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重量
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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

2801310月9日 曇 不良 （28京都4）第2日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時55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

22 サツキユニヴァース 牝2栗 54 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 432± 01：24．5 12．3�
11 イージスピューマ 牡2栗 55

53 △城戸 義政眞﨑 修氏 奥村 豊 新冠 ハクツ牧場 452＋ 21：24．92� 67．0�
58 ヨドノビクトリー 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 468－ 4 〃 ハナ 3．2�
45 ア ク ラ ー 牡2芦 55 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 作田 誠二 平取 原田 新治 450＋ 21：25．75 34．6�
814 グランドディアマン 牡2鹿 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 笹島 政信 500＋101：25．8� 19．0�
712 テ ソ ー ロ 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484－ 61：26．01� 11．6	
33 サトノホルス 牡2栗 55 福永 祐一里見 治氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 クビ 3．9

69 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 462－101：26．1クビ 96．1�
34 ブ ル ノ 牡2栗 55

53 △義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 450－ 61：26．31� 124．1
46 メイショウトコシエ 牡2栗 55

54 ☆�島 克駿松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 454－ 41：26．4� 86．4�
610 ジ ェ ー ム ス 牡2鹿 55 酒井 学 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新ひだか へいはた牧場 474＋ 61：26．61� 126．6�
813 アグネスウイン 牡2鹿 55 松山 弘平渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 492－ 41：26．92 3．1�
57 アスターメープル 牝2栗 54 F．ヴェロン加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 424± 01：27．11� 15．4�

（仏）

711 ブルベアリンクス 牡2黒鹿55 藤岡 康太 �ブルアンドベア 日吉 正和 新ひだか 高橋 義浩 462＋ 41：28．16 131．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，896，900円 複勝： 32，302，500円 枠連： 11，168，300円
馬連： 50，681，300円 馬単： 28，460，700円 ワイド： 30，334，700円
3連複： 77，940，300円 3連単： 108，256，800円 計： 362，041，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 360円 � 1，780円 � 140円 枠 連（1－2） 22，710円

馬 連 �� 62，340円 馬 単 �� 80，540円

ワ イ ド �� 10，670円 �� 720円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 47，400円 3 連 単 ��� 396，390円

票 数

単勝票数 計 228969 的中 � 14839（5番人気）
複勝票数 計 323025 的中 � 20048（5番人気）� 3319（10番人気）� 87886（1番人気）
枠連票数 計 111683 的中 （1－2） 381（28番人気）
馬連票数 計 506813 的中 �� 630（53番人気）
馬単票数 計 284607 的中 �� 265（91番人気）
ワイド票数 計 303347 的中 �� 705（52番人気）�� 11581（7番人気）�� 1970（28番人気）
3連複票数 計 779403 的中 ��� 1233（81番人気）
3連単票数 計1082568 的中 ��� 198（556番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．9―12．4―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．0―45．9―58．3―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サツキユニヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．6．11 阪神5着

2014．2．14生 牝2栗 母 ブリズデロートンヌ 母母 オータムブリーズ 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 イージスピューマ号の騎手城戸義政は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※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。

2801410月9日 曇 重 （28京都4）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時25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

22 セ ル リ ア ン 牡2黒鹿 55
53 △城戸 義政�サンライズ 藤岡 健一 浦河 金成吉田牧場 474－ 41：10．2 50．8�

55 クールファンタジー 牝2黒鹿54 福永 祐一川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 448－ 2 〃 ハナ 4．1�
33 グランドロワ 牡2栗 55 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 472＋ 6 〃 クビ 2．6�
79 テイエムイキオイ 牡2青鹿55 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 448＋ 21：10．3クビ 6．0�
66 ビックリシタナモー 牡2黒鹿55 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 490＋ 21：10．51� 4．9�
11 メイショウグジョウ 牡2栗 55

54 ☆�島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 454＋ 4 〃 クビ 141．6	
44 アイファーショコラ 牝2栗 54

51 ▲荻野 極中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 420－ 81：10．6� 28．3

78 カフジリバー 牡2鹿 55 菱田 裕二加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 01：10．91� 10．3�
811 スリーソードシチー 牡2黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか 三石ファーム 412－ 41：11．11� 27．6
810 ベルウッドカペラ 牡2青鹿55 藤岡 康太鈴木 照雄氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 450－ 2 〃 クビ 18．3�
67 コスモトリコロール 牡2黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 61：12．27 112．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，989，600円 複勝： 32，970，100円 枠連： 10，827，200円
馬連： 47，302，800円 馬単： 27，120，000円 ワイド： 28，835，800円
3連複： 69，149，700円 3連単： 106，166，200円 計： 346，361，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，080円 複 勝 � 680円 � 150円 � 110円 枠 連（2－5） 12，160円

