
3106111月17日 晴 良 （1京都5） 第6日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

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

12 メイショウカッサイ 牡2栗 55
53 △岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 452± 01：12．0 5．6�

714 アサカディオネ 牝2栗 54
51 ▲亀田 温心�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 450± 0 〃 クビ 4．3�

23 アウトウッズ 牡2鹿 55 武 豊林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 534＋101：12．42� 2．0�
48 ビ ア イ 牝2青鹿54 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 482＋ 61：13．57 22．7�
35 グッドステージ 牡2鹿 55 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 502＋ 21：14．45 10．5�
36 オメガシュプリーム 牝2栗 54

53 ☆坂井 瑠星原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 438－12 〃 クビ 69．0	
815 エンペラーズパレス 牡2栗 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 490＋ 81：14．61� 138．1

713 ヴィクトリーナイト 牡2芦 55 国分 恭介田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 446－ 21：14．7クビ 390．3�
11 テイエムヒューザー 牡2栗 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 武 英智 日高 天羽 禮治 536＋10 〃 クビ 68．7�
612 デ イ ス タ ー 牡2黒鹿55 幸 英明 カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新ひだか タツヤファーム 438－ 2 〃 アタマ 60．1�
611 カズポルトチェルボ 牡2鹿 55 松若 風馬合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 466± 01：14．8クビ 14．4�
47 エスプロジオーネ 牡2鹿 55 荻野 琢真岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 21：15．11� 168．8�
24 チェスナットロール 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 442＋ 41：15．31� 243．9�
59 バッファローボム 牡2栗 55 松岡 正海 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 528－121：15．94 466．8�
510 ショウナンサモン 牡2栗 55 池添 謙一国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 木村牧場 488± 01：16．11� 62．4�
816 ノーワンタッチミー 牝2鹿 54 城戸 義政岡田 牧雄氏 天間 昭一 平取 原田 新治 414＋ 21：17．27 537．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，621，600円 複勝： 63，425，900円 枠連： 11，341，800円
馬連： 50，752，600円 馬単： 25，594，500円 ワイド： 39，373，300円
3連複： 74，993，100円 3連単： 92，270，000円 計： 391，372，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（1－7） 650円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 250円 �� 170円 �� 220円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 336216 的中 � 50573（3番人気）
複勝票数 計 634259 的中 � 82204（3番人気）� 83858（2番人気）� 335714（1番人気）
枠連票数 計 113418 的中 （1－7） 13404（3番人気）
馬連票数 計 507526 的中 �� 58517（3番人気）
馬単票数 計 255945 的中 �� 10994（7番人気）
ワイド票数 計 393733 的中 �� 36217（3番人気）�� 65467（1番人気）�� 43902（2番人気）
3連複票数 計 749931 的中 ��� 116110（1番人気）
3連単票数 計 922700 的中 ��� 16981（7番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．1―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．5―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカッサイ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2019．9．16 阪神4着

2017．4．16生 牡2栗 母 フミノシンデレラ 母母 リ フ ァ ン 4戦1勝 賞金 8，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンサモン号・ノーワンタッチミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元

年12月17日まで平地競走に出走できない。

3106211月17日 晴 良 （1京都5） 第6日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時30分 （芝・右）
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

610 ゴルトファルベン 牡2鹿 55 C．スミヨン �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 486＋101：35．9 3．2�
（仏）

58 アステロイドベルト 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 3．0�
712 サーストンカイドー 牡2栗 55 O．マーフィー 齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 504＋ 2 〃 ハナ 9．3�

（英）

814 ロードベイリーフ 牡2黒鹿55 武 豊 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 478＋ 81：36．43 6．1�
35 ム ジ カ 牝2鹿 54 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 444－ 21：36．61� 89．8	
34 ガストロノミスト 牡2黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 486＋101：36．7� 7．8

46 コ ン ウ ィ 牡2鹿 55 幸 英明中村 祐子氏 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 21：36．8� 33．6�
22 ロ ジ ー ナ 牝2黒鹿54 田中 健 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 448－ 81：37．01� 51．4�
23 マジックスピーチ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 460＋161：37．21� 126．1
11 ラ イ ト マ ン 牡2鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 日高 新井 昭二 B500± 0 〃 ハナ 249．5�
815 ル ヴ ァ ン 牡2鹿 55 R．ムーア �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 466＋12 〃 クビ 21．6�

（英）

59 キングダムウイナー 牡2鹿 55
54 ☆坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488－ 21：37．3	 56．6�

47 ビービージャッカル 牡2鹿 55
53 △岩田 望来�坂東牧場 加用 正 新ひだか 高橋 修 498＋ 21：37．51� 335．0�

611 マイネルホイッスル 牡2黒鹿55 W．ビュイック �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 470＋ 41：37．92� 59．0�
（英）

