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2809710月30日 晴 良 （28京都4）第9日 第1競走 ��
��1，800�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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

23 キ ク ノ ル ア 牡2栗 55 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 496－ 41：54．1 9．9�
35 タガノディグオ 牡2黒鹿55 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524＋10 〃 クビ 2．4�
510 テイエムグッドマン 牡2鹿 55 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 480－ 21：55．27 4．3�
48 タ ル ガ 牡2黒鹿55 松田 大作�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 41：55．3� 58．1�
11 セルリアンアラシ 牡2栗 55 松若 風馬�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 478＋ 2 〃 クビ 7．7	
714 アロマティカス 牡2鹿 55

53 △城戸 義政山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B446＋ 81：55．62 29．3

816 コウユーヌレエフ 牡2黒鹿55 大下 智加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 480＋121：55．7� 211．9�
815 ハニーゴールド �2鹿 55 藤岡 康太青芝商事� 池江 泰寿 新ひだか グランド牧場 490＋ 21：55．8� 4．6�
24 アウラマイスター 牡2鹿 55 国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 木田牧場 524－ 41：56．22� 148．0
12 ティモシーブルー 牡2鹿 55 国分 恭介中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 492＋ 6 〃 クビ 53．3�
713 コスモオーリー 牡2鹿 55 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 486± 01：56．83� 294．8�
36 ジュティアン 牝2鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428＋ 21：56．9� 118．2�
611 メイショウヒカル 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 452＋ 81：57．0クビ 32．1�
47 プロクレイマー 牡2黒鹿55 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 486－ 21：57．32 31．1�
612 サ ン ナ イ ト 牡2黒鹿55 勝浦 正樹新井 康司氏 森 秀行 新冠 松浦牧場 510－ 41：57．83 73．5�

（15頭）
59 カフジグローリー 牡2黒鹿55 松山 弘平加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 522＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，540，700円 複勝： 23，874，400円 枠連： 9，670，300円
馬連： 37，480，200円 馬単： 20，008，600円 ワイド： 21，902，100円
3連複： 54，443，300円 3連単： 66，798，200円 計： 251，717，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 210円 � 120円 � 130円 枠 連（2－3） 1，330円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 530円 �� 560円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 10，660円

票 数

単勝票数 差引計 175407（返還計 6801） 的中 � 14049（5番人気）
複勝票数 差引計 238744（返還計 11522） 的中 � 21097（5番人気）� 63682（1番人気）� 48885（2番人気）
枠連票数 差引計 96703（返還計 2052） 的中 （2－3） 5616（6番人気）
馬連票数 差引計 374802（返還計 42413） 的中 �� 22723（5番人気）
馬単票数 差引計 200086（返還計 23322） 的中 �� 5140（11番人気）
ワイド票数 差引計 219021（返還計 27973） 的中 �� 9591（6番人気）�� 9087（7番人気）�� 29111（1番人気）
3連複票数 差引計 544433（返還計119207） 的中 ��� 29864（3番人気）
3連単票数 差引計 667982（返還計139575） 的中 ��� 4542（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．8―49．4―1：02．6―1：15．7―1：28．8―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ク ノ ル ア �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2016．7．9 中京2着

2014．3．9生 牡2栗 母 ライトハートリー 母母 オレンジカラー 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走除外〕 カフジグローリー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。発馬機内で暴れた際，疾病〔キ甲部打撲傷〕を発症したため競走除外。

発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カフジグローリー号は，平成28年10月31日から平成28年11月29日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔その他〕 セルリアンアラシ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 セルリアンアラシ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年11月30日まで出走できない。
※サンナイト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2809810月30日 晴 良 （28京都4）第9日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時20分 （ダート・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
1：11．0
1：10．2

重
不良

56 ショウサンルヴィア 牝2鹿 54
51 ▲坂井 瑠星鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 444＋ 21：13．5 7．6�

