
3108511月25日 晴 良 （30京都5）第8日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時50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
1：11．0
1：10．2

重
不良

11 レ サ イ ヤ 牡2黒鹿55 岩田 康誠落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 480＋ 41：13．2 8．9�
713 モズベイビー 牡2青鹿 55

53 △藤田菜七子 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 B502＋ 61：13．73 4．2�
35 メイショウドウダン 牡2黒鹿55 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 438＋ 41：13．8� 139．8�
612	 ユ ニ キ ャ ラ 牝2鹿 54 福永 祐一岡 浩二氏 中竹 和也 米 Claiborne

Farm 484± 01：13．9
 3．9�
12 アイファーメンバー 牡2鹿 55 小牧 太中島 稔氏 西橋 豊治 浦河 中島牧場 476＋ 21：14．0クビ 13．4�
24 スズカモンド 牡2栗 55 松若 風馬永井 啓弍氏 谷 潔 青森 町屋 勝幸 458＋10 〃 クビ 7．9	
23 トウケイクレナイ 牝2黒鹿54 酒井 学木村 信彦氏 飯田 祐史 浦河 谷川牧場 474－ 41：14．1� 9．8

510 スペースコロニー 牡2栗 55 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 440± 0 〃 アタマ 49．8�
36 ユンゲンハフト 牝2鹿 54 吉原 寛人藤田 好紀氏 西村 真幸 浦河 杵臼牧場 464＋121：14．2クビ 11．2�

（金沢）

59 エールジョリー 牝2鹿 54 菱田 裕二佐伯由加理氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 424－ 21：15．15 275．4
714 スカーヴァティ 牝2黒鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 430－ 21：15．41� 7．7�
815 ヤマイチエルサ 牝2黒鹿 54

52 △富田 暁坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 418± 01：15．61� 162．1�
816 メモリーハイル 牡2鹿 55 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 496＋ 61：16．13 78．8�
47 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± 01：17．05 333．9�
611 アイファーリリー 牝2鹿 54

53 ☆義 英真中島 稔氏 崎山 博樹 新冠 川上 悦夫 386－ 61：18．27 512．2�
48 メイショウタンテツ 牡2芦 55

52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 446＋ 21：19．26 141．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，327，100円 複勝： 42，875，200円 枠連： 16，082，300円
馬連： 60，331，900円 馬単： 29，703，600円 ワイド： 44，298，400円
3連複： 94，402，500円 3連単： 105，165，200円 計： 421，186，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 270円 � 180円 � 1，720円 枠 連（1－7） 690円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 820円 �� 8，200円 �� 8，030円

3 連 複 ��� 63，950円 3 連 単 ��� 282，380円

票 数

単勝票数 計 283271 的中 � 26825（5番人気）
複勝票数 計 428752 的中 � 42108（4番人気）� 77086（2番人気）� 4933（11番人気）
枠連票数 計 160823 的中 （1－7） 17885（2番人気）
馬連票数 計 603319 的中 �� 21348（8番人気）
馬単票数 計 297036 的中 �� 4438（21番人気）
ワイド票数 計 442984 的中 �� 14747（7番人気）�� 1353（49番人気）�� 1382（47番人気）
3連複票数 計 944025 的中 ��� 1107（118番人気）
3連単票数 計1051652 的中 ��� 270（518番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．9―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．1―47．0―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．1
3 ・（1，13）12，10－14，4（5，6）（2，3，9，16）15＝11－7＝8 4 ・（1，13）－12－10－4（5，14，6）（2，3）－9－（15，16）＝11，7＝8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レ サ イ ヤ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2018．10．13 京都3着

2016．3．12生 牡2黒鹿 母 ファイナルリリー 母母 リンデンリリー 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーリリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月25日まで平地

競走に出走できない。
メイショウタンテツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月25日まで平地
競走に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3108611月25日 晴 良 （30京都5）第8日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時15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

715 テルモードーサ 牝2鹿 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：21．9 10．2�
36 ブールバール 牝2鹿 54 酒井 学寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 438± 01：22．0� 25．0�
510 ハナイロコマチ 牝2鹿 54 川島 信二岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 松木 加代 440± 0 〃 クビ 3．8�
23 ノ ー ワ ン 牝2鹿 54 吉原 寛人藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 474－ 21：22．1クビ 8．7�

（金沢）

11 トロイメント 牝2青 54 浜中 俊�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 430＋ 21：22．31� 8．0�
611 ベ ル ヴ ォ ワ 牝2鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 61：22．61� 5．2	
818 プ ロ ム 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 492＋ 41：22．7� 6．0