713 ラブミーアーサー 牝2鹿 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 元道牧場 448± 0 （競走中止） 511．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，300，800円 複勝： 49，417，400円 枠連： 11，542，900円
馬連： 51，528，700円 馬単： 23，034，000円 ワイド： 39，297，500円
3連複： 72，819，400円 3連単： 83，977，800円 計： 367，918，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（5－6） 400円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 210円 �� 470円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 5，200円

票 数

単勝票数 計 363008 的中 � 93030（2番人気）
複勝票数 計 494174 的中 � 106258（2番人気）� 107865（1番人気）� 56011（4番人気）
枠連票数 計 115429 的中 （5－6） 22361（1番人気）
馬連票数 計 515287 的中 �� 67956（1番人気）
馬単票数 計 230340 的中 �� 15390（2番人気）
ワイド票数 計 392975 的中 �� 56374（1番人気）�� 19341（7番人気）�� 20208（6番人気）
3連複票数 計 728194 的中 ��� 44677（2番人気）
3連単票数 計 839778 的中 ��� 11689（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．5―12．3―12．1―12．2―11．9―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴルトファルベン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2019．9．7 阪神3着

2017．5．15生 牡2鹿 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走中止〕 ラブミーアーサー号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※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。

第５回 京都競馬 第６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



3106311月17日 晴 良 （1京都5） 第6日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時00分 （ダート・右）

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 レアリザトゥール 牡2黒鹿 55
54 ☆坂井 瑠星ニューワールドレー

シング� 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 470± 01：54．3 6．8�
23 ソルトキャピタル 牡2鹿 55 C．ルメール 杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 506＋ 41：54．4� 3．0�
47 マテンロウスパーク 牡2黒鹿55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 508＋ 6 〃 クビ 10．5�
611 クリノヴィンセント 牡2鹿 55 松田 大作栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 新冠 つつみ牧場 474± 01：55．25 14．1�
12 アフィラトゥーラ 牡2黒鹿55 池添 謙一加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 494＋ 4 〃 ハナ 6．9�
816 ヒルノブルージュ 牡2黒鹿55 田中 勝春�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 米田牧場 476－ 21：55．3� 61．0	
612 サウザンドスマイル 牝2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 21：55．51� 7．2

59 テイエムキズナオー 牡2黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 斉藤スタッド 456± 01：55．71� 31．1�
815 タガノウィリアム 牡2黒鹿 55

52 ▲亀田 温心八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468± 01：55．8� 84．1�

24 カシノシャイニング 牡2鹿 55
54 ☆森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 木戸口牧場 434－ 21：56．11� 119．7

510 クレアトゥール 牡2鹿 55 国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 464－ 41：56．2� 246．3�

713 ロワシャンパーニュ 牡2青鹿55 松若 風馬大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 422－ 41：56．41� 207．9�
36 シャーベットフィズ 牡2黒鹿55 C．スミヨン 橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 460－ 21：56．5� 5．7�

（仏）

48 ウォータージョイ 牡2鹿 55 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 462＋ 61：57．24 127．6�
11 スターオブザサウス 牡2鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 490－141：57．62� 148．4�
35 シゲルアマノガワ 牡2栗 55

53 △岩田 望来森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 山田牧場 552＋ 61：58．55 289．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，742，400円 複勝： 47，480，400円 枠連： 11，166，400円
馬連： 54，543，200円 馬単： 25，634，400円 ワイド： 42，107，300円
3連複： 74，687，400円 3連単： 84，677，700円 計： 376，039，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 150円 � 270円 枠 連（2－7） 1，190円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，160円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 25，130円

票 数

単勝票数 計 357424 的中 � 44028（3番人気）
複勝票数 計 474804 的中 � 67083（3番人気）� 100812（1番人気）� 37582（6番人気）
枠連票数 計 111664 的中 （2－7） 7255（4番人気）
馬連票数 計 545432 的中 �� 31105（4番人気）
馬単票数 計 256344 的中 �� 7055（7番人気）
ワイド票数 計 421073 的中 �� 23871（3番人気）�� 8924（18番人気）�� 11997（11番人気）
3連複票数 計 746874 的中 ��� 13638（17番人気）
3連単票数 計 846777 的中 ��� 2442（84番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．9―12．9―13．2―12．6―12．4―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．6―49．5―1：02．7―1：15．3―1：27．7―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．0
1
3
2（8，11）6，14，16－（5，13，15）（3，7）1，4（9，12）－10・（2，11，7）（1，6）（3，8，14）16，5（13，15）（4，12）9－10

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

勝馬の
紹 介

レアリザトゥール �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．10．20 京都9着

2017．3．10生 牡2黒鹿 母 リリアンタイム 母母 リキマドレード 3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。