馬 連 �� 12，160円 馬 単 �� 25，080円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 1，340円 �� 260円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 87，760円

票 数

単勝票数 計 239896 的中 � 3772（9番人気）
複勝票数 計 329701 的中 � 6943（9番人気）� 54288（2番人気）� 110607（1番人気）
枠連票数 計 108272 的中 （2－5） 690（21番人気）
馬連票数 計 473028 的中 �� 3014（28番人気）
馬単票数 計 271200 的中 �� 811（57番人気）
ワイド票数 計 288358 的中 �� 1985（30番人気）�� 5033（19番人気）�� 34708（1番人気）
3連複票数 計 691497 的中 ��� 7280（25番人気）
3連単票数 計1061662 的中 ��� 877（250番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―11．3―11．6―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．8―35．1―46．7―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．1
3 2，3（1，6）10，5（7，11）4，8，9 4 ・（2，3）（1，6）（5，10）（4，7，11）8，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セ ル リ ア ン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2016．8．13 小倉6着

2014．2．19生 牡2黒鹿 母 ティアレスクイーン 母母 ヒアワサズソング 3戦1勝 賞金 5，000，000円

第４回 京都競馬 第２日



2801510月9日 曇 重 （28京都4）第2日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時55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

22 ダイシンクイント 牡2黒鹿55 福永 祐一大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 476－102：03．3 4．2�
44 エスピリトゥオーゾ 牡2栗 55 藤岡 佑介名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 448＋ 4 〃 クビ 2．7�
811 タガノシャルドネ 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿八木 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 446－10 〃 ハナ 33．0�

11 アドラメレク 牡2黒鹿55 浜中 俊�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 452－ 22：03．4� 6．7�

55 ナムラボンド 牡2鹿 55
52 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 418＋ 42：03．72 46．4�

33 	 エイシンフレイヤ 牝2鹿 54 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 愛 Hong Kong
Eishindo 430－ 22：04．01
 16．0	

78 コパノカーニバル 牡2鹿 55 古川 吉洋小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 谷岡牧場 476－ 62：04．21� 8．6

810 コスモカンナム 牡2鹿 55 和田 竜二岡田 繁幸氏 高橋 文雅 新ひだか 木村 秀則 B430－ 22：04．62� 44．6�
79 マイネルフェアネス 牡2栗 55 F．ヴェロン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 斉藤英牧場 496± 02：05．87 8．1�
（仏）

66 クリノハリウッド 牡2鹿 55 松山 弘平栗本 博晴氏 中村 均 新ひだか 築紫 洋 430－ 22：06．54 9．3
67 ローグナイト 牡2鹿 55 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－102：07．45 39．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，892，100円 複勝： 33，214，600円 枠連： 11，677，700円
馬連： 46，863，000円 馬単： 27，290，900円 ワイド： 30，809，900円
3連複： 67，423，100円 3連単： 101，434，700円 計： 344，606，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 120円 � 490円 枠 連（2－4） 530円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，880円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 15，510円

票 数

単勝票数 計 258921 的中 � 48876（2番人気）
複勝票数 計 332146 的中 � 61678（2番人気）� 93770（1番人気）� 10655（8番人気）
枠連票数 計 116777 的中 （2－4） 17029（2番人気）
馬連票数 計 468630 的中 �� 64016（1番人気）
馬単票数 計 272909 的中 �� 16478（2番人気）
ワイド票数 計 308099 的中 �� 37474（1番人気）�� 3698（23番人気）�� 7686（12番人気）
3連複票数 計 674231 的中 ��� 13865（11番人気）
3連単票数 計1014347 的中 ��� 4741（44番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―13．0―12．9―12．2―12．5―12．3―12．5―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―36．1―49．0―1：01．2―1：13．7―1：26．0―1：38．5―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイシンクイント �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．9．4 新潟3着

2014．3．27生 牡2黒鹿 母 ダイシンキャンディ 母母 フレンドレイ 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ダイシンクイント号の騎手福永祐一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・8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。

2801610月9日 曇
（ 芝 ）重
（ダート）不良（28京都4）第2日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25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 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：28．4良・良

