland Band 初出走

2014．3．18生 牝2栗 母 Amelia 母母 Aquilegia 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 コウザンルーチェ号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 エナジーハピネス号・クライフォーローズ号・タマモサーティーン号・ニホンピロベスパー号・フォレストタウン号・

ワンダーラジャ号
※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。



3107911月26日 晴 良 （28京都5）第7日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，3歳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

510 アナザープラネット 牡3鹿 55 川田 将雅市川義美ホール
ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 482＋101：48．0 10．1�

817 アッフィラート 牝3鹿 53 福永 祐一 �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± 01：48．21 3．5�

12 サウンドバーニング 牡4鹿 57 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 434＋10 〃 クビ 10．6�
59 ココファンタジア 牝3黒鹿53 M．デムーロ �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋221：48．3� 7．4�
713	 ラ ブ コ ー ル 牝5芦 55

54 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 新ひだか 神垣 道弘 478＋14 〃 クビ 50．3	
36 エールデュレーヴ 牝3黒鹿53 武 豊 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：48．51 16．7

816 ロードプレミアム 牡3黒鹿55 C．ルメール �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 498＋ 4 〃 ハナ 4．1�
48 センショウレイナ 牝3鹿 53 藤岡 康太川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 61：48．82 50．3	
35 マルカブリスク 牡3栗 55 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 432＋ 4 〃 アタマ 17．6�
611 マイネルプレッジ 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 446＋ 61：48．9クビ 100．0

23 ステファンバローズ 牡3黒鹿55 M．バルザローナ 猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 470＋ 41：49．11
 10．8�
（仏）

11 ダブルイーグル 牡8鹿 57 太宰 啓介田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 492＋20 〃 ハナ 202．5�
818 テイエムナナヒカリ 牡3青鹿55 小牧 太竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 504＋ 8 〃 アタマ 42．4�
714 ゴッドカリビアン 牝3鹿 53 松若 風馬中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 452＋181：49．2クビ 151．1�
24 アイオシルケン 牡4黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 494＋10 〃 ハナ 194．4�
612	 リ プ カ 牝4栗 55 川須 栄彦佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 384－ 2 〃 クビ 504．1�
715 リーサルストライク 牡4鹿 57 A．シュタルケ �G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 4 〃 アタマ 11．8�
（独）

47 コルボノワール 牝4青鹿55 四位 洋文�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 472＋ 21：49．41
 55．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，417，100円 複勝： 60，578，700円 枠連： 27，876，000円
馬連： 78，951，000円 馬単： 35，166，700円 ワイド： 50，738，000円
3連複： 113，092，700円 3連単： 129，595，300円 計： 531，415，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 310円 � 140円 � 280円 枠 連（5－8） 440円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 920円 �� 2，070円 �� 920円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 49，760円

票 数

単勝票数 計 354171 的中 � 27954（4番人気）
複勝票数 計 605787 的中 � 41224（6番人気）� 148431（1番人気）� 48663（4番人気）
枠連票数 計 278760 的中 （5－8） 48978（1番人気）
馬連票数 計 789510 的中 �� 31032（4番人気）
馬単票数 計 351667 的中 �� 5530（15番人気）
ワイド票数 計 507380 的中 �� 14433（8番人気）�� 6118（25番人気）�� 14451（7番人気）
3連複票数 計1130927 的中 ��� 11542（17番人気）
3連単票数 計1295953 的中 ��� 1888（140番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．0―48．4―1：00．8―1：12．9―1：25．0―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アナザープラネット �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．3．6 中山2着

2013．4．4生 牡3鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド 8戦2勝 賞金 21，100，000円
〔制裁〕 ココファンタジア号の騎手M．デムーロは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
※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 イレイション号
※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26日 晴 良 （28京都5）第7日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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

714 ミトノゴールド 牡4栗 57 福永 祐一ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B490± 01：24．4 4．7�
11 レンズフルパワー 牡4鹿 57 藤岡 康太田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 508＋ 81：24．5� 14．5�
510� サトノユニコーン 牡6鹿 57 C．ルメール 里見 治氏 橋口 慎介 新ひだか グランド牧場 B484＋161：24．6� 4．7�
816 マイネルラック 牡3鹿 56 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 482＋ 61：24．7クビ 12．9�

（独）

23 ファビラスヒーロー 	3芦 56
54 △義 英真吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 478＋ 2 〃 クビ 4．4�

59 タイセイラビッシュ 牡4鹿 57
54 ▲坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500＋201：24．91� 66．3	

36 メイショウノボサン 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 470＋ 2 〃 アタマ 5．1