69 エイドローン 牝2青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 鈴木 孝志 浦河 谷口牧場 478－ 21：13．71 4．2�

711 パワフルヒロコ 牝2黒鹿54 松山 弘平三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 436＋ 21：13．91� 2．3�
44 ラガーユミリン 牝2鹿 54

52 △義 英真奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 446± 01：14．0� 32．6�
22 グランドガール 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 464± 01：14．1� 4．6�
57 グレートコマンダー 牝2黒鹿54 浜中 俊山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 468± 0 〃 クビ 8．8	
33 ウィッシュノート 牝2黒鹿54 勝浦 正樹 
シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B428－ 6 〃 ハナ 42．8�
710 ノ リ ミ 牝2鹿 54 松若 風馬仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442＋ 61：14．73� 26．9�
68 アスターフローラ 牝2栗 54

52 △城戸 義政加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 472－ 21：14．91� 79．9
11 ジューンリーザ 牝2鹿 54 高倉 稜吉川 潤氏 崎山 博樹 日高 出口牧場 448＋ 61：15．64 370．0�
45 エスシージン 牝2栗 54 �島 良太工藤 圭司氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 448＋ 21：15．81� 137．3�
813 クラリティダイヤ 牝2鹿 54 国分 恭介杉山 忠国氏 西村 真幸 新冠 パカパカ

ファーム 432＋ 21：15．9� 313．2�
812 ジュウニンノナカマ 牝2栗 54 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 410＋ 21：17．7大差 58．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，204，400円 複勝： 31，906，200円 枠連： 10，649，000円
馬連： 47，086，600円 馬単： 26，672，300円 ワイド： 28，029，100円
3連複： 67，969，200円 3連単： 95，369，400円 計： 329，886，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 200円 � 140円 � 110円 枠 連（5－6） 1，050円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 540円 �� 380円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 8，910円

票 数

単勝票数 計 222044 的中 � 23358（4番人気）
複勝票数 計 319062 的中 � 26902（5番人気）� 57041（2番人気）� 106705（1番人気）
枠連票数 計 106490 的中 （5－6） 7795（6番人気）
馬連票数 計 470866 的中 �� 17751（9番人気）
馬単票数 計 266723 的中 �� 5273（15番人気）
ワイド票数 計 280291 的中 �� 11642（8番人気）�� 17878（5番人気）�� 39454（1番人気）
3連複票数 計 679692 的中 ��� 48757（2番人気）
3連単票数 計 953694 的中 ��� 7752（26番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．8―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．5―48．3―1：00．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 6（2，12，9）（3，4，11）（8，13）－（5，7）－10－1 4 6，9（2，12）（4，11）3（8，13）－（5，7）10－1

勝馬の
紹 介

ショウサンルヴィア �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2016．8．7 小倉4着

2014．3．13生 牝2鹿 母 ショウサンウルル 母母 キングズラヴ 4戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時25分に変更。
〔発走状況〕 エスシージン号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュウニンノナカマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月30日まで平

地競走に出走できない。

第４回 京都競馬 第９日



2809910月30日 晴 良 （28京都4）第9日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時50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

44 スティーマーレーン 牡2鹿 55 和田 竜二 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 474－ 42：02．4 4．8�
811 レッドストーリア 牝2鹿 54 松若 風馬 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 410± 02：02．61 10．7�
66 エスピリトゥオーゾ 牡2栗 55 四位 洋文名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 454＋ 62：02．92 2．6�
78 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 454＋ 2 〃 クビ 2．6�
55 シャドウブリランテ 牡2鹿 55 藤岡 康太飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 494＋ 42：03．0� 38．6	
11 エイシンルーシー 牝2芦 54 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 浦河 多田 善弘 496＋ 22：03．32 15．7

79 マイネルシルバリー 牡2芦 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか グランド牧場 502＋ 42：03．4クビ 26．3�
22 クリノハリウッド 牡2鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 中村 均 新ひだか 築紫 洋 432＋ 22：03．61� 141．7�
67 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 516－ 42：03．81� 18．6
810 ウエスタンアッレ 牡2鹿 55