3106411月17日 晴 良 （1京都5） 第6日 第4競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時30分 （芝・右・外）

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
1：44．5

良
良

33 マンオブスピリット 牡2鹿 55 C．スミヨンホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 484－ 41：48．8 23．1�
（仏）

67 フライライクバード 牡2黒鹿55 川田 将雅窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－141：49．11� 1．7�

812 オールザワールド 牡2鹿 55 C．ルメール 前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 462± 01：49．31� 4．9�
55 エボカシオン 牡2黒鹿55 O．マーフィー 森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 508± 01：49．51� 34．2�

（英）

22 カ ヴ ァ ー ト 牡2鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458＋ 41：49．71� 22．4�

（英）

710 デルマラッキーガイ 牡2黒鹿55 R．ムーア 浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482＋ 21：49．91� 9．9�
（英）

11 ソニックビースト 牝2黒鹿54 和田 竜二杉山 忠国氏 浅見 秀一 浦河 桑田牧場 502± 01：50．0クビ 195．5	
56 サンデーミラージュ 牡2鹿 55 武 豊杉野 公彦氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 クビ 7．3

68 メイショウヨザクラ 牡2鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 480－ 21：50．63� 177．6�
79 ディーププレザント 牡2栗 55 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 504＋ 21：50．92 414．6�
811 クレドラネージュ 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 476－ 21：51．0� 127．2�
44 グレートバローズ 牡2鹿 55 藤岡 康太猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 450＋121：51．21 41．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，839，700円 複勝： 121，375，400円 枠連： 9，278，700円
馬連： 54，441，900円 馬単： 36，720，400円 ワイド： 42，531，100円
3連複： 79，543，100円 3連単： 145，682，700円 計： 536，413，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 230円 � 110円 � 140円 枠 連（3－6） 1，510円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 540円 �� 980円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 21，670円

票 数

単勝票数 計 468397 的中 � 17112（6番人気）
複勝票数 計1213754 的中 � 39797（5番人気）� 842621（1番人気）� 99684（2番人気）
枠連票数 計 92787 的中 （3－6） 4752（5番人気）
馬連票数 計 544419 的中 �� 28902（5番人気）
馬単票数 計 367204 的中 �� 5349（17番人気）
ワイド票数 計 425311 的中 �� 18322（7番人気）�� 9429（12番人気）�� 67232（1番人気）
3連複票数 計 795431 的中 ��� 38226（4番人気）
3連単票数 計1456827 的中 ��� 4872（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．7―48．3―1：01．1―1：13．6―1：25．6―1：37．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マンオブスピリット �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2019．10．26 京都5着

2017．2．8生 牡2鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 2戦1勝 賞金 5，700，000円
※グレートバローズ号は，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。



3106511月17日 晴 良 （1京都5） 第6日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時20分 （芝・右）
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
1：59．8
1：59．5

良
良

89 ディアマンミノル 牡2栗 55 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 464 ―2：04．1 5．3�
44 ハーツクリスタル 牡2鹿 55 R．ムーア �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 514 ―2：04．31� 1．9�

（英）

22 ケイアイコブラ 牡2鹿 55 和田 竜二亀田 和弘氏 平田 修 新ひだか 松田牧場 470 ―2：04．72� 9．9�
77 メイショウリープ 牡2鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 524 ― 〃 クビ 27．7�
88 ダイメイティアラ 牝2鹿 54 C．ルメール 宮本 孝一氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 448 ―2：04．8クビ 4．4�
66 アズマエピカリス 牡2栗 55 藤岡 康太東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 524 ―2：05．22� 19．8	
55 シゲルオリオンザ 牡2鹿 55

53 △岩田 望来森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 大林ファーム 492 ―2：07．0大差 53．7

33 ア サ シ ン 牡2栗 55 武 豊中村 忠彦氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490 ―2：07．21� 24．0�
11 	 メートルエロー 牡2鹿 55 藤岡 佑介�ラ・メール 矢作 芳人 英 Stuart

Stuckey 494 ―2：08．810 38．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 41，145，200円 複勝： 32，617，200円 枠連： 10，087，900円
馬連： 45，882，600円 馬単： 27，838，300円 ワイド： 29，830，200円
3連複： 56，527，300円 3連単： 112，686，500円 計： 356，615，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連（4－8） 170円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 210円 �� 520円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 5，760円

票 数

単勝票数 計 411452 的中 � 65472（3番人気）
複勝票数 計 326172 的中 � 57171（3番人気）� 112613（1番人気）� 35536（4番人気）
枠連票数 計 100879 的中 （4－8） 43717（1番人気）
馬連票数 計 458826 的中 �� 77237（2番人気）
馬単票数 計 278383 的中 �� 16906（4番人気）
ワイド票数 計 298302 的中 �� 40062（2番人気）�� 12682（7番人気）�� 25505（4番人気）
3連複票数 計 565273 的中 ��� 36638（3番人気）
3連単票数 計1126865 的中 ��� 14181（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．6―50．3―1：03．2―1：16．2―1：28．8―1：40．8―1：52．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディアマンミノル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 デ ヒ ア 初出走