611 グランシュクレ 牝4芦 55

54 ☆加藤 祥太間宮 秀直氏 庄野 靖志 新冠 芳住 鉄兵 458－101：25．0クビ 72．5�
24 ボクノナオミ 牝4鹿 55 中谷 雄太塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：25．31� 48．0�
35 メイショウヤクシマ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 456＋ 2 〃 ハナ 9．4
12 ビタミンエース 牡5鹿 57

55 △城戸 義政村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 514＋ 61：25．4クビ 136．6�
47 ビーチパラソル 牝4芦 55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 502＋321：25．72 78．0�
815 セカンドエフォート 牡3青鹿56 松若 風馬 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 502± 01：26．23 15．6�
713 ピ ナ ク ル ズ 牡3黒鹿56 国分 恭介ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 504＋101：26．62� 57．3�
48 アートラヴァー 牝3栗 54 M．バルザローナ J．ウィルソン氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：27．13 129．5�

（仏）

612� ニュードラゴン 牝3黒鹿 54
51 ▲荻野 極服部 新平氏 奥村 豊 浦河 
川フアーム B454＋ 41：27．42 273．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，451，500円 複勝： 63，520，400円 枠連： 24，847，500円
馬連： 87，082，400円 馬単： 39，841，100円 ワイド： 51，383，600円
3連複： 114，647，400円 3連単： 146，558，100円 計： 565，332，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 430円 � 190円 枠 連（1－7） 3，420円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 540円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 6，280円 3 連 単 ��� 41，570円

票 数

単勝票数 計 374515 的中 � 62596（3番人気）
複勝票数 計 635204 的中 � 101468（3番人気）� 30392（8番人気）� 94096（4番人気）
枠連票数 計 248475 的中 （1－7） 5615（14番人気）
馬連票数 計 870824 的中 �� 19123（16番人気）
馬単票数 計 398411 的中 �� 5744（22番人気）
ワイド票数 計 513836 的中 �� 9936（18番人気）�� 26232（4番人気）�� 7582（21番人気）
3連複票数 計1146474 的中 ��� 13674（20番人気）
3連単票数 計1465581 的中 ��� 2556（131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―36．0―47．8―59．8―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミトノゴールド �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．6．29 函館6着

2012．3．28生 牡4栗 母 ホシノキンカ 母母 スターマイライフ 26戦3勝 賞金 42，600，000円
※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） 1頭 タガノヴィアーレ号
（非抽選馬） 1頭 ヴレクール号
※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。



3108111月26日 曇 良 （28京都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，27．11．28以降28．11．20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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

44 サラトガスピリット 牡4栗 56 A．シュタルケ 平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 514＋102：27．4 4．9�
（独）

68 ライトファンタジア 牝4栗 53 福永 祐一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456＋ 8 〃 アタマ 11．4�
57 タイセイアプローズ 牡4鹿 57 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 478＋142：27．82� 10．9�
11 � ケージーキンカメ 牡5黒鹿53 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 466－ 82：28．12 17．0�
710 コルコバード 牝3黒鹿53 川田 将雅 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 426－ 62：28．2� 1．8�
812 ダンディーズムーン 牡5鹿 55 秋山真一郎田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 62：28．51	 51．3	
56 ビービーブレスユー 牡3鹿 53 北村 友一�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 498＋10 〃 クビ 31．1

813 アグリッパーバイオ 牡5黒鹿55 武 豊バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450＋ 42：28．6クビ 21．3�
45 トウキョウタフガイ 牡5鹿 53 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 476＋ 22：28．7� 85．2
711� セルリアンラビット 牡7鹿 53 菱田 裕二�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 462＋ 62：29．12� 418．3�
22 クロニクルスカイ 
5鹿 53 小牧 太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド 524＋14 〃 ハナ 126．5�
69 サンライズセンス 牡4栗 57 C．ルメール 松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 512＋122：29．63 6．4�
33 � ビーチブレイブ 牡6芦 53 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B508＋ 62：30．45 195．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，268，300円 複勝： 64，427，200円 枠連： 23，653，500円
馬連： 108，352，900円 馬単： 56，863，400円 ワイド： 62，086，400円
3連複： 149，477，500円 3連単： 238，104，600円 計： 750，233，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 280円 � 300円 枠 連（4－6） 950円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 740円 �� 870円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 8，100円 3 連 単 ��� 40，970円