48 エイシンロード 牝2黒鹿54 福永 祐一�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 484＋ 41：22．8� 9．3�
714 フェニアンサイクル 牝2鹿 54 松山 弘平一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 412－ 8 〃 クビ 34．4�
816 クリノオンリーワン 牝2芦 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 430± 01：23．01 501．5
713 ジョースイーツ 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太上田けい子氏 沖 芳夫 新ひだか 平野牧場 478＋ 21：23．31� 69．5�
47 メイショウイヤサカ 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 様似 中脇 一幸 428－ 61：23．61� 275．7�
612 ベストクィーン 牝2栗 54 松若 風馬田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 420± 0 〃 アタマ 45．7�
817 バレエシューズ 牝2栗 54 太宰 啓介窪田 芳郎氏 高橋 亮 新ひだか 佐藤 陽一 412＋ 41：23．81 214．8�
59 ユウナブランシェ 牝2鹿 54 松田 大作野田 善己氏 千田 輝彦 新冠 武田 修一 422＋ 21：24．01� 475．4�
12 ハーゲンフレイヤ 牝2鹿 54 小崎 綾也大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 438＋181：24．32 204．3�
24 ピサノアマゾン 牝2鹿 54 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 新ひだか タツヤファーム 456－ 41：24．62 406．3�
35 テンノイセヒメ 牝2黒鹿 54

53 ☆川又 賢治天白 泰司氏 高柳 大輔 洞	湖 レイクヴィラファーム 408－ 41：24．81� 471．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，765，100円 複勝： 58，659，100円 枠連： 15，207，400円
馬連： 74，209，400円 馬単： 32，131，200円 ワイド： 53，763，400円
3連複： 111，745，000円 3連単： 113，439，600円 計： 496，920，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 290円 � 450円 � 180円 枠 連（3－7） 4，670円

馬 連 �� 8，840円 馬 単 �� 15，160円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 800円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 11，750円 3 連 単 ��� 76，790円

票 数

単勝票数 計 377651 的中 � 31264（7番人気）
複勝票数 計 586591 的中 � 50639（7番人気）� 28223（8番人気）� 105640（1番人気）
枠連票数 計 152074 的中 （3－7） 2519（22番人気）
馬連票数 計 742094 的中 �� 6503（28番人気）
馬単票数 計 321312 的中 �� 1589（53番人気）
ワイド票数 計 537634 的中 �� 6050（27番人気）�� 17998（8番人気）�� 9213（22番人気）
3連複票数 計1117450 的中 ��� 7131（44番人気）
3連単票数 計1134396 的中 ��� 1071（278番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．9―46．6―58．0―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テルモードーサ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．6．17 阪神3着

2016．4．22生 牝2鹿 母 ペンテシレイア 母母 アコースティクス 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔その他〕 ハナイロコマチ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 アルバリズム号・テイエムメロディー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第５回 京都競馬 第８日
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



3108711月25日 晴 良 （30京都5）第8日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時40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

68 ヒルノダカール 牡2青鹿55 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 512＋ 62：01．7 3．7�
56 アドマイヤコースト 牡2黒鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－ 22：02．12� 7．9�
55 メロディーレーン 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 340± 02：02．31� 330．1�
710 モンドヌーヴォー 牡2黒鹿55 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋102：02．4クビ 5．2�
67 ロードゼウス 牡2青鹿55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 8 〃 クビ 2．4	
812 タイセイモナーク 牡2鹿 55 吉原 寛人田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 45．6


（金沢）

44 ダ イ ダ ロ ス �2青鹿55 国分 恭介�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 450＋ 2 〃 ハナ 21．9�
33 ヘイセイラスト 牝2鹿 54 松山 弘平�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 520＋ 62：02．5クビ 18．5�
22 ディバインフォース 牡2鹿 55 荻野 琢真吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 448＋ 2 〃 クビ 165．8
811 サウンドバレット 牡2黒鹿55 池添 謙一増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム B468＋ 22：02．81� 59．6�
79 ワンダーエカルテ 牝2芦 54 太宰 啓介山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 496－ 22：03．33 309．6�
11 ロフティネス 牡2鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新冠 村上牧場 474＋122：04．15 17．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，770，900円 複勝： 42，352，400円 枠連： 13，893，300円
馬連： 59，665，800円 馬単： 32，504，200円 ワイド： 43，285，400円
3連複： 85，732，800円 3連単： 120，826，100円 計： 434，030，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 200円 � 4，770円 枠 連（5－6） 530円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 450円 �� 17，570円 �� 15，610円

3 連 複 ��� 96，980円 3 連 単 ��� 291，990円

票 数

単勝票数 計 357709 的中 � 79660（2番人気）
複勝票数 計 423524 的中 � 99413（1番人気）� 58309（4番人気）� 1500（12番人気）
枠連票数 計 138933 的中 （5－6） 19958（3番人気）
馬連票数 計 596658 的中 �� 35299（5番人気）
馬単票数 計 325042 的中 �� 11201（8番人気）
ワイド票数 計 432854 的中 �� 27980（5番人気）�� 596（50番人気）�� 671（48番人気）
3連複票数 計 857328 的中 ��� 663（104番人気）
3連単票数 計1208261 的中 ��� 300（442番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―36．5―49．1―1：01．5―1：13．9―1：26．0―1：37．6―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒルノダカール �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2018．11．3 京都3着