55 タガノグーフォ �7黒鹿60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 八木牧場 486－ 23：35．7 6．4�
66 タニノタキシード 牡6黒鹿62 高田 潤谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 484± 03：35．91� 4．8�
11 オールブラックス 牡7鹿 60 白浜 雄造近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 506＋103：36．53� 2．1�
44 ドクタールキア 牝6鹿 58 浜野谷憲尚松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 466－ 23：36．81� 32．6�
77 スズカチャンプ 牡7鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 510＋ 43：38．07 5．6�
33 ミヤコデラックス 牡7鹿 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B476－ 23：38．1� 21．1�
89 クリノキングムーン 牡5黒鹿60 難波 剛健栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 450± 03：38．41� 37．7	
22 ワンダーバライル 牡9芦 60 黒岩 悠山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 508＋ 63：39．57 78．7

88 	 メイショウトキムネ 牡5鹿 60 佐久間寛志松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 480＋10 （競走中止） 7．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 17，958，000円 複勝： 19，066，800円 枠連： 8，222，100円
馬連： 33，587，100円 馬単： 24，387，400円 ワイド： 20，653，100円
3連複： 54，283，500円 3連単： 105，558，000円 計： 283，716，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 130円 � 110円 枠 連（5－6） 1，600円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 460円 �� 330円 �� 260円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 8，100円

票 数

単勝票数 計 179580 的中 � 22404（4番人気）
複勝票数 計 190668 的中 � 22642（4番人気）� 36910（2番人気）� 53859（1番人気）
枠連票数 計 82221 的中 （5－6） 3976（8番人気）
馬連票数 計 335871 的中 �� 17038（6番人気）
馬単票数 計 243874 的中 �� 5655（13番人気）
ワイド票数 計 206531 的中 �� 10459（7番人気）�� 15646（4番人気）�� 22160（2番人気）
3連複票数 計 542835 的中 ��� 52679（2番人気）
3連単票数 計1055580 的中 ��� 9445（27番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 54．1－3F 39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1－5＝4，7（8，9）6＝3＝2・（1，6）－5－4（9，7）－3＝2

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

勝馬の
紹 介

タガノグーフォ �

父 ネオユニヴァース �


母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．10．22 京都1着

2009．4．17生 �7黒鹿 母 タガノサファイヤ 母母 イージームービング 障害：5戦2勝 賞金 20，000，000円
〔競走中止〕 メイショウトキムネ号は，2周目5号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 タニノタキシード号の騎手高田潤は，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：1番）



2801710月9日 曇 重 （28京都4）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時15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
1：45．9

良
良

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 484 ―1：50．9 16．1�
33 ゼロメリディアン 牝2黒鹿54 福永 祐一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 400 ―1：51．0� 4．8�
77 ナンヨーマーズ 牡2鹿 55 浜中 俊中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 454 ―1：51．1� 2．2�
55 ウインベラシアス 牡2栗 55 松山 弘平�ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 472 ―1：51．42 19．1�
22 テイエムカクテル 牡2黒鹿55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 496 ―1：51．61� 4．2�
44 バーディーズカフェ 牡2鹿 55 秋山真一郎田島 大史氏 中村 均 新冠 オリエント牧場 520 ―1：51．81� 13．1	
89 マイネルデライト 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人 �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 450 ― 〃 ハナ 85．6


66 ライブリパシアン 牡2鹿 55 和田 竜二加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 514 ― 〃 ハナ 16．7�
78 クリノライメイ 牡2青鹿55 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 496 ―1：51．9� 30．7�
810 リュウシンローズ 牝2黒鹿54 藤岡 康太桑畑 信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 454 ―1：52．0� 15．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，498，700円 複勝： 29，801，300円 枠連： 9，779，800円
馬連： 54，335，800円 馬単： 34，738，100円 ワイド： 31，479，900円
3連複： 71，212，100円 3連単： 122，328，400円 計： 383，174，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 280円 � 160円 � 120円 枠 連（1－3） 3，080円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 8，000円

ワ イ ド �� 980円 �� 580円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 22，650円