53 △義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 512－ 42：05．410 244．7�
（10頭）

33 ジェルファルレイ 牝2鹿 54 水口 優也 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 458－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，244，000円 複勝： 30，419，600円 枠連： 8，160，300円
馬連： 42，814，000円 馬単： 27，177，000円 ワイド： 25，379，600円
3連複： 62，446，200円 3連単： 103，111，100円 計： 321，751，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 180円 � 130円 枠 連（4－8） 2，570円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 640円 �� 270円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 13，420円

票 数

単勝票数 差引計 222440（返還計 1068） 的中 � 37060（3番人気）
複勝票数 差引計 304196（返還計 1397） 的中 � 48429（3番人気）� 36312（4番人気）� 74863（2番人気）
枠連票数 差引計 81603（返還計 2442） 的中 （4－8） 2454（9番人気）
馬連票数 差引計 428140（返還計 8650） 的中 �� 11869（11番人気）
馬単票数 差引計 271770（返還計 4787） 的中 �� 4394（18番人気）
ワイド票数 差引計 253796（返還計 4153） 的中 �� 9317（8番人気）�� 27280（2番人気）�� 13398（4番人気）
3連複票数 差引計 624462（返還計 21326） 的中 ��� 26083（7番人気）
3連単票数 差引計1031111（返還計 28974） 的中 ��� 5567（47番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．7―12．4―12．5―13．0―12．4―12．4―11．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．5―48．9―1：01．4―1：14．4―1：26．8―1：39．2―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
7－6，9，1（4，8）－（2，5）11－10
7－（6，9）1（4，8）11（2，5）10

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

勝馬の
紹 介

スティーマーレーン �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．6．26 阪神9着

2014．3．22生 牡2鹿 母 ウエストコースト 母母 ビーポジティブ 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走除外〕 ジェルファルレイ号は，装鞍所で放馬し，疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。

2810010月30日 晴 良 （28京都4）第9日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時20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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

79 エルデュクラージュ 牡2芦 55 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 494 ―1：54．3 1．6�
56 ブラックジェイド 牡2黒鹿55 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 512 ―1：54．93� 20．6�
67 エールブリリアンツ 牡2芦 55 松田 大作佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 486 ―1：55．0� 64．8�
710 サンライズカラマ 牡2栗 55

53 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 480 ― 〃 クビ 63．8�

811 キクノフェリックス 牡2黒鹿55 浜中 俊菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 498 ―1：55．21� 4．3	
44 ホマレイチバンボシ 牝2鹿 54 古川 吉洋阿部東亜子氏 斉藤 崇史 平取 スガタ牧場 462 ―1：55．3クビ 34．4

33 ベディヴィア 牡2栗 55 松若 風馬 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 458 ―1：55．4� 29．2�
11 ナムラメルシー 牝2黒鹿54 和田 竜二奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 浦河 中島牧場 474 ―1：56．25 8．3�
68 デ イ ズ 牡2黒鹿55 藤岡 康太池袋レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 520 ― 〃 ハナ 26．5
55 タガノアルバトロス 牡2栗 55

52 ▲坂井 瑠星八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 448 ―1：56．73 80．2�

22 チ ェ キ 牝2栗 54 幸 英明�イクタ 大根田裕之 新冠 ムラカミファーム 458 ―1：56．91� 89．2�
812 プライムコード 牡2栗 55 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 472 ―1：58．07 13．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，017，200円 複勝： 34，940，700円 枠連： 12，538，300円
馬連： 45，703，500円 馬単： 30，465，200円 ワイド： 26，874，800円
3連複： 58，835，700円 3連単： 96，124，900円 計： 335，500，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 310円 � 730円 枠 連（5－7） 1，070円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，270円 �� 3，950円

