
3104911月17日 晴 良 （30京都5）第5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 レッドルゼル 牡2鹿 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 466－ 21：25．0 1．7�
11 � ピースプレイヤー 牡2鹿 55 岩田 康誠飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims B482＋ 61：26．9大差 25．1�
510 オウケンラブルナ 牝2栗 54 松田 大作福井 明氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 460＋ 41：27．32� 28．3�
35 ナムラシェパード 牡2鹿 55 酒井 学奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 466± 01：27．4クビ 10．7�
23 � アポロナッシュビル 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Frank
Hutchinson 470＋ 41：27．61	 33．7�

12 � ヴィエントフレスコ 牡2鹿 55 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 米
Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

482－ 8 〃 アタマ 73．6	
611 クリノクルミチャン 牝2芦 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 478± 01：27．7クビ 368．3

612 デンコウブレイブ 牡2黒鹿55 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 田原橋本牧場 460＋ 6 〃 クビ 57．0�
36 ロ グ ブ ッ ク 牡2黒鹿55 国分 恭介玉井 宏和氏 大根田裕之 平取 川向高橋育

成牧場 478＋ 21：27．8� 204．8�
815 レオビヨンド 牡2鹿 55 池添 謙一�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 462＋ 41：27．9クビ 3．7
714 ヒ ル ド 牝2鹿 54 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 440＋ 2 〃 ハナ 78．6�
713 テイエムメデタシ 牝2青鹿54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 日高テイエム

牧場株式会社 414－ 41：28．11� 52．4�
48 ベルガモット 牡2鹿 55 国分 優作山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前谷 武志 422－ 41：28．95 377．8�
816 ケアラケクアベイ 牡2栗 55 小牧 太守内 満氏 服部 利之 新ひだか 下屋敷牧場 458－ 61：29．11	 77．7�
59 ベルメモワール 牝2青鹿54 松若 風馬山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 448＋ 81：29．2� 106．1�
47 テーオーパラダイス 牝2栗 54 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 464－ 21：30．79 17．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，848，700円 複勝： 61，888，400円 枠連： 10，410，800円
馬連： 40，351，900円 馬単： 24，401，600円 ワイド： 30，075，200円
3連複： 61，008，400円 3連単： 89，263，800円 計： 338，248，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 350円 � 380円 枠 連（1－2） 1，010円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 750円 �� 820円 �� 4，560円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 19，590円

票 数

単勝票数 計 208487 的中 � 99284（1番人気）
複勝票数 計 618884 的中 � 423977（1番人気）� 16082（5番人気）� 14167（6番人気）
枠連票数 計 104108 的中 （1－2） 7956（4番人気）
馬連票数 計 403519 的中 �� 19908（5番人気）
馬単票数 計 244016 的中 �� 9887（5番人気）
ワイド票数 計 300752 的中 �� 10561（6番人気）�� 9693（7番人気）�� 1605（34番人気）
3連複票数 計 610084 的中 ��� 6636（20番人気）
3連単票数 計 892638 的中 ��� 3303（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．5―1：00．1―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドルゼル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．9．17 阪神3着

2016．3．25生 牡2鹿 母 フレンチノワール 母母 パープルホワイト 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーパラダイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月17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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンダガ号・ジョーダンケルク号

3105011月17日 晴 良 （30京都5）第5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）

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

44 アルームスクレト 牡2鹿 55 岩田 康誠鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 福岡 駿弥 450－ 21：54．7 35．2�
68 キモンボーイ 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 494＋ 4 〃 クビ 8．2�
812 クラウドスケープ 牡2黒鹿55 藤岡 康太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 478＋ 81：54．8� 1．8�
33 オスティリオ 牡2栗 55 池添 謙一 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム 496＋121：55．12 10．9�
711 プレイヤーズハイ 牡2黒鹿55 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 436＋ 21：55．31 6．3	
57 タイセイモナーク 牡2鹿 55 松若 風馬田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：56．04 6．8

56 クリノオオクニヌシ 牡2黒鹿 55

53 △富田 暁栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 474－ 61：56．1クビ 158．5�
69 フェブタイズ 牡2鹿 55 酒井 学釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 506－ 6 〃 ハナ 114．3�
710 ユーバーファル 牡2芦 55 岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 浦河 中神牧場 512－ 41：56．63 217．7
45 マッシブアプローズ 牡2鹿 55 北村 友一小林竜太郎氏 作田 誠二 新冠 協和牧場 B492－ 21：56．81� 52．3�
11 オールマイト 牡2鹿 55 水口 優也中西 功氏 崎山 博樹 日高 高山牧場 448－121：56．9� 25．0�
22 アイファーレーザー 牡2鹿 55 小牧 太中島 稔氏 崎山 博樹 新冠 川上 悦夫 426－ 81：58．6大差 420．3�
813 オーミマサムネ 牡2栗 55 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新ひだか 聖心台牧場 426－ 42：01．9大差 344．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，956，900円 複勝： 29，339，200円 枠連： 7，194，200円
馬連： 36，230，600円 馬単： 19，987，900円 ワイド： 24，952，400円
3連複： 47，210，000円 3連単： 69，500，500円 計： 256，371，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，520円 複 勝 � 390円 � 190円 � 110円 枠 連（4－6） 3，650円