票 数

単勝票数 計 294987 的中 � 14571（6番人気）
複勝票数 計 298013 的中 � 18426（6番人気）� 45945（3番人気）� 89274（1番人気）
枠連票数 計 97798 的中 （1－3） 2454（15番人気）
馬連票数 計 543358 的中 �� 13281（16番人気）
馬単票数 計 347381 的中 �� 3256（32番人気）
ワイド票数 計 314799 的中 �� 7331（17番人気）�� 13018（6番人気）�� 37177（2番人気）
3連複票数 計 712121 的中 ��� 27572（5番人気）
3連単票数 計1223284 的中 ��� 3915（84番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．1―13．0―13．0―12．7―11．9―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．8―49．8―1：02．8―1：15．5―1：27．4―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．4
3 4，5，3（7，8）（2，6，10）－（9，1） 4 4，5，3（7，8）2（6，10）（9，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エーティーラッセン �
�
父 サマーバード �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2014．4．5生 牡2鹿 母 チャームレディ 母母 ダンシングゴッデス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 メガフレア号（疾病〔心房細動〕のため）
※ナンヨーマーズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2801810月9日 曇 重 （28京都4）第2日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

11 ニホンピロヘーゼル 牝3鹿 53 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 488－ 61：49．4 2．5�
812 アスタキサンチン 牝4栗 55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B458＋ 61：50．14 5．1�
45 ジュエルメーカー 牝4黒鹿55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 518＋241：50．2� 8．1�
710 セレッソプリマベラ 牝3栗 53

52 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 448＋ 21：50．52 100．3�
813 ナリタノヘア 牝4鹿 55

53 △城戸 義政�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 428－ 21：50．6クビ 48．0�
69 ハギノセゾン 牝5青鹿 55

52 ▲坂井 瑠星安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 482＋161：51．55 31．5	
33 ゲットクローサー 牝4青鹿55 中谷 雄太 
サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 512＋121：52．03 7．6�
57 シゲルメジロザメ 牝3鹿 53 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 462－ 81：52．1� 9．2�
711 エイシンウィキ 牝3黒鹿 53

50 ▲三津谷隼人�栄進堂 西園 正都 浦河 三嶋牧場 500－ 41：52．31� 67．6
22 ロングマジック 牝3栗 53

52 ☆岩崎 翼中井 敏雄氏 長浜 博之 新ひだか 木村 秀則 464－ 81：53．36 83．3�
56 マクスウェル 牝3栗 53 藤岡 康太 
キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 400－ 81：54．15 81．1�
68 ヒ ダ ロ マ ン 牝3黒鹿53 熊沢 重文日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 486－141：54．31 4．9�
44 イチザプラチナ 牝3鹿 53

50 ▲荻野 極奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 416＋ 81：58．3大差 194．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，766，000円 複勝： 35，615，800円 枠連： 12，179，400円
馬連： 61，972，900円 馬単： 32，232，800円 ワイド： 35，854，400円
3連複： 80，363，000円 3連単： 122，607，900円 計： 407，592，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 240円 枠 連（1－8） 490円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 220円 �� 430円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，900円

票 数

単勝票数 計 267660 的中 � 82638（1番人気）
複勝票数 計 356158 的中 � 93849（1番人気）� 66501（2番人気）� 27867（6番人気）
枠連票数 計 121794 的中 （1－8） 19028（1番人気）
馬連票数 計 619729 的中 �� 92349（1番人気）
馬単票数 計 322328 的中 �� 26732（1番人気）
ワイド票数 計 358544 的中 �� 49677（1番人気）�� 20120（4番人気）�� 13585（9番人気）
3連複票数 計 803630 的中 ��� 49544（2番人気）
3連単票数 計1226079 的中 ��� 18126（6番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．1―12．0―11．8―12．1―12．3―12．4―13．5

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロヘーゼル �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サクラプレジデント デビュー 2016．1．31 京都4着

2013．4．29生 牝3鹿 母 ニホンピロキャット 母母 ニホンピロポリーナ 8戦2勝 賞金 21，400，000円
〔発走状況〕 シゲルメジロザメ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イチザプラチナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月9日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ラファータ号（疾病〔左寛跛行〕のため）



2801910月9日 曇 重 （28京都4）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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
1：09．1
1：08．7

重
重

816 ウインオスカー 牡3鹿 55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B504＋ 41：10．1 3．3�
713 タキオンレディー 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 464－141：10．52� 15．2�
611 タガノファサネイト 牡3鹿 55 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋10 〃 クビ 192．3�
714 サクレメジャー 牡3栗 55 和田 竜二 K.S．ヤップ氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 21：10．82 142．7�
59 ウェディングラン 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 446＋ 81：10．9� 327．2	
12 ウォーターバオバブ 牡3栗 55 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 482＋ 41：11．0� 18．3