2016．2．3生 牡2青鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3108811月25日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30京都5）第8日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時10分 （芝・ダート）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：28．4良・良

810� メイショウオトコギ �9栗 60 北沢 伸也松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 506＋ 63：34．3 11．5�
811 メイショウダッサイ 牡5黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 518＋163：34．72� 4．7�
33 ユウキビバワンダー �5栗 62 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 526＋ 4 〃 クビ 3．0�
55 � スズカグランデ �7栗 60 白浜 雄造永井 啓弍氏 寺島 良 平取 稲原牧場 454＋ 63：35．01� 46．8�
44 パッシングブリーズ 牡7鹿 60 難波 剛健三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 496＋ 23：35．42� 25．9�
66 マイネルヴォーダン 牡6栗 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 510＋ 83：35．93 32．6	
11 サンホッブズ 牡5鹿 60 石神 深一 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 478＋ 23：36．75 8．4

22 バイオンディップス 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 526± 03：37．02 4．7�
78 カレンバッドボーイ 牡8鹿 60 西谷 誠鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490＋ 63：40．3大差 29．0�
79 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 486＋ 43：40．93� 83．3�
67 ウインレーベン 牡7青鹿60 熊沢 重文�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 474＋14 （競走中止） 6．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，147，400円 複勝： 28，021，100円 枠連： 11，124，700円
馬連： 43，875，100円 馬単： 25，723，200円 ワイド： 31，781，000円
3連複： 69，004，800円 3連単： 98，270，000円 計： 329，947，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 240円 � 160円 � 130円 枠 連（8－8） 1，940円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 620円 �� 620円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 21，850円

票 数

単勝票数 計 221474 的中 � 15397（6番人気）
複勝票数 計 280211 的中 � 22693（6番人気）� 43320（3番人気）� 71664（1番人気）
枠連票数 計 111247 的中 （8－8） 4441（9番人気）
馬連票数 計 438751 的中 �� 15650（11番人気）
馬単票数 計 257232 的中 �� 3711（23番人気）
ワイド票数 計 317810 的中 �� 12389（9番人気）�� 12424（8番人気）�� 28110（1番人気）
3連複票数 計 690048 的中 ��� 22680（7番人気）
3連単票数 計 982700 的中 ��� 3260（72番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．2－3F 38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

勝馬の
紹 介

�メイショウオトコギ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kris S.

2009．5．16生 �9栗 母 ズ リ 母母 Amizette 障害：11戦2勝 賞金 43，488，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ウインレーベン号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ユウキビバワンダー号の騎手佐久間寛志は，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：11番）

メイショウオトコギ号の騎手北沢伸也は，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：11番）
スズカグランデ号の騎手白浜雄造は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



3108911月25日 晴 良 （30京都5）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時00分 （芝・右・外）
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
1：45．9
1：45．6

良
良

612 ウ ー リ リ 牡2鹿 55 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476 ―1：49．6 1．8�

611 ミッキーブリランテ 牡2鹿 55 藤岡 佑介野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 クビ 14．2�
35 スノーユニバンス 牝2芦 54 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466 ―1：50．23� 7．0�
12 ア イ タ イ 牡2栗 55 松山 弘平平井 裕氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 510 ―1：50．41� 5．7�
714 リヴォルバー 牝2鹿 54 岩崎 翼薪浦 亨氏 石橋 守 新ひだか 木下牧場 466 ―1：50．61� 85．7�
816 ナ ツ バ 牝2黒鹿54 酒井 学�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 434 ―1：50．91	 150．0	
47 ロッカーモーション 牝2鹿 54 藤岡 康太 
サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 460 ―1：51．0	 41．1�
11 ア ワ ジ 牡2鹿 55 吉原 寛人金山 政信氏 森田 直行 日高 道見牧場 480 ―1：51．42� 64．1�

（金沢）

510 サ ブ ゼ ロ 牡2鹿 55 松若 風馬ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520 ―1：51．5� 133．9

23 ビザンティン 牡2青鹿 55
53 △富田 暁 
社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 506 ―1：51．71� 24．1�

59 ショウナンアリババ 牡2栗 55
53 △藤田菜七子国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 木村牧場 474 ―1：51．8� 17．3�

24 ナリタフローライト 牡2黒鹿55 四位 洋文�オースミ 渡辺 薫彦 様似 猿倉牧場 432 ― 〃 ハナ 127．3�
713 ケープリーガル 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗山本 茂氏 西橋 豊治 新ひだか 水上 習孝 468 ―1：51．9クビ 384．8�
815 ウ ル バ ー ノ 牝2栗 54 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Godolphin 448 ―1：52．11� 22．4�
48 タニノシェクハンド 牡2栗 55 小崎 綾也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 478 ―1：52．52� 469．7�
36 サンピラーアイ 牝2黒鹿54 大野 拓弥ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 栄進牧場 492 ―1：53．45 39．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，830，000円 複勝： 44，768，000円 枠連： 16，333，100円
馬連： 60，726，000円 馬単： 37，415，500円 ワイド： 46，318，000円
3連複： 88，898，700円 3連単： 124，683，700円 計： 462，973，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 230円 � 170円 枠 連（6－6） 970円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 380円 �� 280円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 5，350円