馬 連 �� 11，140円 馬 単 �� 22，710円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 730円 �� 320円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 63，300円

票 数

単勝票数 計 219569 的中 � 5286（7番人気）
複勝票数 計 293392 的中 � 11121（7番人気）� 30047（4番人気）� 119689（1番人気）
枠連票数 計 71942 的中 （4－6） 1525（14番人気）
馬連票数 計 362306 的中 �� 2520（27番人気）
馬単票数 計 199879 的中 �� 660（49番人気）
ワイド票数 計 249524 的中 �� 2597（24番人気）�� 8491（9番人気）�� 22682（3番人気）
3連複票数 計 472100 的中 ��� 8579（16番人気）
3連単票数 計 695005 的中 ��� 796（168番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―13．1―12．6―12．6―12．8―12．9―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．8―50．4―1：03．0―1：15．8―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アルームスクレト �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2018．10．14 京都6着

2016．5．30生 牡2鹿 母 ブラストスイフト 母母 バルチックチル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーミマサムネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月17日まで平地競

走に出走できない。

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５日



3105111月17日 晴 良 （30京都5）第5日 第3競走 ��
��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

812 ソルトイブキ 牡2黒鹿55 四位 洋文杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 474－ 21：36．3 25．0�
44 トップウイナー 牡2栗 55 松山 弘平�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 464＋ 41：36．51� 7．1�
56 エ ピ ロ ー グ 牝2鹿 54 岩田 康誠藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 458－ 61：36．6� 8．8�
22 ス ピ ン ク 牝2鹿 54 北村 友一窪田 康志氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 430＋ 61：36．7� 6．9�
711� スカーレットベガ 牝2栗 54 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 愛

Eimear Mulhern
& Maureen
Haughey

410＋ 21：37．01	 17．2�
33 ダブルクラッチ 牡2鹿 55 松若 風馬 �キャロットファーム 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 476＋141：37．1� 19．5	
45 ドリームウィング 牝2黒鹿54 松田 大作松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 424－ 4 〃 クビ 46．3

68 ハ ニ エ ル 牝2鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416＋ 21：37．2� 3．0�
69 パ ン ド ラ 牝2鹿 54 川田 将雅 J．ウー氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 430－ 61：37．41 3．8
57 アルデエンブレム 牡2栗 55 酒井 学中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 476－ 21：37．5� 201．5�
710 ドゥーエノルドゥ 牝2栗 54 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 6 〃 クビ 209．6�
813 メイショウユウバエ 牝2鹿 54

52 △富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 
川フアーム 482－ 81：37．6	 52．7�
11 マイディスティニー 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �ローレルレーシング 武藤 善則 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 492－ 41：38．34 239．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，048，400円 複勝： 32，331，900円 枠連： 10，513，900円
馬連： 40，350，400円 馬単： 20，478，200円 ワイド： 31，662，900円
3連複： 54，105，300円 3連単： 70，643，400円 計： 284，134，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，500円 複 勝 � 580円 � 210円 � 230円 枠 連（4－8） 3，100円

馬 連 �� 6，250円 馬 単 �� 18，630円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 2，120円 �� 690円

3 連 複 ��� 13，040円 3 連 単 ��� 108，050円

票 数

単勝票数 計 240484 的中 � 8120（8番人気）
複勝票数 計 323319 的中 � 12102（8番人気）� 44177（3番人気）� 40113（5番人気）
枠連票数 計 105139 的中 （4－8） 2627（11番人気）
馬連票数 計 403504 的中 �� 5001（20番人気）
馬単票数 計 204782 的中 �� 824（55番人気）
ワイド票数 計 316629 的中 �� 3697（24番人気）�� 3751（23番人気）�� 12460（8番人気）
3連複票数 計 541053 的中 ��� 3110（43番人気）
3連単票数 計 706434 的中 ��� 474（313番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．9―36．1―48．8―1：01．3―1：13．6―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソルトイブキ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．8 京都8着