36 � バーサーカー 牡4栗 57 秋山真一郎香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 B504± 01：11．21	 32．5�
11 ブルームーン 牡4鹿 57 浜中 俊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 61：11．3� 3．0�
48 メイショウナガマサ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 526＋ 41：11．4クビ 26．1
510 ショウナンカイドウ 牡3栗 55 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 520－ 4 〃 ハナ 18．0�
815� ワンダーグロワール 牡4鹿 57 藤懸 貴志山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 496－ 4 〃 クビ 38．9�
47 ライトフォーミー 牡3鹿 55

52 ▲荻野 極�ターフ・スポート松下 武士 新ひだか 大典牧場 494＋ 21：11．5� 93．2�
612 デピュティスカイ 牡3鹿 55 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 488＋121：11．6クビ 18．1�
23 サンライズビーム 牡3芦 55 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 436－ 8 〃 クビ 38．2�
35 トップリバティ 牡4黒鹿57 菱田 裕二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 522＋121：11．7クビ 81．5�
24 フェザリータッチ 牡3鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 444＋ 4 〃 ハナ 4．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，729，600円 複勝： 45，588，700円 枠連： 19，442，400円
馬連： 82，876，200円 馬単： 40，162，900円 ワイド： 49，019，000円
3連複： 114，961，800円 3連単： 149，908，400円 計： 538，689，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 420円 � 4，100円 枠 連（7－8） 1，960円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 870円 �� 10，240円 �� 28，370円

3 連 複 ��� 132，440円 3 連 単 ��� 421，250円

票 数

単勝票数 計 367296 的中 � 88432（2番人気）
複勝票数 計 455887 的中 � 90337（2番人気）� 25845（6番人気）� 2235（15番人気）
枠連票数 計 194424 的中 （7－8） 7657（6番人気）
馬連票数 計 828762 的中 �� 26687（6番人気）
馬単票数 計 401629 的中 �� 7367（11番人気）
ワイド票数 計 490190 的中 �� 15270（7番人気）�� 1202（69番人気）�� 432（93番人気）
3連複票数 計1149618 的中 ��� 651（214番人気）
3連単票数 計1499084 的中 ��� 258（847番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．7―11．8―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―34．2―46．0―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインオスカー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2015．6．6 阪神1着

2013．3．31生 牡3鹿 母 グローリサンディ 母母 ダイヤターン 11戦2勝 賞金 21，576，000円

2802010月9日 曇 重 （28京都4）第2日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時50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

813 ニホンピロシナバー 牡4青鹿57 和田 竜二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 502＋ 21：50．0 5．6�
711� ディープオーパス 牡3芦 55 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz 496＋ 4 〃 クビ 2．4�
68 エーティーサンダー 牡3青鹿55 菱田 裕二荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 506± 01：51．06 21．0�
57 オトコギマサムネ 牡5鹿 57 北村 友一塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490± 01：51．32 17．5�
710 マコトシャムロック 牡3青鹿55 福永 祐一�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 484－121：51．93	 5．6�
11 ニシオボヌール 
4黒鹿57 太宰 啓介西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 B484＋ 2 〃 クビ 4．0	
56 メイショウルルド 牡3鹿 55 川島 信二松本 好
氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 500－ 21：52．21� 70．9�
45 � ショウナンラクティ 牡4鹿 57 松山 弘平国本 哲秀氏 中村 均 日高 浦新 徳司 496－ 81：52．3クビ 76．8�
33 ホシルミエール 
3鹿 55 浜中 俊永井冨佐子氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 454－ 21：54．1大差 11．3
69 マ ス カ ー ニ 牡3栗 55 岡田 祥嗣ライオンレースホース� 岩元 市三 日高 Shall Farm 478＋101：54．52	 161．5�
22 ブラックウィザード 
3黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム 514＋ 81：56．3大差 159．3�
44 ボーンレガシー 牡3黒鹿55 荻野 琢真 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム B512＋ 81：56．51 122．8�
812 ハギノティムシェル 牡3鹿 55 川須 栄彦安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 B528± 02：01．0大差 153．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，770，000円 複勝： 50，433，200円 枠連： 21，118，200円
馬連： 81，051，900円 馬単： 45，515，900円 ワイド： 43，912，800円
3連複： 103，584，500円 3連単： 178，628，200円 計： 562，014，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 110円 � 320円 枠 連（7－8） 420円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，060円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 10，460円