票 数

単勝票数 計 438300 的中 � 203595（1番人気）
複勝票数 計 447680 的中 � 155022（1番人気）� 34237（4番人気）� 56467（3番人気）
枠連票数 計 163331 的中 （6－6） 12939（3番人気）
馬連票数 計 607260 的中 �� 51110（3番人気）
馬単票数 計 374155 的中 �� 24080（3番人気）
ワイド票数 計 463180 的中 �� 31128（3番人気）�� 45931（2番人気）�� 11299（10番人気）
3連複票数 計 888987 的中 ��� 37109（3番人気）
3連単票数 計1246837 的中 ��� 16893（6番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．4―12．8―12．8―12．7―11．7―11．3―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．1―49．9―1：02．7―1：15．4―1：27．1―1：38．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ー リ リ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2016．4．5生 牡2鹿 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
〔制裁〕 ナツバ号の騎手酒井学は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3109011月25日 晴 良 （30京都5）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時30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
1：47．8
1：47．8

重
重

59 バニーテール 牝4芦 55 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484－ 21：52．8 1．8�

23 サザンブリーズ 牡4鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 522＋ 21：53．01� 7．7�
610 ナイルデルタ 牡3鹿 55

54 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 494＋14 〃 クビ 21．8�
35 カ リ ン カ 牝3黒鹿53 福永 祐一寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 432＋ 81：53．1� 16．3�
814 ダノンロイヤル 牡3鹿 55 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 536＋161：53．73� 15．0	
47 メイショウバーズ 牝5鹿 55

53 △藤田菜七子松本 好
氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 472－ 21：53．9� 36．8�
815 グレンマクナス 牡4鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 514－ 61：54．22 7．0�
11 スズカチャレンジ 牡4鹿 57

55 △富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 488＋ 4 〃 ハナ 103．5
46 ボナヴィーゴ 牡3黒鹿55 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484－ 21：54．62� 10．4�
713 ハギノフロンティア 牡3栗 55 �島 克駿日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 522＋ 81：54．8� 32．4�
611 アスールダリア 牝3栗 53 国分 恭介安原 浩司氏 西村 真幸 日高 幾千世牧場 430－ 41：55．01	 49．2�
22 
 ケアリイカイ 牝4鹿 55 小牧 太守内ひろ子氏 服部 利之 新冠 高瀬牧場 434－101：55．74 333．3�
58 クリノアスコット 牝3黒鹿53 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 430＋ 81：55．8クビ 18．4�
34 スマートヴォルフ 牡3鹿 55 酒井 学大川 徹氏 石橋 守 日高 戸川牧場 470－ 2 〃 ハナ 116．7�
712 ロイヤルパールス 牡3鹿 55

52 ▲服部 寿希ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B510＋ 61：56．33 77．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，752，400円 複勝： 51，008，800円 枠連： 17，880，000円
馬連： 73，111，500円 馬単： 36，741，500円 ワイド： 54，860，300円
3連複： 105，996，100円 3連単： 136，803，700円 計： 514，154，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 390円 枠 連（2－5） 660円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 320円 �� 660円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 13，470円

票 数

単勝票数 計 377524 的中 � 164297（1番人気）
複勝票数 計 510088 的中 � 177579（1番人気）� 71076（2番人気）� 20421（9番人気）
枠連票数 計 178800 的中 （2－5） 20748（2番人気）
馬連票数 計 731115 的中 �� 89256（1番人気）
馬単票数 計 367415 的中 �� 29277（1番人気）
ワイド票数 計 548603 的中 �� 50297（1番人気）�� 20883（7番人気）�� 4913（30番人気）
3連複票数 計1059961 的中 ��� 17188（15番人気）
3連単票数 計1368037 的中 ��� 7360（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．4―49．1―1：01．9―1：14．8―1：27．6―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

バニーテール �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．7．31 札幌2着

2014．4．25生 牝4芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 16戦3勝 賞金 40，050，000円
〔制裁〕 ボナヴィーゴ号の騎手北村友一は，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：11番・2番）
※出走取消馬 チャーチタウン号（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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アオイテソーロ号
（非抽選馬） 1頭 テイエムマンカイ号



3109111月25日 晴 良 （30京都5）第8日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時00分 （ダート・右）
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
1：09．1
1：08．7

重
重

714 ロードエース 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 508＋141：11．3 5．9�
713 バーニングペスカ 牡3鹿 56 藤岡 佑介山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 476＋ 41：11．4� 2．2�
35 クインズマラクータ 牡4栗 57

54 ▲西村 淳也亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B524＋ 41：11．82� 68．3�
612 テーオージーニアス 牡3鹿 56 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 490± 0 〃 ハナ 9．3�
36 アッティーヴォ 牡4栗 57 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 456＋ 61：11．9	 20．6�
24 ロングベスト 牡4鹿 57 古川 吉洋中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 518＋ 4 〃 アタマ 10．2	
816 エネルムサシ 牡5鹿 57 岩田 康誠鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 518＋ 41：12．11
 9．1