票 数

単勝票数 計 472683 的中 � 76742（2番人気）
複勝票数 計 644272 的中 � 99186（3番人気）� 57443（4番人気）� 52599（5番人気）
枠連票数 計 236535 的中 （4－6） 19200（4番人気）
馬連票数 計1083529 的中 �� 28616（12番人気）
馬単票数 計 568634 的中 �� 8433（18番人気）
ワイド票数 計 620864 的中 �� 22158（8番人気）�� 18502（11番人気）�� 10704（19番人気）
3連複票数 計1494775 的中 ��� 13825（27番人気）
3連単票数 計2381046 的中 ��� 4213（130番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―11．9―13．0―12．4―12．6―13．2―13．2―12．4―11．7―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�
12．5―24．2―36．1―49．1―1：01．5―1：14．1―1：27．3―1：40．5―1：52．9―2：04．6―2：15．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サラトガスピリット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．4．4 阪神4着

2012．3．7生 牡4栗 母 サ ラ ト ガ 母母 スイングバイ 13戦4勝 賞金 54，260，000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26日 曇 良 （28京都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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

33 ヨヨギマック 牡5栗 57 川田 将雅一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 502－101：58．3 4．1�
11 サージェントバッジ 牡4黒鹿57 武 豊大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B500－ 4 〃 クビ 8．4�
68 ウインユニファイド 牡4黒鹿57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 516± 01：58．4クビ 7．2�
44 コンセギール 牡4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＋ 8 〃 ハナ 22．1�
22 ヒデノインペリアル 牡4栗 57 柴田 未崎大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 518± 01：58．5� 4．9�
67 タイガークラウン 牡5黒鹿57 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 480－ 21：58．6� 60．0	
55 ロードフォワード 牡5青鹿57 国分 優作 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 21：58．92 69．0

79 カ ラ ク プ ア 牡3黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 21：59．0クビ 21．6�
710 レ ガ ー ロ 牡3鹿 55 福永 祐一寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 508＋ 81：59．32 2．6�
56 チェスナットバロン 牡7栗 57 M．バルザローナ 金子真人ホールディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 564－ 21：59．93	 48．1

（仏）

812 リアライズブラザー 牡6鹿 57 松若 風馬工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 502＋ 82：00．0クビ 204．2�
811 ピグマリオン 
7鹿 57 A．シュタルケ �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 8 〃 クビ 33．0�

（独）

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，318，200円 複勝： 67，077，100円 枠連： 24，586，200円
馬連： 133，794，500円 馬単： 62，266，500円 ワイド： 67，829，500円
3連複： 178，888，000円 3連単： 274，240，200円 計： 855，000，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 200円 � 200円 枠 連（1－3） 1，430円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 510円 �� 490円 �� 980円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 19，150円

票 数

単勝票数 計 463182 的中 � 89322（2番人気）
複勝票数 計 670771 的中 � 152489（1番人気）� 78059（4番人気）� 77413（5番人気）
枠連票数 計 245862 的中 （1－3） 13254（6番人気）
馬連票数 計1337945 的中 �� 68266（6番人気）
馬単票数 計 622665 的中 �� 17256（10番人気）
ワイド票数 計 678295 的中 �� 34567（7番人気）�� 36152（5番人気）�� 16897（13番人気）
3連複票数 計1788880 的中 ��� 37828（11番人気）
3連単票数 計2742402 的中 ��� 10379（67番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．6―30．8―43．7―56．4―1：08．9―1：21．5―1：33．5―1：45．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヨヨギマック �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 サンデーウェル デビュー 2014．2．23 京都13着

2011．2．28生 牡5栗 母 ザペキンハート 母母 コマンディンレイ 28戦5勝 賞金 94，458，000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。



3108311月26日 曇 良 （28京都5）第7日 第11競走 ��
��2，000�第3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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．8

良
良

33 カ デ ナ 牡2鹿 55 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 460＋ 22：02．6 3．8�
89 ヴァナヘイム 牡2黒鹿55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 474－ 42：02．81� 3．0�

（独）

810� ベストアプローチ 牡2栗 55 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 英 Car Colston
Hall Stud 472－ 42：03．01� 12．4�

55 ワンダープチュック 牡2黒鹿55 武 豊山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 478＋ 22：03．1	 47．5�
44 ソーグリッタリング 牡2鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 アタマ 14．6�
78 プラチナヴォイス 牡2鹿 55 和田 竜二本間 茂氏 
島 一歩 新ひだか 矢野牧場 508± 02：03．2クビ 3．4	
66 マイネルザウバア 牡2栗 55 A．アッゼニ 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 42：03．73 59．4�
（英）

22 ダノンディスタンス 牡2鹿 55 C．ルメール
ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 526± 02：03．8� 10．8�
11 エーティーラッセン 牡2鹿 55 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 490＋ 42：04．01� 192．6
77 アダムバローズ 牡2黒鹿55 藤岡 康太猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 504＋ 22：04．21 10．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 149，017，100円 複勝： 169，490，500円 枠連： 50，681，400円
馬連： 362，974，200円 馬単： 174，088，800円 ワイド： 175，425，000円
3連複： 501，140，400円 3連単： 886，352，000円 計： 2，469，169，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 130円 � 220円 枠 連（3－8） 490円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 270円 �� 790円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 7，450円