票 数

単勝票数 計 377700 的中 � 53431（3番人気）
複勝票数 計 504332 的中 � 66878（3番人気）� 178468（1番人気）� 25624（6番人気）
枠連票数 計 211182 的中 （7－8） 38170（2番人気）
馬連票数 計 810519 的中 �� 124704（1番人気）
馬単票数 計 455159 的中 �� 25053（5番人気）
ワイド票数 計 439128 的中 �� 44053（3番人気）�� 9667（13番人気）�� 14647（10番人気）
3連複票数 計1035845 的中 ��� 38163（7番人気）
3連単票数 計1786282 的中 ��� 12370（33番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―12．2―11．9―11．6―12．3―12．8―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―36．3―48．2―59．8―1：12．1―1：24．9―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．9
1
3
1，7－（3，10）6，11，13（2，8，12）－5，4，9・（1，7）－（3，10，11）（8，13）6＝12－5－（2，9）－4

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロシナバー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．11．2 京都8着

2012．5．13生 牡4青鹿 母 ニホンピロルピナス 母母 ニホンピロタイラ 18戦2勝 賞金 29，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ブラックウィザード号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻2分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボーンレガシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月9日まで平地競

走に出走できない。
ブラックウィザード号・ハギノティムシェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
平成28年12月9日まで平地競走に出走できない。

※ボーンレガシー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2802110月9日 曇 稍重 （28京都4）第2日 第9競走 ��
��1，400�り ん ど う 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

77 アズールムーン 牝2栗 54 石橋 脩 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 514＋141：23．7 3．9�
22 ヤマカツグレース 牝2栗 54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 448－ 61：23．91� 3．0�
89 ナムラライラ 牝2黒鹿54 松山 弘平奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 458－ 41：24．0� 7．1�
66 ヴィーナスフローラ 牝2栗 54 福永 祐一大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 6 〃 ハナ 4．3�
11 メイショウカリン 牝2鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 480＋101：24．21	 15．1�
33 ロイヤルメジャー 牝2鹿 54 藤岡 康太本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 438－ 41：24．41� 8．5	
55 ラ ソ 牝2黒鹿54 F．ヴェロン西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 村上 欽哉 424－ 61：24．61	 38．5


（仏）

88 ナムラアイドル 牝2鹿 54 和田 竜二奈村 睦弘氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 460± 01：24．7	 67．7�
44 ジョウショーホマレ 牝2栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 466－ 4 〃 クビ 13．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 51，856，600円 複勝： 56，540，400円 枠連： 16，541，100円
馬連： 102，474，200円 馬単： 58，567，400円 ワイド： 49，903，200円
3連複： 124，266，500円 3連単： 245，400，300円 計： 705，549，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 120円 � 170円 枠 連（2－7） 610円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 280円 �� 410円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 5，300円

票 数

単勝票数 計 518566 的中 � 106237（2番人気）
複勝票数 計 565404 的中 � 97480（3番人気）� 150667（1番人気）� 68907（4番人気）
枠連票数 計 165411 的中 （2－7） 20784（2番人気）
馬連票数 計1024742 的中 �� 112013（2番人気）
馬単票数 計 585674 的中 �� 29771（4番人気）
ワイド票数 計 499032 的中 �� 48009（2番人気）�� 30171（5番人気）�� 31413（4番人気）
3連複票数 計1242665 的中 ��� 74835（3番人気）
3連単票数 計2454003 的中 ��� 33559（9番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―12．6―12．3―11．7―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．4―37．0―49．3―1：01．0―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アズールムーン 
�
父 Malibu Moon 

�
母父 Spanish Steps デビュー 2016．6．12 東京3着

2014．4．2生 牝2栗 母 ターシャズスター 母母 Ms. Cuvee Napa 3戦2勝 賞金 17，017，000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。

2802210月9日 晴 稍重 （28京都4）第2日 第10競走 ��
��1，800�

き よ た き

清 滝 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，27．10．10以降28．10．2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
1：43．9
1：43．9

良
良

44 ブレイクザポケット 牡4鹿 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428± 01：46．9 7．7�

813 ヒルノマゼラン 牡3黒鹿53 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 496＋ 41：47．11� 7．0�
710 ノーブルマーズ 牡3栗 55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 474＋ 4 〃 アタマ 2．4�
56 デンコウリキ 牡6黒鹿54 池添 謙一田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 500－ 2 〃 クビ 32．8�
711 ミッキータイガー 牡6鹿 53 F．ヴェロン野田みづき氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：47．31� 79．9	