2016．3．19生 牡2黒鹿 母 アイノココロ 母母 マイバレンタイン 3戦1勝 賞金 5，750，000円
※ドゥーエノルドゥ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3105211月17日 晴 良 （30京都5）第5日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時30分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：07．8

良
良

818 ヒ ラ ソ ー ル 牡2鹿 55 岩田 康誠阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 458－ 61：09．9 16．3�
23 バトルアグレッシブ 牡2黒鹿55 酒井 学宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 488＋ 21：10．11� 19．3�
24 クールリアル 牡2鹿 55 松若 風馬川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 462＋ 81：10．41� 20．4�
48 パ ド カ ト ル 牡2鹿 55 松山 弘平今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 452－ 21：10．5� 4．9�
510 ラインアポロン 牡2鹿 55 藤懸 貴志大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 438－ 41：10．71� 14．0�
59 ア ス カ リ 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 484－121：10．8� 5．6	
816 セデックカズマ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 470＋ 21：10．9� 7．3

36 マイネルカゲツ 牡2鹿 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 452＋141：11．0� 25．7�
35 エイシンオリヒメ 牝2黒鹿54 池添 謙一�栄進堂 武 幸四郎 浦河 栄進牧場 430± 01：11．1� 6．8�
11 シュンカジョウ 牝2鹿 54 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 426－101：11．2� 38．3
714 バンカーズギャル 牝2栗 54 北村 友一永井 秀貴氏 高橋 義忠 新冠 石郷岡 雅樹 442－ 21：11．3� 100．3�
12 ト シ エ 牝2栗 54 小牧 太仲山誉志夫氏 森 秀行 平取 北島牧場 458＋ 21：11．4� 60．1�
817 スキンズマッチ 牡2鹿 55 国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 新冠 スカイビーチステーブル 422± 01：11．61 166．0�
612 ケイティシャイン 牝2鹿 54 高倉 稜瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 矢野牧場 442－ 41：12．02� 290．0�
47 レサラダアスール 牝2黒鹿 54

51 ▲服部 寿希�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 444± 01：12．1� 265．5�
713 ビップデーア 牝2栗 54 岩崎 翼鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 千代田牧場 410－ 41：12．2� 363．3�
611 ウインクルマリヒメ 牝2黒鹿54 太宰 啓介�有能 高橋 亮 日高 竹島 幸治 402－101：12．41� 5．5�
715 チャンスウィルカム 牝2栗 54

52 △富田 暁飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 452－ 21：12．61� 380．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，868，300円 複勝： 42，051，500円 枠連： 15，606，800円
馬連： 48，383，600円 馬単： 20，087，900円 ワイド： 37，995，500円
3連複： 71，532，600円 3連単： 78，963，600円 計： 340，489，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 560円 � 630円 � 630円 枠 連（2－8） 3，370円

馬 連 �� 16，790円 馬 単 �� 34，630円

ワ イ ド �� 4，450円 �� 3，300円 �� 4，000円

3 連 複 ��� 65，900円 3 連 単 ��� 381，650円

票 数

単勝票数 計 258683 的中 � 13357（7番人気）
複勝票数 計 420515 的中 � 19973（7番人気）� 17716（8番人気）� 17431（9番人気）
枠連票数 計 156068 的中 （2－8） 3582（14番人気）
馬連票数 計 483836 的中 �� 2233（47番人気）
馬単票数 計 200879 的中 �� 435（95番人気）
ワイド票数 計 379955 的中 �� 2197（47番人気）�� 2984（39番人気）�� 2449（45番人気）
3連複票数 計 715326 的中 ��� 814（157番人気）
3連単票数 計 789636 的中 ��� 150（920番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―11．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．0―46．4―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．9
3 4，6（3，9）11，10，8，7（14，12）（2，18，16）5－1（13，17）＝15 4 ・（4，6）（3，9）（10，11）8（7，14，18，16）（2，5）12（1，13，17）＝15

勝馬の
紹 介

ヒ ラ ソ ー ル �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．6．9 阪神2着

2016．4．27生 牡2鹿 母 ハナイチリン 母母 リンデンリリー 6戦1勝 賞金 9，300，000円
〔制裁〕 ヒラソール号の騎手岩田康誠は，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：10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 フィーユブランシェ号



3105311月17日 晴 良 （30京都5）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時20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

22 ルプリュフォール 牡2鹿 55 浜中 俊名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 494 ―1：36．7 1．8�
89 プリモプレミオ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 456 ―1：36．91� 7．5�
78 ボ ナ セ ー ラ 牡2鹿 55 藤岡 康太山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 456 ―1：37．0� 24．6�
77 アンブレイカブル 牡2黒鹿55 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新ひだか 土居牧場 516 ―1：37．21� 64．1�
33 トモジャチャーリー 牡2鹿 55 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 506 ―1：37．51� 8．1�
810 マジストラル 牡2鹿 55 川田 将雅 	サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494 ― 〃 ハナ 4．0