2017．4．10生 牡2栗 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル 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。

3106611月17日 晴 良 （1京都5） 第6日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時55分 （芝・右）
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
1：08．0
1：07．8

良
良

88 シャイニーズラン 牡2鹿 55 和田 竜二田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 452 ―1：10．7 26．1�
77 � セイウンヒュージ 牡2鹿 55 C．ルメール 西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Pope McLean 476 ―1：10．91� 4．7�
44 ヴェッツラー 牡2栗 55 幸 英明永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 440 ―1：11．43 8．1�
89 � スマートルシア 牝2芦 54 武 豊大川 徹氏 河内 洋 米 Wind Hill

Farm 440 ― 〃 アタマ 10．2�
22 � ユ キ マ ツ リ 牡2鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 西園 正都 愛 Newlands

House Stud 460 ―1：11．5	 3．1�
（英）

11 ゴッドカーヌスティ 牝2鹿 54 秋山真一郎中西 憲治氏 角田 晃一 新ひだか 田中 裕之 480 ―1：11．6
 4．2�
33 プレパレンセ 牝2鹿 54

52 △岩田 望来 	社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 442 ―1：11．7	 6．2

66 ラガーヴィーヴ 牝2鹿 54 荻野 琢真奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 勝春 430 ―1：12．33
 89．9�
55 ミキノボンゴ 牡2栗 55 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 青森 マルシチ牧場 476 ―1：13．15 160．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，268，000円 複勝： 32，993，700円 枠連： 7，343，500円
馬連： 45，937，200円 馬単： 27，369，100円 ワイド： 29，485，600円
3連複： 56，731，100円 3連単： 103，133，600円 計： 340，261，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 480円 � 170円 � 230円 枠 連（7－8） 1，000円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 12，680円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，790円 �� 620円

3 連 複 ��� 8，840円 3 連 単 ��� 88，480円

票 数

単勝票数 計 372680 的中 � 12089（7番人気）
複勝票数 計 329937 的中 � 14285（7番人気）� 63704（2番人気）� 35996（5番人気）
枠連票数 計 73435 的中 （7－8） 5637（4番人気）
馬連票数 計 459372 的中 �� 6634（18番人気）
馬単票数 計 273691 的中 �� 1618（36番人気）
ワイド票数 計 294856 的中 �� 5021（18番人気）�� 4101（20番人気）�� 12765（11番人気）
3連複票数 計 567311 的中 ��� 4813（27番人気）
3連単票数 計1031336 的中 ��� 845（205番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．7―11．8―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―35．8―47．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニーズラン 
�
父 キンシャサノキセキ 

�
母父 Kingmambo 初出走

2017．4．11生 牡2鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver 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。



3106711月17日 晴 良 （1京都5） 第6日 第7競走 ��1，900�3歳以上1勝クラス
発走13時25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

36 フ ロ ー リ ン 牡4栗 57 W．ビュイックゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474± 01：59．7 8．5�

（英）

713 ストロングライン 牡3芦 55 川田 将雅�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 512＋22 〃 クビ 5．3�
24 セ ロ シ ア 牡3黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 01：59．91� 7．6�
47 ブルーコンパクタ 牡3鹿 55 武 豊村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 454＋ 22：00．0� 5．9�
816 テーオーポシブル 牡3鹿 55 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 474＋202：00．1クビ 16．9	
12 ヒミノブルー 牡3青鹿 55

54 ☆川又 賢治佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 516＋14 〃 クビ 35．8

510 モ サ 牡3鹿 55 和田 竜二岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 494± 02：00．2クビ 16．6�
59 クリノカポネ �4鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 62：00．41� 26．7�
35 サウンドテーブル 牡5黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B500± 02：00．82� 22．5
11 ア イ タ イ 牡3栗 55 O．マーフィー 平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 506－ 8 〃 ハナ 36．3�

（英）

612	 リッカクロフネ 牡7芦 57 藤岡 佑介立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 462＋ 22：01．54 230．1�
23 サンライズヴュー 牡3青鹿55 R．ムーア 松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 480－ 62：01．6� 7．0�

（英）

714 キ ャ メ ロ ン 牡3鹿 55 C．ルメール 川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 今 牧場 482－ 22：01．7� 5．7�
48 ミスターウインディ 牡6黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 えりも 能登 浩 510－ 82：01．91� 244．3�
611 カ グ ラ ヒ メ 牝3青鹿53 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 シンボリ牧場 450－ 82：04．4大差 15．4�
815	 クリノアパッチ �5栗 57