（仏）

45 ディープウェーブ 牡6青鹿54 北村 友一万波 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－ 2 〃 アタマ 6．6


33 ルナーランダー 牡3栗 53 浜中 俊 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 508＋12 〃 アタマ 9．3�

57 アグネスミニッツ 牡5栗 54 菱田 裕二渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 504± 01：47．4� 11．7�
11 ウェスタールンド 牡4栗 56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 ハナ 19．4
69 センセーション 牝5鹿 52 福永 祐一田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 490＋12 〃 ハナ 26．6�
68 ヴィンセンツイヤー 	5栗 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：47．71
 35．2�
22 メイショウオオゼキ 	6鹿 53 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B500＋161：48．23 17．1�
812 ビートゴーズオン 牝5栗 51 酒井 学 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 41：48．41� 79．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 50，244，900円 複勝： 68，608，100円 枠連： 33，992，600円
馬連： 151，503，500円 馬単： 74，979，000円 ワイド： 76，729，800円
3連複： 208，800，400円 3連単： 303，998，900円 計： 968，857，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 200円 � 200円 � 120円 枠 連（4－8） 1，590円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 980円 �� 390円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 21，800円

票 数

単勝票数 計 502449 的中 � 51677（4番人気）
複勝票数 計 686081 的中 � 71363（4番人気）� 71416（3番人気）� 199212（1番人気）
枠連票数 計 339926 的中 （4－8） 16506（6番人気）
馬連票数 計1515035 的中 �� 39577（10番人気）
馬単票数 計 749790 的中 �� 8827（21番人気）
ワイド票数 計 767298 的中 �� 18465（10番人気）�� 52890（2番人気）�� 50568（3番人気）
3連複票数 計2088004 的中 ��� 67169（3番人気）
3連単票数 計3039989 的中 ��� 10110（66番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．0―12．6―12．2―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―34．8―46．8―59．4―1：11．6―1：23．4―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイクザポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．8 東京3着

2012．2．14生 牡4鹿 母 シュペリユール 母母 ファビラスラフイン 16戦3勝 賞金 49，012，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ルナーランダー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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



2802310月9日 晴 稍重 （28京都4）第2日 第11競走 ��
��1，200�夕刊フジ杯オパールステークス

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，27．10．10以降28．10．2まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

夕刊フジ杯（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 2，900，000
2，900，000

円
円

付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード
中央レコード

1：06．7
1：06．5

良
良

44 ラインスピリット 牡5黒鹿54 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 444＋201：08．4 71．1�
45 セカンドテーブル 牡4栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 470＋ 21：08．5� 8．0�
22 ジャストドゥイング 牡4鹿 54 石橋 脩前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 542－ 2 〃 クビ 7．7�
33 ラヴァーズポイント 牝6青鹿52 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 524＋101：08．6クビ 6．1�
57 アンナミルト 牝5黒鹿52 福永 祐一 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 432＋ 2 〃 同着 7．5�
710 ナックビーナス 牝3青鹿51 酒井 学小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 516＋ 81：08．7クビ 4．0	
56 � マイネルエテルネル 牡6栗 54 和田 竜二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 500＋ 4 〃 アタマ 66．8�

11 アルマワイオリ 牡4黒鹿55 池添 謙一コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 468＋ 61：08．8	 7．3�
68 アットウィル 牡6栗 54 F．ヴェロン宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 494－ 2 〃 ハナ 10．7

（仏）

711 アクティブミノル 牡4黒鹿57 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 21：08．9	 12．1�
812 ラインハート 牝5鹿 51 小林 徹弥大塚 亮一氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B472＋ 61：09．22 19．5�
69 ワキノブレイブ 牡6青鹿56 浜中 俊脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 498＋ 81：09．3� 24．7�
813 キングオブロー 牡7鹿 54 四位 洋文田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 482－ 61：09．72� 50．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 77，433，400円 複勝： 103，826，000円 枠連： 59，650，400円
馬連： 321，432，600円 馬単： 131，691，900円 ワイド： 131，233，300円
3連複： 488，137，900円 3連単： 727，358，600円 計： 2，040，764，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，110円 複 勝 � 1，440円 � 270円 � 290円 枠 連（4－4） 31，290円