55 マーガレットリバー 牡2鹿 55 北村 友一�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 514 ―1：37．6クビ 21．9�
44 アラブルテーラー 牡2青鹿55 松山 弘平中西 浩一氏 坂口 正則 新冠 ハシモトフアーム 448 ―1：37．81� 88．9�
66 ドウニモトマラナイ 牝2黒鹿54 藤懸 貴志内田 玄祥氏 小崎 憲 日高 原田牧場 458 ―1：38．22� 104．8
11 アドベントクランツ 牝2黒鹿54 松若 風馬名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 454 ―1：38．41� 87．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，673，800円 複勝： 47，353，100円 枠連： 10，244，600円
馬連： 34，987，600円 馬単： 23，951，400円 ワイド： 23，813，600円
3連複： 44，043，800円 3連単： 84，749，500円 計： 299，817，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 270円 枠 連（2－8） 220円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 270円 �� 510円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 4，500円

票 数

単勝票数 計 306738 的中 � 142942（1番人気）
複勝票数 計 473531 的中 � 284528（1番人気）� 36372（3番人気）� 18053（5番人気）
枠連票数 計 102446 的中 （2－8） 35116（1番人気）
馬連票数 計 349876 的中 �� 53121（2番人気）
馬単票数 計 239514 的中 �� 25654（3番人気）
ワイド票数 計 238136 的中 �� 26018（3番人気）�� 11462（7番人気）�� 6167（10番人気）
3連複票数 計 440438 的中 ��� 16662（7番人気）
3連単票数 計 847495 的中 ��� 13637（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．7―49．2―1：01．4―1：13．3―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルプリュフォール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2016．3．7生 牡2鹿 母 マイノチカラ 母母 シャンクシー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ロードアブソルート号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

3105411月17日 曇 良 （30京都5）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時50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
1：11．0
1：10．2

重
不良

24 � モンペルデュ 牝2鹿 54 川田 将雅吉田 和子氏 松永 幹夫 米
Bluewater Sales,
LLC & Three
Diamonds Farm

466 ―1：12．3 4．3�
611 モズカプリッチョ 牡2鹿 55 小牧 太 �キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 482 ―1：13．15 22．9�
11 メイショウメイリン 牡2黒鹿55 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 454 ― 〃 クビ 5．8�
612 グレースアンバー 牝2栗 54 岩田 康誠吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 426 ―1：13．2� 2．4�
35 レイナブローニュ 牝2栗 54 北村 友一山本又一郎氏 斉藤 崇史 新冠 秋田牧場 452 ― 〃 アタマ 33．7�
48 メイショウヤシャ 牡2栗 55 松山 弘平松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 468 ―1：13．3クビ 19．6	
713 ゴールデンライオン 牡2鹿 55 国分 恭介石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470 ―1：13．4	 81．9

23 アスカノダイチ 牡2栗 55 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 498 ―1：13．82	 102．7�
12 � デルマカトリーナ 牝2鹿 54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 436 ―1：14．43	 8．2�
714 コンボルブルス 牡2黒鹿55 四位 洋文村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 442 ―1：14．72 65．0
510 サウンドシュリット 牝2黒鹿54 池添 謙一増田 雄一氏 高橋 康之 様似 髙村 伸一 452 ― 〃 ハナ 34．5�
47 タカノオージャ 牡2鹿 55 藤岡 佑介山口多賀司氏 村山 明 新冠 守矢牧場 488 ―1：14．91
 16．7�
816 アポロホープ 牝2芦 54

51 ▲三津谷隼人アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 508 ―1：15．11
 227．2�
59 アーティクル 牝2青鹿54 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 津島 優治 454 ―1：15．31
 100．0�
36 ヤマニンヒラソル 牝2黒鹿 54

52 △富田 暁土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 光夫 458 ―1：16．78 247．5�
815 テイケイリヴェール 牡2栗 55 岩崎 翼兼松 忠男氏 大橋 勇樹 平取 中川 隆 480 ―1：18．310 293．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，009，600円 複勝： 30，927，900円 枠連： 15，981，000円
馬連： 45，974，400円 馬単： 22，586，600円 ワイド： 31，697，900円
3連複： 60，518，600円 3連単： 70，714，400円 計： 310，410，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 380円 � 200円 枠 連（2－6） 670円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 630円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 8，710円 3 連 単 ��� 60，310円