3 連 複 ��� 11，560円 3 連 単 ��� 28，020円

票 数

単勝票数 計 300172 的中 � 149893（1番人気）
複勝票数 計 349407 的中 � 163848（1番人気）� 18288（5番人気）� 6518（10番人気）
枠連票数 計 125383 的中 （5－7） 9048（3番人気）
馬連票数 計 457035 的中 �� 25434（4番人気）
馬単票数 計 304652 的中 �� 13259（5番人気）
ワイド票数 計 268748 的中 �� 14715（4番人気）�� 5314（14番人気）�� 1644（38番人気）
3連複票数 計 588357 的中 ��� 3814（36番人気）
3連単票数 計 961249 的中 ��� 2487（86番人気）

ハロンタイム 12．5―12．3―13．0―13．0―13．0―12．6―12．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．8―37．8―50．8―1：03．8―1：16．4―1：29．1―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エルデュクラージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2014．5．3生 牡2芦 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サンライズカラマ号の騎手義英真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成28年11月5日から平成28年

11月13日まで騎乗停止。（被害馬：3番）



2810110月30日 晴 良 （28京都4）第9日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時10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

78 ア ン セ ム 牡2鹿 55 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462 ―1：50．6 3．4�

33 ムイトオブリガード 牡2鹿 55 浜中 俊市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 クビ 4．2�

55 ザモンゴメリー 牡2鹿 55
52 ▲坂井 瑠星 �サンデーレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506 ―1：50．7� 13．6�
810 アドマイヤプリヴ 牡2青鹿55 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436 ―1：50．8� 3．2�
66 ライクアエンジェル 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 420 ―1：51．01� 71．0	

67 デスティネイション 牡2鹿 55 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488 ― 〃 クビ 26．5


11 ナリタシュウ 牡2鹿 55 松山 弘平�オースミ 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 502 ― 〃 アタマ 42．9�
22 サンタテレサ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490 ―1：51．1	 7．0�
44 アグネスローヤー 牡2鹿 55 高倉 稜渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 454 ―1：51．2クビ 77．7
79 メイショウゴウキ 牡2黒鹿 55

52 ▲荻野 極松本 好雄氏 沖 芳夫 安平 
橋本牧場 500 ―1：52．15 103．9�
811 ダノンケンリュウ 牡2黒鹿55 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 466 ― 〃 クビ 9．9�
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売 得 金
単勝： 25，302，600円 複勝： 29，019，800円 枠連： 10，619，800円
馬連： 47，487，000円 馬単： 26，670，900円 ワイド： 26，876，900円
3連複： 60，718，100円 3連単： 91，521，500円 計： 318，216，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 160円 � 280円 枠 連（3－7） 990円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 350円 �� 770円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 14，670円

票 数

単勝票数 計 253026 的中 � 59164（2番人気）
複勝票数 計 290198 的中 � 54607（2番人気）� 51821（3番人気）� 21460（6番人気）
枠連票数 計 106198 的中 （3－7） 8282（4番人気）
馬連票数 計 474870 的中 �� 40061（3番人気）
馬単票数 計 266709 的中 �� 11092（5番人気）
ワイド票数 計 268769 的中 �� 21720（3番人気）�� 8520（11番人気）�� 9251（9番人気）
3連複票数 計 607181 的中 ��� 12336（11番人気）
3連単票数 計 915215 的中 ��� 4521（51番人気）

ハロンタイム 13．1―12．5―12．6―12．5―12．6―12．6―11．8―11．7―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．6―38．2―50．7―1：03．3―1：15．9―1：27．7―1：39．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ン セ ム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo 初出走

2014．4．10生 牡2鹿 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ダノンケンリュウ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻4分遅延。

2810210月30日 晴 良 （28京都4）第9日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時40分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：07．8

良
良

58 ビーカーリー 牝2黒鹿54 国分 恭介馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 454－ 41：08．8 15．7�
712 ゲンパチケンシン 牡2芦 55