611� ゼットマックイーン 牡5鹿 57 松山 弘平�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 462＋ 41：12．2	 64．4�
11 キョウワエステル 牝5鹿 55 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 486± 01：12．4	 222．7
59 ドウカンヤマ 牡5栗 57

55 △森 裕太朗一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 502＋ 2 〃 ハナ 43．3�
48 リ ガ ス 牡4芦 57 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 518± 01：12．5	 22．9�
12 ヤマニンレジスタ 牡3栗 56 太宰 啓介土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 500± 01：12．6� 13．2�
23 � アヴェーヌモン 牡6鹿 57

54 ▲三津谷隼人加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice 540－ 21：13．34 234．2�

815� スーパーモリオン 牡4青鹿57 浜中 俊林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.
Al Mazzetti 516－ 81：13．4� 11．5�

47 � グレートブレス 牡6栗 57
55 △富田 暁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 526＋ 2 〃 クビ 286．2�
510 メイショウカフウ 牡7鹿 57

56 ☆加藤 祥太松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 494＋141：14．03� 377．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，882，400円 複勝： 71，498，000円 枠連： 25，543，000円
馬連： 100，993，100円 馬単： 44，035，200円 ワイド： 73，396，900円
3連複： 141，073，000円 3連単： 167，597，800円 計： 672，019，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 130円 � 830円 枠 連（7－7） 680円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 360円 �� 3，540円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 44，780円

票 数

単勝票数 計 478824 的中 � 63908（2番人気）
複勝票数 計 714980 的中 � 81764（2番人気）� 213483（1番人気）� 14356（12番人気）
枠連票数 計 255430 的中 （7－7） 28841（2番人気）
馬連票数 計1009931 的中 �� 110766（1番人気）
馬単票数 計 440352 的中 �� 20931（3番人気）
ワイド票数 計 733969 的中 �� 59662（1番人気）�� 4905（40番人気）�� 10801（22番人気）
3連複票数 計1410730 的中 ��� 11563（35番人気）
3連単票数 計1675978 的中 ��� 2713（141番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．0―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．5―46．5―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードエース �
�
父 エーシンフォワード �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2017．10．28 京都1着

2015．4．15生 牡3鹿 母 エーシンパナギア 母母 サンタマリアガール 7戦3勝 賞金 27，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 マニクール号・メイショウタラチネ号・メイショウボノム号
（非抽選馬） 1頭 ロードヴォルケーノ号

3109211月25日 晴 良 （30京都5）第8日 第8競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

815 メイショウテムズ 牡4栗 57 古川 吉洋松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 498＋ 21：58．5 5．4�
11 クリノライメイ 牡4青鹿57 大野 拓弥栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 510＋ 21：58．71 76．3�
610 ワンダーウマス 牡4鹿 57 岩田 康誠山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 488－ 21：58．8� 8．0�
712 ダノンフォワード 牡3栗 55 福永 祐一�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B456＋ 41：59．01� 1．9�
58 サウンドスタジオ 牡5鹿 57 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 496＋101：59．53 187．1�
34 ライトオブピース 牡4鹿 57 �島 克駿前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋18 〃 クビ 14．6	
611 シュンノカミ 牡4青鹿 57

55 △富田 暁石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 498－ 61：59．6� 270．7

23 マイネルカイノン 牡3青鹿55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 508＋141：59．7クビ 22．5�
46 ス ペ ク タ ー 牝4鹿 55 浜中 俊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 502－ 8 〃 アタマ 5．1�
22 ラインフィール 牡5栗 57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B506＋ 21：59．8� 117．0
47 タ イ ユ ー ル 牡6芦 57 吉原 寛人前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B500＋ 22：00．01� 89．8�

（金沢）

814 トリプライト 牝5鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B470＋ 2 〃 クビ 85．0�
35 ナムラムツゴロー 牡3栗 55 �島 良太奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 492＋ 22：00．1クビ 59．7�
59 ダノンロッソ 牡4青鹿57 吉田 隼人�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 444－ 42：00．73� 19．9�
713 スワーヴカイザー 	7青 57 小牧 太�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 550＋142：01．02 165．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，911，500円 複勝： 63，491，800円 枠連： 21，392，400円
馬連： 98，467，000円 馬単： 48，284，600円 ワイド： 71，635，400円
3連複： 137，932，900円 3連単： 187，675，900円 計： 677，791，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 1，250円 � 210円 枠 連（1－8） 16，110円

馬 連 �� 16，860円 馬 単 �� 26，680円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 690円 �� 4，780円