54 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 440－ 2 〃 クビ 542．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，669，000円 複勝： 63，066，600円 枠連： 23，637，900円
馬連： 87，186，700円 馬単： 31，322，100円 ワイド： 65，650，400円
3連複： 129，350，300円 3連単： 122，929，200円 計： 565，812，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 300円 � 240円 � 270円 枠 連（3－7） 750円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，060円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 38，850円

票 数

単勝票数 計 426690 的中 � 39738（6番人気）
複勝票数 計 630666 的中 � 53132（6番人気）� 70873（4番人気）� 62165（5番人気）
枠連票数 計 236379 的中 （3－7） 24170（2番人気）
馬連票数 計 871867 的中 �� 27264（4番人気）
馬単票数 計 313221 的中 �� 4476（12番人気）
ワイド票数 計 656504 的中 �� 14514（13番人気）�� 15986（7番人気）�� 15611（8番人気）
3連複票数 計1293503 的中 ��� 13944（15番人気）
3連単票数 計1229292 的中 ��� 2294（75番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．6―30．6―44．1―56．7―1：09．2―1：21．7―1：34．5―1：47．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3
5（6，11）（1，10，14）13（3，4）－15，12，7（9，16）－（8，2）
5（6，11）（1，10）13，4（3，14）12，16（7，9）（8，2）－15

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

勝馬の
紹 介

フ ロ ー リ ン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．6．17 阪神4着

2015．4．26生 牡4栗 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 6戦2勝 賞金 16，350，000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。

3106811月17日 晴 良 （1京都5） 第6日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走13時55分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，400，000
1，400，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

23 ロードラズライト �4青鹿57 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 442－ 21：11．1 51．4�
816	 ピ ア シ ッ ク 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

492＋ 21：11．63 4．7�
36 アグネスエーデル 牡7鹿 57 藤岡 佑介渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 522± 01：11．7
 44．4�
35 ロングベスト 牡5鹿 57 幸 英明中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 520－ 21：11．8クビ 23．0�
47 バルコラベーロ 牡5栗 57

55 △岩田 望来 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 同着 167．4	
24 タフチョイス 牡4鹿 57 W．ビュイックゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋14 〃 ハナ 12．4

（英）

48 ゴッドバンブルビー 牝3栗 54 秋山真一郎中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 458＋ 2 〃 クビ 6．0�
713 ウ ラ ガ ー ノ 牝5青鹿55 C．スミヨン 藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム B524＋ 21：11．9クビ 6．6�

（仏）

815 シャドウハンター 牡3栗 56 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 534－ 21：12．0� 2．8
11 トラストロン 牝4黒鹿55 O．マーフィー 菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 444－181：12．21 25．2�

（英）

612 パワフルヒロコ 牝5黒鹿55 柴田 未崎三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 448＋10 〃 アタマ 191．1�
510 アッティーヴォ 牡5栗 57 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 452＋101：12．3� 39．0�
714	 スーパーモリオン 牡5青鹿57 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 524＋ 41：12．83 22．5�
59 カモンスプリング 牡3鹿 56 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 502＋101：13．43
 69．8�
12 ナムラアッパレ 牡4鹿 57 松若 風馬奈村 信重氏 高野 友和 日高 いとう牧場 492＋201：13．5� 164．6�
611 カズマペッピーノ 牡5黒鹿57 R．ムーア 合同会社雅苑興業 奥村 豊 新冠 つつみ牧場 522＋261：14．98 16．7�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，238，700円 複勝： 57，780，400円 枠連： 22，421，600円
馬連： 83，040，100円 馬単： 35，065，500円 ワイド： 60，499，800円
3連複： 115，485，900円 3連単： 128，262，700円 計： 551，794，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，140円 複 勝 � 1，270円 � 240円 � 800円 枠 連（2－8） 1，230円

馬 連 �� 20，690円 馬 単 �� 43，970円

ワ イ ド �� 6，330円 �� 19，690円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 174，620円 3 連 単 ��� 1，081，280円

票 数

単勝票数 計 492387 的中 � 7656（12番人気）
複勝票数 計 577804 的中 � 10527（12番人気）� 76715（4番人気）� 17443（10番人気）
枠連票数 計 224216 的中 （2－8） 14106（4番人気）
馬連票数 計 830401 的中 �� 3110（50番人気）
馬単票数 計 350655 的中 �� 598（109番人気）
ワイド票数 計 604998 的中 �� 2457（57番人気）�� 784（92番人気）�� 6280（30番人気）
3連複票数 計1154859 的中 ��� 496（287番人気）
3連単票数 計1282627 的中 ��� 86（1658番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―11．8―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．7―46．5―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．4
3 ・（3，4）（14，15）（9，7，13）（2，12）（5，10）（1，11）－（6，8）－16 4 ・（3，4）（14，15）（7，13）12（9，2）（5，10）11（1，6）8，16