52 ▲荻野 極平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 452＋ 21：08．9� 13．0�
35 クリノヤマトノオー 牡2鹿 55 藤岡 康太栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 452＋14 〃 クビ 42．2�
814 メイソンジュニア 牡2鹿 55 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 490＋ 6 〃 アタマ 15．5�
22 メイショウソウビ 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 476＋141：09．11� 5．1�
34 	 アートオブダムール 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 442＋101：09．31
 36．5	
59 シゲルボブキャット 牡2栗 55 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 448＋161：09．61� 33．8

46 ロイヤルメジャー 牝2鹿 54 小牧 太本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 438± 0 〃 ハナ 13．4�
611 メイクグローリー 牡2栗 55 松田 大作ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 472－ 61：09．7クビ 69．9�
713 アットザトップ 牡2栗 55 松若 風馬�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 464＋ 21：09．8� 3．1
47 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 478＋ 41：10．01� 56．6�
23 レジーナフォルテ 牝2黒鹿54 和田 竜二永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 482＋ 41：10．1
 7．3�
610 ドリームアロー 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 日高 出口牧場 400＋ 8 〃 クビ 77．9�

11 ガーシュウィン 牡2鹿 55 勝浦 正樹田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472＋121：10．42 7．6�
815 ミュークレックス 牡2鹿 55 幸 英明庄司 修二氏 藤沢 則雄 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436＋ 41：11．78 15．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，431，800円 複勝： 36，199，500円 枠連： 18，650，000円
馬連： 65，839，100円 馬単： 30，815，500円 ワイド： 36，958，900円
3連複： 91，854，200円 3連単： 106，802，200円 計： 416，551，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 410円 � 360円 � 1，080円 枠 連（5－7） 1，680円

馬 連 �� 11，400円 馬 単 �� 23，670円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 5，820円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 113，300円 3 連 単 ��� 619，450円

票 数

単勝票数 計 294318 的中 � 14969（9番人気）
複勝票数 計 361995 的中 � 24227（8番人気）� 28132（5番人気）� 8009（12番人気）
枠連票数 計 186500 的中 （5－7） 8555（6番人気）
馬連票数 計 658391 的中 �� 4474（45番人気）
馬単票数 計 308155 的中 �� 976（91番人気）
ワイド票数 計 369589 的中 �� 3856（34番人気）�� 1628（61番人気）�� 1919（54番人気）
3連複票数 計 918542 的中 ��� 608（279番人気）
3連単票数 計1068022 的中 ��� 125（1557番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．1―11．5―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．5―45．0―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．3
3 ・（1，3）（6，12，15）（13，14）（2，7）（4，10）8，5，9，11 4 ・（1，3）6（12，15，14）（2，13）8，7（4，10）（5，9）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビーカーリー �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．23 中京8着

2014．5．24生 牝2黒鹿 母 メデタイメデタイ 母母 タイトルロウル 5戦2勝 賞金 12，700，000円
※アートオブダムール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2810310月30日 晴 良 （28京都4）第9日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時10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
1：21．7
1：21．5

重
不良

611� スパイラルステップ 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 勝己氏 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528± 01：24．3 1．7�

815 ファビラスヒーロー 	3芦 55
53 △義 英真吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 476＋ 81：24．83 5．7�

47 シルバーソード 牡4鹿 57 幸 英明�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 514＋ 2 〃 クビ 13．7�

11 セカンドエフォート 牡3青鹿55 松若 風馬 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：25．22
 47．3�
59 � キングカーティス 牡4鹿 57 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 456＋ 41：25．3クビ 20．9	
610 メイショウフウシャ 牝3鹿 53

52 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 460± 01：25．62 26．9

713 タガノモーサン 牡3鹿 55 �島 良太八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 502－101：25．91� 17．1�
35 アフターミー 牡3鹿 55 藤岡 康太下河�美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 434± 01：26．0
 81．4
22 � マヤブリリアント 牝3栗 53 酒井 学�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 398＋ 21：26．1クビ 144．2�
23 セルリアンコスモ 牡4鹿 57 松山 弘平�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 518－ 21：26．2� 193．7�
34 グルーヴァー 牝5青鹿 55