票 数

単勝票数 計 320096 的中 � 61086（2番人気）
複勝票数 計 309279 的中 � 47008（2番人気）� 17431（6番人気）� 43429（3番人気）
枠連票数 計 159810 的中 （2－6） 18344（2番人気）
馬連票数 計 459744 的中 �� 6646（20番人気）
馬単票数 計 225866 的中 �� 1948（28番人気）
ワイド票数 計 316979 的中 �� 4513（21番人気）�� 13445（5番人気）�� 6360（13番人気）
3連複票数 計 605186 的中 ��� 5208（29番人気）
3連単票数 計 707144 的中 ��� 850（188番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．2―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．0―47．2―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モンペルデュ �
�
父 Cairo Prince �

�
母父 Flatter 初出走

2016．4．22生 牝2鹿 母 Spanish Post 母母 Spanish Play 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイケイリヴェール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月17日まで平

地競走に出走できない。
※レイナブローニュ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3105511月17日 曇 良 （30京都5）第5日 第7競走 ��
��1，900�サラブレッド系3歳以上

発走13時20分 （ダート・右）
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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

11 オ ク ラ ホ マ 牡4栗 57 北村 友一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B508－ 61：59．4 16．5�
48 ダンサクドゥーロ 牡4芦 57 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 510± 02：00．03� 5．4�
23 サンライズセナ 牡3栗 55 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 498± 0 〃 クビ 2．0�
36 メ ガ フ レ ア 牡4黒鹿57 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 500＋222：00．42� 16．0�
12 ブルベアラクーン 牡4栗 57 高倉 稜 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 B548± 02：00．5� 122．8�
713 パキュートハート 牡3鹿 55 太宰 啓介中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 520－ 82：00．81	 5．6	
59 キタサンヴィクター 牡3鹿 55

53 △富田 暁
大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 506＋ 42：00．9クビ 10．4�
611 ゴールドインゴット 牡5黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 488＋16 〃 クビ 171．0�
510 クリノカポネ 
3鹿 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 62：01．11� 32．6
47 マ ン ナ ム 牡3鹿 55 松若 風馬永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 482－ 42：01．84 74．2�
35 メイショウケンプウ 牝5黒鹿55 国分 恭介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 444－ 82：02．01 97．9�
612 ショウナンマリブ 牡3芦 55 酒井 学国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 480＋ 22：02．2	 32．0�
24 オーデットエール 
3鹿 55 松田 大作中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 484＋14 〃 ハナ 41．9�
816 キングブラック 牡3鹿 55 水口 優也伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 514＋102：02．73 92．3�
815 オースミメテオール 牡4黒鹿57 藤懸 貴志�オースミ 松元 茂樹 様似 猿倉牧場 540＋ 82：03．33� 223．2�
714 フ ォ ン ス 牡5黒鹿57 池添 謙一ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 42：04．36 24．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，123，100円 複勝： 45，981，100円 枠連： 16，680，000円
馬連： 61，840，500円 馬単： 26，794，700円 ワイド： 42，062，200円
3連複： 81，376，500円 3連単： 100，264，000円 計： 407，122，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 330円 � 170円 � 110円 枠 連（1－4） 3，460円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 620円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 24，980円

票 数

単勝票数 計 321231 的中 � 15489（6番人気）
複勝票数 計 459811 的中 � 21206（6番人気）� 58312（3番人気）� 174648（1番人気）
枠連票数 計 166800 的中 （1－4） 3733（12番人気）
馬連票数 計 618405 的中 �� 13510（12番人気）
馬単票数 計 267947 的中 �� 2673（24番人気）
ワイド票数 計 420622 的中 �� 9706（11番人気）�� 16371（6番人気）�� 46940（2番人気）
3連複票数 計 813765 的中 ��� 27963（5番人気）
3連単票数 計1002640 的中 ��� 2909（72番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．7―12．4―12．6―12．7―12．6―12．7―13．1―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．5―30．2―42．6―55．2―1：07．9―1：20．5―1：33．2―1：46．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オ ク ラ ホ マ �
�
父 Cape Blanco �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2016．9．24 阪神5着

2014．4．9生 牡4栗 母 フラーテイシャスミス 母母 Seductive Smile 17戦3勝 賞金 36，357，000円
〔その他〕 フォンス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フォンス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年12月17日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サザンブリーズ号・ミトノブラック号

3105611月17日 晴 良 （30京都5）第5日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （芝・右）
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
1：56．8
1：56．1