勝馬の
紹 介

ロードラズライト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．11．18 京都2着

2015．2．20生 �4青鹿 母 レディルージュ 母母 サッカーマム 11戦3勝 賞金 27，900，000円
〔制裁〕 タフチョイス号の騎手W．ビュイックは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15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） 1頭 サンビショップ号
（非抽選馬） 1頭 ニホンピロマドン号
※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。



3106911月17日 晴 良 （1京都5） 第6日 第9競走 ��
��1，400�

し ゅ う め い ぎ く

秋 明 菊 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
2歳，1勝クラス（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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

22 エ グ レ ム ニ 牡2鹿 55 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 466＋ 61：22．9 12．3�
69 ジュビリーヘッド 牡2鹿 55 R．ムーア �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 446± 01：23．0� 5．9�

（英）

711 ロードエクスプレス 牡2鹿 55 O．マーフィー �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 442＋ 4 〃 ハナ 7．2�
（英）

45 ピュアカラー 牝2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 438＋12 〃 ハナ 3．1�
33 カワキタアジン 牝2鹿 54 C．ルメール 川島 吉男氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 482＋16 〃 アタマ 5．7	
812 カ リ ニ ー ト 牡2鹿 55 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 高柳 隆男 468＋ 61：23．42� 27．2

68 タケルラスティ 牡2栗 55 坂井 瑠星森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 496－10 〃 クビ 6．2�
813 イーサンティラノ 牡2黒鹿55 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 佐藤 静子 462＋181：23．71� 67．0�
11 レ ジ ェ ー ロ 牝2黒鹿54 藤岡 康太山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 396－ 21：23．8� 27．6
57 	 エイシンタンチョウ 牡2鹿 55 和田 竜二�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 484＋ 61：23．9� 195．3�
56 ヒ メ サ マ 牝2鹿 54 岩田 望来廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 424＋ 81：24．0� 23．9�
44 テイエムヤマカゼ 
2鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 416± 01：24．21� 192．8�
710 シゲルミズガメザ 牡2栗 55 川又 賢治森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 442＋ 41：24．52 65．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，797，700円 複勝： 66，674，300円 枠連： 20，560，300円
馬連： 99，055，700円 馬単： 40，398，700円 ワイド： 62，794，000円
3連複： 124，610，200円 3連単： 161，169，200円 計： 631，060，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 310円 � 210円 � 230円 枠 連（2－6） 1，560円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 7，020円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，260円 �� 730円

3 連 複 ��� 7，030円 3 連 単 ��� 49，570円

票 数

単勝票数 計 557977 的中 � 38406（6番人気）
複勝票数 計 666743 的中 � 51846（6番人気）� 86525（4番人気）� 78778（5番人気）
枠連票数 計 205603 的中 （2－6） 10205（6番人気）
馬連票数 計 990557 的中 �� 24191（14番人気）
馬単票数 計 403987 的中 �� 4311（29番人気）
ワイド票数 計 627940 的中 �� 14378（14番人気）�� 12562（16番人気）�� 22581（10番人気）
3連複票数 計1246102 的中 ��� 13287（23番人気）
3連単票数 計1611692 的中 ��� 2357（165番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―12．0―11．4―11．6―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ グ レ ム ニ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．8．24 小倉2着

2017．4．27生 牡2鹿 母 ビーチアイドル 母母 ビーチフラッグ 3戦2勝 賞金 18，087，000円
〔制裁〕 ジュビリーヘッド号の騎手R．ムーアは，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：6番・10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。

3107011月17日 晴 良 （1京都5） 第6日 第10競走 ��
��2，000�

さ が の

嵯 峨 野 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

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

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 バイオスパーク 牡4黒鹿57 C．スミヨン 宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 474＋ 22：01．9 3．7�
（仏）

55 ダンスディライト 牡3黒鹿55 川田 将雅 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 492＋ 22：02．11� 2．0�
33 トーホウアルテミス 牝4栗 55 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 492＋162：02．31� 11．9�
66 フィールインラヴ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 452－ 22：02．4	 89．0�
89 ジャーミネイト 牡5鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 4 〃 クビ 9．0	
11 
 ヘヴントゥナイト 牡5芦 57 和田 竜二 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 484± 02：02．5� 26．8

22 マイネルズイーガー 牡5栗 57 O．マーフィー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 520－ 62：03．03 4．7�

（英）

88 
 ケージーキンカメ 牡8黒鹿57 古川 吉洋岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 478－ 22：03．1クビ 66．8�
77 リリーモントルー 牡5鹿 57 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 442± 02：03．2	 28．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 52，675，600円 複勝： 62，548，200円 枠連： 14，825，000円
馬連： 95，852，900円 馬単： 59，599，300円 ワイド： 55，295，000円
3連複： 128，008，900円 3連単： 296，796，200円 計： 765，601，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 110円 � 220円 枠 連（4－5） 360円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 190円 �� 510円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 6，430円

票 数

単勝票数 計 526756 的中 � 111481（2番人気）
複勝票数 計 625482 的中 � 85971（2番人気）� 303376（1番人気）� 37057（5番人気）
枠連票数 計 148250 的中 （4－5） 31436（1番人気）
馬連票数 計 958529 的中 �� 186687（1番人気）
馬単票数 計 595993 的中 �� 42276（3番人気）
ワイド票数 計 552950 的中 �� 89174（1番人気）�� 24385（8番人気）�� 25871（7番人気）
3連複票数 計1280089 的中 ��� 72095（4番人気）
3連単票数 計2967962 的中 ��� 33464（16番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．5―12．6―12．7―12．6―12．1―11．8―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．0―49．6―1：02．3―1：14．9―1：27．0―1：38．8―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
・（8，7）（2，3）4，1－5－9－6
8（7，3）2，4，1，5，9，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイオスパーク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2017．7．16 中京7着

2015．3．27生 牡4黒鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 18戦3勝 賞金 62，116，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01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。

２レース目



3107111月17日 晴 良 （1京都5） 第6日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，600�第36回マイルチャンピオンシップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 110，000，000円 44，000，000円 28，000，000円 17，000，000円 11，000，000円
付 加 賞 3，570，000円 1，020，000円 510，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：31．3
1：30．3
1：31．5

良
良
良

35 インディチャンプ 牡4鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－ 41：33．0 6．4�
714 ダノンプレミアム 牡4青鹿57 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 506－ 21：33．21� 2．4�
47 ペルシアンナイト 牡5黒鹿57 O．マーフィー �G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム B498＋ 61：33．3クビ 17．6�

（英）

23 マイスタイル 牡5鹿 57 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 B468＋ 41：33．4� 46．8�
11 ダノンキングリー 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 452－ 2 〃 クビ 3．9	
611 カ テ ド ラ ル 牡3鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 490＋101：33．5	 80．4

59 クリノガウディー 牡3栗 56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 488＋ 41：33．6クビ 68．4�
12 グァンチャーレ 牡7青鹿57 松岡 正海松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 474＋ 21：33．81
 65．5�
24 レッドオルガ 牝5鹿 55 岩田 望来 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 クビ 152．3
815 ダイアトニック 牡4鹿 57 C．スミヨン �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 472－ 4 〃 クビ 9．3�

（仏）

48 プリモシーン 牝4青鹿55 W．ビュイック �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496－101：33．9� 41．2�
（英）

713 タイムトリップ 牡5黒鹿57 幸 英明中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 504＋ 61：34．11 432．7�
36 � フィアーノロマーノ 牡5鹿 57 藤岡 康太吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 552＋ 8 〃 クビ 119．8�
612� モズアスコット 牡5栗 57 和田 竜二 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer

Wind Farm 498± 01：34．2クビ 19．9�
817 レ イ エ ン ダ 牡4黒鹿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 B484－ 21：34．3� 21．7�
510 ア ル ア イ ン 牡5鹿 57 R．ムーア �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B526＋101：34．93� 15．5�

（英）

816 エメラルファイト 牡3芦 56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 450± 01：35．0	 267．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 653，505，300円 複勝： 720，688，900円 枠連： 377，163，600円 馬連： 2，103，712，300円 馬単： 889，848，400円
ワイド： 1，161，959，400円 3連複： 3，622，331，500円 3連単： 5，829，423，100円 5重勝： 526，498，700円 計： 15，885，131，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 130円 � 290円 枠 連（3－7） 860円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，090円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 16，580円

5 重 勝
対象競走：東京10R／京都10R／福島11R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 258，810円

票 数

単勝票数 計6535053 的中 � 807064（3番人気）
複勝票数 計7206889 的中 � 943032（3番人気）� 1878824（1番人気）� 474948（5番人気）
枠連票数 計3771636 的中 （3－7） 337592（2番人気）
馬連票数 計21037123 的中 �� 1931255（2番人気）
馬単票数 計8898484 的中 �� 327120（5番人気）
ワイド票数 計11619594 的中 �� 858872（2番人気）�� 252418（12番人気）�� 522551（5番人気）
3連複票数 計36223315 的中 ��� 848598（7番人気）
3連単票数 計58294231 的中 ��� 254877（39番人気）
5重勝票数 計5264987 的中 ����� 1424