52 ▲荻野 極吉田 勝己氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：26．62
 26．1�
58 スリーパスポート 牡3黒鹿 55

53 △城戸 義政永井商事� 南井 克巳 むかわ 新井牧場 486＋ 6 〃 ハナ 20．2�
712� ハイイノベーション 牡4栗 57 国分 優作服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 468＋ 21：27．45 293．8�
46  ワンダフルラスター 牡4鹿 57 小牧 太 �シルクレーシング 橋口 慎介 米 Spendthrift

Farm LLC 518± 01：27．5� 25．7�
814 ネオヴァシュラン 牝4黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星小林 仁幸氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 508＋ 41：35．7大差 8．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，630，100円 複勝： 50，141，500円 枠連： 19，201，700円
馬連： 68，016，900円 馬単： 43，194，100円 ワイド： 40，441，600円
3連複： 98，090，100円 3連単： 145，562，200円 計： 495，278，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 210円 枠 連（6－8） 300円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 250円 �� 370円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 4，830円

票 数

単勝票数 計 306301 的中 � 139970（1番人気）
複勝票数 計 501415 的中 � 229888（1番人気）� 61582（2番人気）� 35575（4番人気）
枠連票数 計 192017 的中 （6－8） 49166（1番人気）
馬連票数 計 680169 的中 �� 91678（1番人気）
馬単票数 計 431941 的中 �� 41977（1番人気）
ワイド票数 計 404416 的中 �� 46768（1番人気）�� 28007（2番人気）�� 10521（11番人気）
3連複票数 計 980901 的中 ��� 39289（2番人気）
3連単票数 計1455622 的中 ��� 21829（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．7―34．7―47．2―59．7―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スパイラルステップ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エンドスウィープ

2012．3．3生 牝4鹿 母 スパイラルリング 母母 ウェディングバンド 4戦2勝 賞金 17，900，000円
初出走 JRA

〔その他〕 ネオヴァシュラン号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

2810410月30日 晴 良 （28京都4）第9日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

57 ジュールポレール 牝3鹿 53 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 81：34．6 2．7�

11 スズカバーディー �3黒鹿55 古川 吉洋永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 440＋221：34．81	 22．7�
711 ヤマカツサファイヤ 牝3青鹿53 秋山真一郎山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 498＋ 8 〃 ハナ 15．9�
812 アルパーシャン 牡4栗 57 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 460＋ 21：34．9
 8．9�
68 エールデュレーヴ 牝3黒鹿53 松若 風馬 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 432－ 8 〃 クビ 8．0	
33 マルカブリスク 牡3栗 55 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 428－ 21：35．0クビ 12．8

69 リーサルストライク 牡4鹿 57 松山 弘平�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 518＋ 8 〃 ハナ 4．6�
710 ファンタサイズ 牡3鹿 55

52 ▲坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 438＋ 21：35．21	 6．9�
44 � シ ン ガ ン 牡5青鹿57 松田 大作林 正道氏 的場 均 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 488＋ 2 〃 クビ 84．1
22 アイオシルケン 牡4黒鹿57 小牧 太石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 484± 01：35．3
 94．6�
56 � ネオアトラクション 牡4鹿 57 浜中 俊林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 500＋ 8 〃 クビ 29．5�
45 セイントバローズ 牡4鹿 57 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 478± 01：35．4クビ 18．8�
813 ウォーターミリオン 牡3栗 55

54 ☆岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 444＋10 〃 ハナ 176．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，944，900円 複勝： 40，851，100円 枠連： 17，016，500円
馬連： 72，522，200円 馬単： 35，590，800円 ワイド： 39，741，500円
3連複： 95，004，000円 3連単： 132，583，900円 計： 460，254，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 660円 � 440円 枠 連（1－5） 3，310円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 870円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 14，750円 3 連 単 ��� 58，320円