3 連 複 ��� 28，920円 3 連 単 ��� 170，500円

票 数

単勝票数 計 489115 的中 � 72197（3番人気）
複勝票数 計 634918 的中 � 86247（3番人気）� 10267（10番人気）� 86239（4番人気）
枠連票数 計 213924 的中 （1－8） 1029（26番人気）
馬連票数 計 984670 的中 �� 4526（30番人気）
馬単票数 計 482846 的中 �� 1357（51番人気）
ワイド票数 計 716354 的中 �� 5054（28番人気）�� 28269（7番人気）�� 3727（35番人気）
3連複票数 計1379329 的中 ��� 3577（74番人気）
3連単票数 計1876759 的中 ��� 798（350番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．5―13．0―12．8―12．5―12．3―12．6―12．9―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―17．9―29．4―42．4―55．2―1：07．7―1：20．0―1：32．6―1：45．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウテムズ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．10．22 京都1着

2014．3．8生 牡4栗 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 11戦4勝 賞金 45，185，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3109311月25日 晴 良 （30京都5）第8日 第9競走 ��
��1，600�

し ら ぎ く

白 菊 賞
発走14時05分 （芝・右）
牝，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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

77 ラヴズオンリーユー 牝2鹿 54 岩田 康誠 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452－141：33．6 2．3�
22 ランブリングアレー 牝2黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 464＋ 61：33．91� 5．9�
55 メトロポール 牝2黒鹿54 藤岡 佑介ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Godolphin 478± 01：34．11� 3．6�
33 ビックピクチャー 牝2鹿 54 福永 祐一廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 400＋101：34．2� 7．6�
66 エイシンゾーン 牝2鹿 54 川又 賢治�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 434＋ 61：34．41� 11．6	
88 ディーブラッド 牝2鹿 54 松山 弘平前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422－ 61：35．78 32．0

44 	 ハクサンフラワー 牝2鹿 54 吉原 寛人河﨑 五市氏 加藤 和義 浦河 中村 雅明 408－ 1 〃 クビ 75．9�

（金沢） （金沢）

11 ルチアーナミノル 牝2鹿 54 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：36．12
 15．9�
89 ケイゴールド 牝2青鹿54 松若 風馬友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 B478＋ 41：38．0大差 161．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 79，019，300円 複勝： 70，822，400円 枠連： 14，727，200円
馬連： 107，202，900円 馬単： 65，634，700円 ワイド： 62，400，000円
3連複： 124，559，300円 3連単： 289，230，100円 計： 813，595，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（2－7） 660円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 240円 �� 210円 �� 300円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，430円

票 数

単勝票数 計 790193 的中 � 275374（1番人気）
複勝票数 計 708224 的中 � 162775（2番人気）� 113251（3番人気）� 162860（1番人気）
枠連票数 計 147272 的中 （2－7） 17080（2番人気）
馬連票数 計1072029 的中 �� 128116（2番人気）
馬単票数 計 656347 的中 �� 59112（1番人気）
ワイド票数 計 624000 的中 �� 67381（2番人気）�� 79211（1番人気）�� 49338（4番人気）
3連複票数 計1245593 的中 ��� 141100（1番人気）
3連単票数 計2892301 的中 ��� 86222（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．6―46．7―58．4―1：10．2―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．2
3 ・（9，8）1－6，2（7，3）5－4 4 ・（9，8）1－（6，2）7（5，3）－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラヴズオンリーユー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．11．3 京都1着

2016．3．26生 牝2鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 2戦2勝 賞金 17，210，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月25日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3109411月25日 晴 良 （30京都5）第8日 第10競走 ��
��1，400�

とげつきょう

渡月橋ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

11 カイザーバル 牝5黒鹿55 四位 洋文 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 490± 01：21．0 6．3�
22 アマルフィコースト 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 474＋ 81：21．31� 2．7�
33 ハナズレジェンド 牡5栗 57 吉原 寛人広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 468＋10 〃 アタマ 7．6�

（金沢）

712	 フィアーノロマーノ 牡4鹿 57 藤岡 康太吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 542＋ 4 〃 クビ 6．6�
45 ヤマカツグレース 牝4栗 55 国分 恭介山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 454－ 6 〃 ハナ 25．6	
711 タイムトリップ 牡4黒鹿57 吉田 隼人中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 500± 01：21．4クビ 25．6

34 キアロスクーロ 
5黒鹿57 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 500＋ 41：21．5� 17．6�
814 ネオスターダム 牡6黒鹿57 松山 弘平一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 アタマ 25．0�
58 デスティニーソング 牝4鹿 55 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 6 〃 アタマ 17．1
610 テルメディカラカラ 牝6黒鹿55 福永 祐一小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 476－ 21：21．6� 12．1�
69 ニシノキントウン 牡3黒鹿56 古川 吉洋西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 460＋ 41：21．7� 34．7�
813 サプルマインド 牝5鹿 55 北村 友一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456＋121：21．8� 10．7�
57 パーリオミノル 牝5鹿 55 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 61：21．9� 184．5�
46 エリーティアラ 牝6青鹿55 荻野 極谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 480＋141：22．21� 379．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 61，095，600円 複勝： 79，158，700円 枠連： 30，712，000円
馬連： 160，277，200円 馬単： 63，613，300円 ワイド： 94，998，600円
3連複： 226，028，300円 3連単： 287，976，500円 計： 1，003，860，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 130円 � 200円 枠 連（1－2） 910円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 380円 �� 770円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 6，970円