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．3―47．2―58．8―1：10．3―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．2
3 3，6，2（5，14）（1，9）（8，12）（4，7，10）（15，16）17，11，13 4 ・（3，6）（2，14）（5，9）（1，8，12）（4，10）（7，15）16，11（13，17）

勝馬の
紹 介

インディチャンプ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．28 阪神1着

2015．2．21生 牡4鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 12戦7勝 賞金 361，790，000円
〔制裁〕 ペルシアンナイト号の騎手O．マーフィーは，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30，000円。（被害馬：11

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。

3107211月17日 晴 良 （1京都5） 第6日 第12競走 ��
��1，200�

にしじん

西陣ステークス
発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

24 � ハニージェイド 牝5黒鹿55 松岡 正海吉田 和子氏 	島 一歩 米
John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

472－ 81：11．3 12．9�
47 グロワールシチー 牡5鹿 57 R．ムーア �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 482＋ 41：11．4
 7．0�

（英）

815 アサケパワー 牡5鹿 57 太宰 啓介大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 522± 0 〃 クビ 49．9�
12 メイショウコゴミ 牝4鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 450－101：11．61� 12．2�
611 タマモコーラス 牝5黒鹿55 城戸 義政タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 462＋ 41：11．81 168．0�
510 シアーライン 牡6鹿 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B526＋ 6 〃 クビ 5．6	
816 ルッジェーロ �4黒鹿57 川田 将雅村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 514＋ 41：11．9クビ 7．4

713 ヴ ォ ー ガ 牡5栗 57 田中 勝春一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B450＋ 41：12．0
 61．1�
23 バーニングペスカ 牡4鹿 57 藤岡 佑介山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 482＋ 2 〃 クビ 8．6�
11 スビールアスール 牝5黒鹿55 古川 吉洋�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 486± 01：12．1 66．5
48 ヘ ル デ ィ ン 牝5青鹿55 武 豊金山 敏也氏 千田 輝彦 新冠 有限会社 大

作ステーブル 450＋ 21：12．95 7．9�
36 ベルエスメラルダ 牝5黒鹿55 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B444± 0 〃 ハナ 91．8�
714 スリーランディア 牝5鹿 55 O．マーフィー 永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 21：13．53
 23．7�
（英）

59 � マラードザレコード �5青鹿57 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park
Stud Ltd B470＋ 8 〃 ハナ 4．1�

35 ド ゴ ー ル 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �カナヤマホール
ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 B466－ 21：13．92
 43．0�

612 ニシオボヌール �7黒鹿57 長岡 禎仁三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 504＋ 41：14．22 45．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 126，806，000円 複勝： 154，633，700円 枠連： 77，587，600円
馬連： 281，125，400円 馬単： 112，026，500円 ワイド： 201，511，000円
3連複： 451，298，300円 3連単： 572，938，800円 計： 1，977，927，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 390円 � 270円 � 1，170円 枠 連（2－4） 1，180円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 10，450円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 11，380円 �� 6，500円

3 連 複 ��� 87，430円 3 連 単 ��� 450，030円

票 数

単勝票数 計1268060 的中 � 78483（8番人気）
複勝票数 計1546337 的中 � 105412（7番人気）� 168533（3番人気）� 30268（12番人気）
枠連票数 計 775876 的中 （2－4） 50739（5番人気）
馬連票数 計2811254 的中 �� 42208（23番人気）
馬単票数 計1120265 的中 �� 8033（47番人気）
ワイド票数 計2015110 的中 �� 30340（22番人気）�� 4507（85番人気）�� 7928（54番人気）
3連複票数 計4512983 的中 ��� 3871（228番人気）
3連単票数 計5729388 的中 ��� 923（1109番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．5―11．6―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．0―46．6―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．3
3 15，11，8（1，7）（10，12）（2，16）（3，9）13－5－（4，14）6 4 15，11（1，7，8）（2，10）（12，16）3（9，13）－4，5－（6，14）

勝馬の
紹 介

�ハニージェイド �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Hard Spun デビュー 2016．12．17 阪神3着

2014．2．12生 牝5黒鹿 母 Hard Hat 母母 Bright Feather 21戦5勝 賞金 83，332，000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。
（非当選馬） 8頭 アスタースウィング号・ウォリアーズクロス号・クリノケンリュウ号・サニーダンサー号・シャワーブーケ号・

タガノアム号・ヒデノヴィーナス号・ベルクリア号
※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。

５レース目



（1京都5）第6日 11月17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 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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

392，470，000円
5，130，000円
27，340，000円
6，300，000円
48，700，000円
10，500，000円
70，264，000円
4，893，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
1，211，610，000円
1，472，702，100円
596，957，200円
3，053，059，300円
1，334，451，200円
1，830，334，600円
4，986，386，500円
7，733，947，500円
526，498，700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 22，745，947，100円

総入場人員 36，272名 （有料入場人員 34，288名）
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