馬 連 �� 29，830円 馬 単 �� 68，820円

ワ イ ド �� 6，320円 �� 7，130円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 52，420円 3 連 単 ��� 577，580円

票 数

単勝票数 計 774334 的中 � 8712（13番人気）
複勝票数 計1038260 的中 � 15824（13番人気）� 110242（3番人気）� 102107（4番人気）
枠連票数 計 596504 的中 （4－4） 1477（33番人気）
馬連票数 計3214326 的中 �� 8349（56番人気）
馬単票数 計1316919 的中 �� 1435（124番人気）
ワイド票数 計1312333 的中 �� 5253（57番人気）�� 4649（64番人気）�� 32625（12番人気）
3連複票数 計4881379 的中 ��� 6984（148番人気）
3連単票数 計7273586 的中 ��� 913（1097番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．2―11．3―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．3―45．6―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインスピリット �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．8．10 小倉2着

2011．3．26生 牡5黒鹿 母 リボンストライプ 母母 パワフルレデイ 28戦6勝 賞金 128，849，000円
〔制裁〕 ワキノブレイブ号の騎手浜中俊は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。

ラインスピリット号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

2802410月9日 晴 重 （28京都4）第2日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

22 ス ミ レ 牝3鹿 53 菱田 裕二林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 444± 01：22．7 7．2�
45 ワンミリオンス 牝3鹿 53 福永 祐一 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：23．23 1．7�
69 ティップトップ 牝5鹿 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510± 01：23．41� 14．8�
813 ア グ ネ ッ タ 牝3鹿 53

50 ▲森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B460－ 81：23．71� 14．3�
34 パフュームボム 牝5鹿 55

54 ☆�島 克駿飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 480± 01：23．8クビ 22．3�
46 ピュアコンチェルト 牝3鹿 53 和田 竜二吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 436－ 41：24．01	 13．1	
610 レ デ ィ ー 牝6鹿 55 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 452＋ 41：24．1	 110．2

711 ロスヴァイセ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 484＋161：24．2� 12．5�
814 ウォーターメアヌイ 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 428＋101：24．3	 77．6�
11 マ レ ー ナ 牝5黒鹿55 松山 弘平山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486± 01：24．72	 37．2
57 ダイヤモンドハイ 牝5鹿 55 浜中 俊布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 448－ 41：24．91� 33．5�
33 
 トキノセレブ 牝5鹿 55 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 490± 01：25．32	 44．1�
58 
 トレジャーステイト 牝4鹿 55 中谷 雄太 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：25．51	 10．0�
712 ナスノチドリ 牝3鹿 53 荻野 琢真�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 470± 01：27．3大差 173．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 58，658，300円 複勝： 80，168，700円 枠連： 37，061，100円
馬連： 175，325，000円 馬単： 84，338，800円 ワイド： 83，897，900円
3連複： 203，410，800円 3連単： 375，111，400円 計： 1，097，972，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 160円 � 110円 � 250円 枠 連（2－4） 550円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，220円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 12，940円

票 数

単勝票数 計 586583 的中 � 64442（2番人気）
複勝票数 計 801687 的中 � 96498（2番人気）� 335095（1番人気）� 49368（6番人気）
枠連票数 計 370611 的中 （2－4） 52011（2番人気）
馬連票数 計1753250 的中 �� 247602（1番人気）
馬単票数 計 843388 的中 �� 35814（6番人気）
ワイド票数 計 838979 的中 �� 106177（1番人気）�� 15263（14番人気）�� 40509（6番人気）
3連複票数 計2034108 的中 ��� 69823（4番人気）
3連単票数 計3751114 的中 ��� 21009（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．7―34．7―46．7―58．3―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．0
3 ・（8，3，2）13（7，14）（1，11）10（4，5，9）6＝12 4 2（8，3）－（7，13，14）（4，11）（1，10）（6，5，9）＝12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ス ミ レ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Bernstein デビュー 2015．8．15 札幌3着

2013．1．30生 牝3鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 10戦3勝 賞金 30，441，000円

４レース目



（28京都4）第2日 10月9日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 146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

220，950，000円
2，530，000円
10，420，000円
1，140，000円
22，360，000円
57，465，500円
4，319，800円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
459，694，100円
588，136，200円
251，660，300円
1，209，406，300円
609，485，800円
612，663，800円
1，663，533，600円
2，646，757，800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 8，041，337，900円

総入場人員 24，496名 （有料入場人員 23，213名）
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