票 数

単勝票数 計 610956 的中 � 76396（2番人気）
複勝票数 計 791587 的中 � 95454（2番人気）� 189918（1番人気）� 90380（3番人気）
枠連票数 計 307120 的中 （1－2） 26006（3番人気）
馬連票数 計1602772 的中 �� 127909（1番人気）
馬単票数 計 636133 的中 �� 23130（4番人気）
ワイド票数 計 949986 的中 �� 66459（1番人気）�� 29737（6番人気）�� 55617（3番人気）
3連複票数 計2260283 的中 ��� 103589（1番人気）
3連単票数 計2879765 的中 ��� 29939（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―11．5―11．2―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．4―46．9―58．1―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．1
3 7，11（2，6）（5，9）（1，3）8（14，4）10，12，13 4 7，11，2，6，5，9（1，3）（14，4，8）10（13，12）

勝馬の
紹 介

カイザーバル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．21 阪神1着

2013．2．18生 牝5黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 19戦5勝 賞金 127，476，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時41分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２レース目



3109511月25日 晴 良 （30京都5）第8日 第11競走 ��
��1，200�オータムリーフステークス

発走15時15分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

510	 コパノキッキング 
3黒鹿55 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 米 Reiley
McDonald 476＋ 21：10．8 1．6�

47 ジューヌエコール 牝4鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490－10 〃 クビ 24．8�
12 ワンダーリーデル 牡5鹿 56 松山 弘平山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 530＋ 61：10．9� 31．1�
714	 ナンチンノン 牡7栗 58 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 538－ 21：11．32� 52．5�
611 ゴールドクイーン 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 浦河土肥牧場 456－ 61：11．4クビ 20．4�
815	 テーオーヘリオス 牡6鹿 58 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 514＋ 41：11．5� 8．2	
24 スマートアヴァロン 牡6黒鹿58 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 520＋ 41：11．6� 7．9

23  ベ ッ ク 牡7栗 56 吉原 寛人細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 512＋ 2 〃 ハナ 22．9�

（金沢）

612 メイショウワダイコ 牡6鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 534－ 61：11．7� 39．9�
35 モズワッショイ 牝5黒鹿54 藤田菜七子 キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 426－ 61：12．01� 26．6�
36 タイセイプライド 牡3青鹿55 �島 克駿田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 502＋ 6 〃 アタマ 52．7�
59 ヒカリブランデー 牡7鹿 56 川須 栄彦ヒカリクラブ 池上 昌和 浦河 笠松牧場 488＋101：12．21� 397．9�
713 ドリームドルチェ 牡6青鹿56 荻野 極ライオンレースホース 根本 康広 日高 滝本 健二 B510＋ 21：12．3� 131．4�
11 タイセイエクレール 牡5鹿 56 菱田 裕二田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 522＋ 6 〃 アタマ 79．0�
816 メイショウヒサカタ 牝3栗 53 吉田 隼人松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 488＋ 61：12．72 66．1�
48 	 モルトアレグロ 牝3青鹿53 大野 拓弥吉田 千津氏 武井 亮 米

Town And Country
Horse Farms, LLC &
Frank & Kim Taylor

482＋101：13．55 10．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 90，085，100円 複勝： 104，797，600円 枠連： 54，407，800円
馬連： 220，302，400円 馬単： 113，655，200円 ワイド： 129，589，300円
3連複： 341，997，800円 3連単： 537，818，000円 計： 1，592，653，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 120円 � 510円 � 460円 枠 連（4－5） 670円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 620円 �� 6，070円

3 連 複 ��� 10，480円 3 連 単 ��� 26，000円

票 数

単勝票数 計 900851 的中 � 436337（1番人気）
複勝票数 計1047976 的中 � 376675（1番人気）� 36345（9番人気）� 41152（6番人気）
枠連票数 計 544078 的中 （4－5） 62396（3番人気）
馬連票数 計2203024 的中 �� 76528（7番人気）
馬単票数 計1136552 的中 �� 31247（9番人気）
ワイド票数 計1295893 的中 �� 32714（8番人気）�� 56375（4番人気）�� 5179（55番人気）
3連複票数 計3419978 的中 ��� 24460（36番人気）
3連単票数 計5378180 的中 ��� 14995（74番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．3―46．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	コパノキッキング �
�
父 Spring At Last �

�
母父 Gold Halo デビュー 2018．2．4 京都1着

2015．3．7生 
3黒鹿 母 Celadon 母母 Chalna 7戦5勝 賞金 74，224，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アクティブミノル号・アングライフェン号・キタサンサジン号・ゴーインググレート号・シャイニービーム号・

ショコラブラン号・ヒデノインペリアル号・ヒロブレイブ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3109611月25日 晴 良 （30京都5）第8日 第12競走 ��
��1，200�第63回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走16時15分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万
円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