票 数

単勝票数 計1490171 的中 � 306082（3番人気）
複勝票数 計1694905 的中 � 317507（3番人気）� 379109（1番人気）� 156815（4番人気）
枠連票数 計 506814 的中 （3－8） 78905（2番人気）
馬連票数 計3629742 的中 �� 415413（2番人気）
馬単票数 計1740888 的中 �� 95887（5番人気）
ワイド票数 計1754250 的中 �� 193973（2番人気）�� 52518（12番人気）�� 54264（11番人気）
3連複票数 計5011404 的中 ��� 159253（7番人気）
3連単票数 計8863520 的中 ��� 86196（12番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．5―12．7―13．1―13．6―12．4―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．4―49．1―1：02．2―1：15．8―1：28．2―1：39．7―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ デ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy デビュー 2016．9．10 阪神2着

2014．3．30生 牡2鹿 母 フレンチリヴィエラ 母母 Actinella 4戦2勝 賞金 45，238，000円
〔制裁〕 マイネルザウバア号の騎手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30，000円。（被害馬：4

番・8番）
ヴァナヘイム号の騎手A．シュタルケは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・

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。

3108411月26日 曇 良 （28京都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

58 ハクサンルドルフ 牡3黒鹿56 M．デムーロ河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 462± 01：34．9 2．6�
712 ナイトオブナイツ 牡3栗 56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 クビ 6．2�
610 アヴニールマルシェ �4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488－ 61：35．0	 4．2�
11 ヤマカツボーイ 牡4黒鹿57 北村 友一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 464± 0 〃 クビ 26．9�
33 ウインクルサルーテ 牝3鹿 54 武 豊�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 420± 01：35．31
 7．7	
813 イレイション 牡4栗 57 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 41：35．51� 7．2

（英）

57 マ ユ キ 牝5栗 55
52 ▲荻野 極稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 488＋ 21：35．6クビ 280．5�

34 クリスタルタイソン �3黒鹿56 藤岡 康太 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 494± 0 〃 クビ 131．2�
46 ピエールドリュヌ 牝5黒鹿 55

54 ☆�島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 474－ 2 〃 アタマ 21．3

45 サイモンラムセス 牡6鹿 57 菱田 裕二澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B446＋ 4 〃 アタマ 37．6�
22 ナムラアッパー 牡5鹿 57 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 430± 01：35．81� 32．4�
711 ボールドジャパン 牡5鹿 57 中谷 雄太増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 528－ 21：35．9	 246．6�
814 プレミオテーラー 牝4黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 484－ 41：36．21
 21．8�
69 レッドラヴィータ 牝5栗 55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：38．1大差 160．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 69，748，200円 複勝： 94，063，100円 枠連： 34，458，900円
馬連： 168，431，100円 馬単： 79，318，700円 ワイド： 98，358，000円
3連複： 236，135，500円 3連単： 370，900，900円 計： 1，151，414，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 190円 � 170円 枠 連（5－7） 830円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 360円 �� 280円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 5，420円

票 数

単勝票数 計 697482 的中 � 210818（1番人気）
複勝票数 計 940631 的中 � 239637（1番人気）� 111148（4番人気）� 125584（2番人気）
枠連票数 計 344589 的中 （5－7） 31814（3番人気）
馬連票数 計1684311 的中 �� 145204（2番人気）
馬単票数 計 793187 的中 �� 44583（2番人気）
ワイド票数 計 983580 的中 �� 70816（2番人気）�� 98110（1番人気）�� 34603（6番人気）
3連複票数 計2361355 的中 ��� 118388（1番人気）
3連単票数 計3709009 的中 ��� 49613（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．5―12．3―12．4―11．9―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．2―47．5―59．9―1：11．8―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクサンルドルフ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Theatrical デビュー 2016．2．7 京都3着

2013．5．16生 牡3黒鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 8戦3勝 賞金 29，700，000円
※イレイション号は，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。



（28京都5）第7日 11月26日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

239，270，000円
2，530，000円
14，360，000円
1，280，000円
26，040，000円
70，044，000円
4，720，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
552，481，800円
774，974，900円
284，417，100円
1，284，287，500円
632，864，500円
724，633，100円
1，791，372，300円
2，673，647，300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 8，718，678，500円

総入場人員 18，558名 （有料入場人員 17，302名）
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