良
良

79 モーヴサファイア 牝4鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 526＋142：00．9 3．1�
22 センテリュオ 牝3鹿 53 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460＋162：01．11 1．9�
33 ミスディレクション �4黒鹿57 太宰 啓介�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋102：01．42 13．7�
66 シ ョ パ ン 牡5黒鹿57 松山 弘平窪田 康志氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 アタマ 9．3�
78 ロードアクシス 牡3黒鹿55 酒井 学 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 464＋ 82：01．61	 21．6	
810 バイオレントブロー 牡3黒鹿55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 484＋ 42：01．7
 11．4

811� ミトノグラス 牡5鹿 57 小牧 太ロイヤルパーク 崎山 博樹 新冠 ハクツ牧場 496＋10 〃 同着 160．4�
11 ディープウェーブ 牡8青鹿 57

55 △富田 暁万波 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 438± 02：01．8
 78．4�

67 ファスナハト 牡5青鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 544＋ 42：01．9クビ 81．1
44 クリノサンスーシ 牝5鹿 55 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 458－ 22：02．22 141．4�
55 ビービーブレスユー 牡5鹿 57 岩田 康誠�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 516＋ 2 〃 クビ 18．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，966，100円 複勝： 42，689，000円 枠連： 11，124，600円
馬連： 59，919，100円 馬単： 33，201，000円 ワイド： 38，013，300円
3連複： 71，458，300円 3連単： 131，625，500円 計： 421，996，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 110円 � 190円 枠 連（2－7） 270円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 160円 �� 470円 �� 390円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 2，820円

票 数

単勝票数 計 339661 的中 � 87014（2番人気）
複勝票数 計 426890 的中 � 78967（2番人気）� 187439（1番人気）� 29616（5番人気）
枠連票数 計 111246 的中 （2－7） 31048（1番人気）
馬連票数 計 599191 的中 �� 168331（1番人気）
馬単票数 計 332010 的中 �� 41087（2番人気）
ワイド票数 計 380133 的中 �� 79674（1番人気）�� 17186（8番人気）�� 21214（5番人気）
3連複票数 計 714583 的中 ��� 72031（2番人気）
3連単票数 計1316255 的中 ��� 33830（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―36．4―48．7―1：01．4―1：14．3―1：26．3―1：37．8―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モーヴサファイア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．7．3 中京1着

2014．2．5生 牝4鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 11戦4勝 賞金 56，766，000円



3105711月17日 晴 良 （30京都5）第5日 第9競走 ��
��1，800�

き

も ち の 木 賞
発走14時30分 （ダート・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：51．0
1：50．9

重
不良

89 ノーヴァレンダ 牡2黒鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 534＋ 61：52．2 3．6�
77 ダンサーバローズ 牡2栗 55 藤岡 佑介猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか ウエスタンファーム 526－ 61：52．94 2．9�
810 メイショウソテツ 牡2青 55 川田 将雅松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 504＋ 2 〃 クビ 12．7�
78 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡2白 55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：53．0クビ 6．2�
55 ニューモニュメント 牡2鹿 55 国分 恭介前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 474－ 61：54．06 73．3	
44 ガ ン ケ ン 牡2黒鹿55 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 522＋141：54．21� 20．1

66 セ ロ シ ア 牡2黒鹿55 岩田 康誠�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 21：54．41� 19．5�
22 レクスミノル 牡2栗 55 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 21：55．46 11．6�
11 サルサレイア 牝2栗 54 藤岡 康太菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 472＋ 81：56．25 7．9
33 コパノマーティン 牡2黒鹿55 池添 謙一小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 478－ 21：56．51� 89．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 51，924，000円 複勝： 47，857，100円 枠連： 16，903，900円
馬連： 94，296，400円 馬単： 44，346，300円 ワイド： 51，354，800円
3連複： 110，489，900円 3連単： 178，862，000円 計： 596，034，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 140円 � 230円 枠 連（7－8） 290円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 250円 �� 700円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 5，830円

票 数

単勝票数 計 519240 的中 � 118904（2番人気）
複勝票数 計 478571 的中 � 101763（1番人気）� 98134（2番人気）� 39972（6番人気）
枠連票数 計 169039 的中 （7－8） 43865（1番人気）
馬連票数 計 942964 的中 �� 138217（1番人気）
馬単票数 計 443463 的中 �� 30727（2番人気）
ワイド票数 計 513548 的中 �� 61224（1番人気）�� 16945（11番人気）�� 26306（5番人気）
3連複票数 計1104899 的中 ��� 59175（3番人気）
3連単票数 計1788620 的中 ��� 22222（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．9―49．5―1：02．3―1：14．9―1：27．1―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーヴァレンダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．9．29 阪神中止

2016．2．9生 牡2黒鹿 母 モンプティクール 母母 ゲートドクール 3戦2勝 賞金 15，224，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。