京阪ホールディングス株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 1，950，000
1，950，000

円
円

付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード
中央レコード

1：06．7
1：06．5

良
良

23 ダノンスマッシュ 牡3鹿 55 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 470－ 21：08．0 3．4�
36 ナインテイルズ 牡7栗 56 岩田 康誠岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 476＋ 21：08．31	 58．0�
48 ダイアナヘイロー 牝5黒鹿55 菱田 裕二�駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 474－ 2 〃 ハナ 45．4�
817 ア ン ヴ ァ ル 牝3鹿 53 酒井 学 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 6 〃 クビ 9．8�
11 エスティタート 牝5鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 41：08．4クビ 19．5	
35 コウエイタケル 牡7鹿 56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 504± 0 〃 同着 59．2

713 ベステンダンク 牡6栗 56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 514± 01：08．61 14．1�
12 フミノムーン 牡6栗 56 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 450＋ 8 〃 ハナ 94．3�
612 オールポッシブル 牝4鹿 54 荻野 極�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：08．7
 59．9
24 アレスバローズ 牡6黒鹿57 藤岡 佑介猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 4 〃 ハナ 6．5�
818 ナガラフラワー 牝6鹿 54 太宰 啓介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 478± 0 〃 アタマ 84．0�
714 キングハート 牡5鹿 56 浜中 俊増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 496－ 4 〃 ハナ 63．7�
611 ダイメイフジ 牡4鹿 56 秋山真一郎宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 518＋ 4 〃 アタマ 21．1�
510 カルヴァリオ �5鹿 56 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 470－ 41：08．8
 13．5�
816 ワンスインナムーン 牝5鹿 54 大野 拓弥諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 450－ 4 〃 ハナ 4．9�
59 � アサクサゲンキ 牡3鹿 55 吉原 寛人田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

468＋ 21：08．9	 37．1�
（金沢）

715 ビップライブリー 牡5栗 56 四位 洋文鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 118．6�
47 グレイトチャーター 牡6鹿 56 福永 祐一�ノースヒルズ 島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 41：09．11� 8．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 209，302，500円 複勝： 285，063，300円 枠連： 179，015，800円
馬連： 650，406，400円 馬単： 238，878，100円 ワイド： 402，338，500円
3連複： 1，191，730，100円 3連単： 1，420，561，700円 計： 4，577，296，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 1，080円 � 1，230円 枠 連（2－3） 3，550円

馬 連 �� 14，990円 馬 単 �� 23，220円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 3，220円 �� 14，290円

3 連 複 ��� 90，040円 3 連 単 ��� 541，480円

票 数

単勝票数 計2093025 的中 � 481008（1番人気）
複勝票数 計2850633 的中 � 563128（1番人気）� 57697（12番人気）� 50237（16番人気）
枠連票数 計1790158 的中 （2－3） 39043（15番人気）
馬連票数 計6504064 的中 �� 33626（44番人気）
馬単票数 計2388781 的中 �� 7715（72番人気）
ワイド票数 計4023385 的中 �� 29464（37番人気）�� 32409（33番人気）�� 7187（117番人気）
3連複票数 計11917301 的中 ��� 9926（262番人気）
3連単票数 計14205617 的中 ��� 1902（1432番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．0―10．9―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．1―45．0―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．9
3 ・（16，8）12（3，4）17（1，5，7，11，13）（2，15）14，18，6，10－9 4 ・（16，8）（3，12，4）（1，5，17）（2，7，13）（14，11，15）（6，18）10－9

勝馬の
紹 介

ダノンスマッシュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Hard Spun デビュー 2017．9．2 新潟2着

2015．3．6生 牡3鹿 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 10戦4勝 賞金 109，119，000円
〔制裁〕 アンヴァル号の騎手酒井学は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番・11番・7番）

オールポッシブル号の騎手荻野極は，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：2番）
ダイアナヘイロー号の騎手菱田裕二は，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：4番）
コウエイタケル号の騎手小牧太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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。
（非抽選馬） 2頭 カラクレナイ号・グァンチャーレ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（30京都5）第8日 11月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176頭 本 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

291，870，000円
20，060，000円
2，130，000円
34，140，000円
73，777，000円
5，522，200円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
741，889，300円
942，516，400円
416，319，000円
1，709，568，700円
768，320，300円
1，108，665，200円
2，719，101，300円
3，590，048，300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 11，996，428，500円

総入場人員 28，403名 （有料入場人員 26，582名）



平成30年度 第5回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，246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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，602，360，000円
40，850，000円
204，710，000円
35，590，000円
311，260，000円
22，500，000円
523，901，000円
37，640，000円
11，961，600円

勝馬投票券売得金
6，893，083，000円
8，901，352，700円
3，066，029，400円
15，214，397，500円
6，946，361，000円
8，642，838，200円
22，672，660，400円
36，934，225，500円
1，816，581，700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
5 重 勝
計 111，087，529，400円

総入場延人員 225，681名 （有料入場延人員 200，460名）
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