3105811月17日 晴 良 （30京都5）第5日 第10競走 ��
��2，200�

ひ え い

比叡ステークス
発走15時05分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，29．11．18以降30．11．11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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

22 グローブシアター 牡4黒鹿56 浜中 俊 �キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 448± 02：14．7 2．2�
88 ア ク ー ト 牡5鹿 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 クビ 5．3�
44 アルメリアブルーム 牝4鹿 52 藤岡 康太 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 434＋ 82：14．8� 4．3�
55 ケンホファヴァルト 牡5鹿 56 川田 将雅中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 470＋ 8 〃 ハナ 9．4�
66 メイショウキトラ 牡7栗 52 畑端 省吾松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 498± 02：14．9� 8．8�
11 	 スティルウォーター 牝5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 420＋ 22：15．11
 8．3

77 マイネルカレッツァ 牡6黒鹿54 北村 友一 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 506－ 22：15．2クビ 33．1�
33 エクセレントミスズ 牡5鹿 54 国分 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 464－ 22：15．3� 40．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，345，800円 複勝： 42，179，000円 枠連： 発売なし
馬連： 84，844，500円 馬単： 40，570，900円 ワイド： 41，872，800円
3連複： 90，733，000円 3連単： 184，529，100円 計： 525，075，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 220円 �� 220円 �� 420円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 2，570円

票 数

単勝票数 計 403458 的中 � 143160（1番人気）
複勝票数 計 421790 的中 � 134523（1番人気）� 66212（2番人気）� 63207（3番人気）
馬連票数 計 848445 的中 �� 106437（2番人気）
馬単票数 計 405709 的中 �� 33170（2番人気）
ワイド票数 計 418728 的中 �� 50897（2番人気）�� 52461（1番人気）�� 22020（6番人気）
3連複票数 計 907330 的中 ��� 94977（1番人気）
3連単票数 計1845291 的中 ��� 51860（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．9―12．6―12．6―13．0―12．6―11．9―11．6―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．7―37．6―50．2―1：02．8―1：15．8―1：28．4―1：40．3―1：51．9―2：02．7

コーナー
通過順位

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

2
4
5－7－2，3，8－（4，6）－1
5，7（3，2）8，4，6－1

勝馬の
紹 介

グローブシアター 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．11．13 京都1着

2014．2．14生 牡4黒鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 13戦5勝 賞金 95，712，000円



3105911月17日 晴 良 （30京都5）第5日 第11競走 ��
��2，000�アンドロメダステークス

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，29．11．18以降30．11．11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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

58 ドレッドノータス �5栗 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋102：00．4 3．8�
814 サーブルオール 牡5鹿 55 池添 謙一 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：00．72 2．6�
46 アメリカズカップ 牡4黒鹿56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 446－ 22：00．8� 38．1�
11 ケ ン ト オ ー 牡6黒鹿55 松若 風馬田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 464＋ 42：00．9クビ 22．1�
713 サイモンラムセス 牡8鹿 53 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B454－ 2 〃 クビ 25．2�
712 ミライヘノツバサ 牡5芦 56 藤岡 佑介三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 496＋ 62：01．0クビ 9．3	
22 	 スズカディープ �6青鹿53 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B430＋12 〃 クビ 40．7

610 カ デ ナ 牡4鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 480＋10 〃 同着 27．5�
59 ゲ ッ カ コ ウ 牝5黒鹿53 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 476－ 2 〃 クビ 54．7
815 アクションスター 牡8栗 51 富田 暁福井 明氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 42：01．1クビ 179．8�
611	 ショウナンバッハ 牡7鹿 54 川田 将雅国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B448－ 2 〃 クビ 7．3�
35 トーセンマタコイヤ 牡7青鹿54 藤岡 康太島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478－ 22：01．31
 28．9�
34 キ ョ ウ ヘ イ 牡4鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 444＋ 6 〃 クビ 23．5�
47 ワンミリオンス 牝5鹿 54 四位 洋文 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472－132：01．4クビ 89．2�
23 プラチナムバレット 牡4芦 57 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド B476－ 22：03．2大差 12．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 90，756，600円 複勝： 114，996，400円 枠連： 54，444，000円
馬連： 273，115，100円 馬単： 96，076，800円 ワイド： 149，253，700円
3連複： 390，220，900円 3連単： 488，989，400円 計： 1，657，852，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 130円 � 650円 枠 連（5－8） 590円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，770円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 7，470円 3 連 単 ��� 28，690円

票 数

単勝票数 計 907566 的中 � 187657（2番人気）
複勝票数 計1149964 的中 � 188586（2番人気）� 294257（1番人気）� 29727（12番人気）
枠連票数 計 544440 的中 （5－8） 70793（1番人気）
馬連票数 計2731151 的中 �� 362441（1番人気）
馬単票数 計 960768 的中 �� 61224（2番人気）
ワイド票数 計1492537 的中 �� 187776（1番人気）�� 19380（21番人気）�� 14946（28番人気）
3連複票数 計3902209 的中 ��� 39168（20番人気）
3連単票数 計4889894 的中 ��� 12354（65番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．7―12．4―12．4―12．5―11．8―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．8―49．2―1：01．6―1：14．1―1：25．9―1：37．3―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．5
1
3
3，13（1，8）12，2（5，6，14）9－7，15，11（4，10）・（3，13）12（1，8）14（5，2）6（9，7）（11，15）－（4，10）

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

勝馬の
紹 介

ドレッドノータス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．25 京都1着

2013．3．9生 �5栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 19戦5勝 賞金 132，135，000円
※カデナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3106011月17日 晴 良 （30京都5）第5日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時20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
1：19．0
1：19．0

良
良

610 ロッテンマイヤー 牝5鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：21．2 4．2�
22 ガ ゼ ボ 牡3青 56 北村 友一吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 524＋ 41：21．41 10．1�
58 ト ン ボ イ 牝3栗 54 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 428－ 21：21．5� 29．1�
713 グランドロワ 牡4栗 57 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B488＋ 41：21．82 5．9�
59 ジュンヴァルロ 牡3栗 56 岩田 康誠河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：22．01 5．4�
712 ティルナノーグ 	6鹿 57 藤岡 康太前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 01：22．1� 39．8	
35 アルジャーノン 牡3栗 56 松若 風馬 Him Rock Racing

ホールディングス
 荒川 義之 日高 北田 剛 442± 01：22．2クビ 7．6�
34 アクセラレート 牡6鹿 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 41：22．3� 14．6�
815 オ フ ク ヒ メ 牝5黒鹿55 池添 謙一山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 462± 0 〃 アタマ 75．3
611
 シゲルノマオイ 牡6栗 57 太宰 啓介森中 蕃氏 武 英智 浦河 中村 雅明 490＋ 4 〃 アタマ 31．3�
46 ジョーマイク 	5栗 57 国分 恭介上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 484＋12 〃 アタマ 120．1�
23 
 ゴーフォワード 	5鹿 57

54 ▲三津谷隼人前田 剛氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：22．5� 321．6�
47 
 オリエンタルポリス 牡5芦 57 小牧 太下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 488＋ 2 〃 クビ 97．7�
814 クリアザトラック 牡4鹿 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス
 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 448－ 21：22．71� 4．2�
11 ラ ノ カ ウ 牝3栗 54 松田 大作畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 434－ 21：22．8� 105．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 66，792，200円 複勝： 88，543，300円 枠連： 34，746，200円
馬連： 148，804，100円 馬単： 61，381，000円 ワイド： 100，302，200円
3連複： 209，658，100円 3連単： 270，002，500円 計： 980，229，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 310円 � 680円 枠 連（2－6） 2，620円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，750円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 21，440円 3 連 単 ��� 92，720円

票 数

単勝票数 計 667922 的中 � 124605（2番人気）
複勝票数 計 885433 的中 � 129709（2番人気）� 74197（6番人気）� 28729（9番人気）
枠連票数 計 347462 的中 （2－6） 10267（13番人気）
馬連票数 計1488041 的中 �� 35520（13番人気）
馬単票数 計 613810 的中 �� 8308（23番人気）
ワイド票数 計1003022 的中 �� 23007（12番人気）�� 14752（21番人気）�� 7525（36番人気）
3連複票数 計2096581 的中 ��� 7332（66番人気）
3連単票数 計2700025 的中 ��� 2111（301番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．1―46．8―58．2―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．4
3 13，8，10（1，9，5）（3，14）2（6，15）7－（12，11）4 4 13（8，10）14（1，9，5）15（2，3，6）7－（12，11）－4

勝馬の
紹 介

ロッテンマイヤー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．1．10 京都1着

2013．3．23生 牝5鹿 母 アーデルハイト 母母 ビ ワ ハ イ ジ 13戦3勝 賞金 60，883，000円



（30京都5）第5日 11月17日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

218，370，000円
17，960，000円
22，470，000円
1，020，000円
24，100，000円
68，414，000円
4，186，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
471，313，500円
626，137，900円
203，850，000円
969，098，200円
433，864，300円
603，056，500円
1，292，355，400円
1，818，107，700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 6，417，783，500円

総入場人員 16，322名 （有料入場人員 15，011名）
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