票 数

単勝票数 計 269449 的中 � 77032（1番人気）
複勝票数 計 408511 的中 � 97970（1番人気）� 12621（9番人気）� 20321（8番人気）
枠連票数 計 170165 的中 （1－5） 3981（14番人気）
馬連票数 計 725222 的中 �� 16016（12番人気）
馬単票数 計 355908 的中 �� 5121（19番人気）
ワイド票数 計 397415 的中 �� 7443（18番人気）�� 12195（9番人気）�� 2329（42番人気）
3連複票数 計 950040 的中 ��� 4829（46番人気）
3連単票数 計1325839 的中 ��� 1648（188番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．0―12．5―12．1―11．5―11．8―11．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュールポレール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2016．4．23 京都5着

2013．5．2生 牝3鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ 6戦2勝 賞金 20，134，000円
※出走取消馬 スズカプリズム号（疾病〔右肩跛行〕のため）



2810510月30日 晴 良 （28京都4）第9日 第9競走 ��
��1，400�北 國 新 聞 杯

発走14時15分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，27．10．31以降28．10．23まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北國新聞社賞（1着）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

67 ツィンクルソード 牡5芦 53 小牧 太 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：20．9 25．8�
22 グレイスミノル 牝4青鹿54 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 482＋101：21．32� 3．5�
811 キアロスクーロ �3黒鹿55 松山 弘平水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 494＋ 61：21．4	 6．6�
810 ラッフォルツァート 牝4鹿 53 幸 英明 �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 480＋ 41：21．5クビ 46．4�
78 ムーンエクスプレス 牝4鹿 54 秋山真一郎 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 436－ 21：21．71
 9．9	
44 ビナイーグル 牡3鹿 55 和田 竜二井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 508＋ 61：21．8	 2．2

55 ガルデルスリール 牝5鹿 52 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462－ 21：21．9� 14．6�
33 マイアベーア 牡4青鹿54 松若 風馬 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 クビ 12．1�
79 ボールドジャパン 牡5鹿 53 中谷 雄太増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 532＋ 21：22．0クビ 52．0
11 タガノバラード 牝5黒鹿52 古川 吉洋八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448＋ 41：22．1	 71．1�
66 サンセットスカイ 牡6栗 54 坂井 瑠星前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 21：22．2	 38．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，597，900円 複勝： 38，524，000円 枠連： 16，756，000円
馬連： 88，333，100円 馬単： 49，574，900円 ワイド： 45，527，700円
3連複： 123，165，800円 3連単： 213，403，200円 計： 610，882，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，580円 複 勝 � 580円 � 170円 � 200円 枠 連（2－6） 3，030円

馬 連 �� 5，190円 馬 単 �� 14，860円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 2，600円 �� 420円

3 連 複 ��� 9，770円 3 連 単 ��� 98，790円

票 数

単勝票数 計 355979 的中 � 11011（7番人気）
複勝票数 計 385240 的中 � 13224（8番人気）� 70508（2番人気）� 53255（3番人気）
枠連票数 計 167560 的中 （2－6） 4281（12番人気）
馬連票数 計 883331 的中 �� 13170（17番人気）
馬単票数 計 495749 的中 �� 2501（43番人気）
ワイド票数 計 455277 的中 �� 6852（20番人気）�� 4236（26番人気）�� 30491（3番人気）
3連複票数 計1231658 的中 ��� 9450（27番人気）
3連単票数 計2134032 的中 ��� 1566（252番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―11．3―11．0―11．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．5―35．8―46．8―57．8―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツィンクルソード �
�
父 デュランダル �

�
母父 Lyphard デビュー 2013．9．8 阪神1着

2011．3．25生 牡5芦 母 ツィンクルブライド 母母 デビルズブライド 20戦4勝 賞金 46，619，000円

2810610月30日 晴 良 （28京都4）第9日 第10競走 ��
��1，800�

みささぎ

御陵ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．10．31以降28．10．23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

賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 910，000
910，000

円
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

1：47．8
1：47．8

重
重

611 マイティティー 牝4鹿 53 松山 弘平五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 61：50．9 3．7�
815 リーゼントロック 牡5黒鹿54 中谷 雄太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 526＋ 4 〃 アタマ 29．2�
58 ヨヨギマック 牡5栗 55 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 512＋101：51．32� 7．3�
34 メモリーシャルマン 牝7鹿 51 松若 風馬橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 542＋26 〃 アタマ 38．1�
713 アドマイヤシャイ 牝4黒鹿53 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 444± 01：51．4クビ 9．5�
814 ロードフォワード 牡5青鹿54 国分 優作 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 6 〃 同着 112．2	
610� コクスイセン 牡3黒鹿53 武 幸四郎中辻 明氏 寺島 良 登別 ユートピア牧場 494＋ 4 〃 クビ 8．7

47 カ ラ ク プ ア 牡3黒鹿53 藤岡 康太�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム 488－ 21：51．5	 10．2�
11 スマートボムシェル 牡4栗 54 浜中 俊大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 502＋ 81：51．6クビ 14．4�
46 トップディーヴォ 牡4鹿 57．5 四位 洋文コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 496＋ 8 〃 クビ 3．4�
22 � マヤノカデンツァ 牡7栗 52 国分 恭介田所 英子氏 西村 真幸 新冠 村田牧場 B474＋ 61：52．02 160．5�
35 タイガークラウン 牡5黒鹿54 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 484＋ 21：52．42� 22．9�
59 � コスモカウピリ 牡5鹿 53 高倉 稜 ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 506＋ 61：52．82� 146．6�
23 サトノキングリー 
6鹿 54 岡田 祥嗣里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 476＋ 21：53．43� 36．2�
712 ウエスタンレベッカ 牝6鹿 51 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B464＋ 41：54．78 58．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，421，200円 複勝： 50，836，100円 枠連： 30，766，800円
馬連： 123，360，200円 馬単： 57，549，900円 ワイド： 61，557，900円
3連複： 169，196，300円 3連単： 242，834，600円 計： 773，523，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 650円 � 210円 枠 連（6－8） 3，570円

馬 連 �� 8，120円 馬 単 �� 11，750円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 610円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 15，020円 3 連 単 ��� 69，120円

票 数

単勝票数 計 374212 的中 � 79751（2番人気）
複勝票数 計 508361 的中 � 83135（2番人気）� 15879（9番人気）� 68308（3番人気）
枠連票数 計 307668 的中 （6－8） 6668（14番人気）
馬連票数 計1233602 的中 �� 11773（27番人気）
馬単票数 計 575499 的中 �� 3673（43番人気）
ワイド票数 計 615579 的中 �� 6454（27番人気）�� 27853（3番人気）�� 6448（28番人気）
3連複票数 計1691963 的中 ��� 8445（50番人気）
3連単票数 計2428346 的中 ��� 2547（218番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．1―12．4―12．7―12．9―13．1―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―22．9―35．0―47．4―1：00．1―1：13．0―1：26．1―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F37．9
1
3
12－13，10－11，5，15，8－（1，3）9，6，2（7，14）－4
12＝13（10，11）（8，5，15）（1，6，3）9，2（7，14）4

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

勝馬の
紹 介

マイティティー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．8．10 小倉5着

2012．3．6生 牝4鹿 母 チアズガディス 母母 チアズグレイス 21戦5勝 賞金 60，750，000円
〔発走状況〕 サトノキングリー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※出走取消馬 クラウンシャイン号（疾病〔左肩跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダテノハクトラ号

１レース目



2810710月30日 晴 良 （28京都4）第9日 第11競走 ��
��1，800�カシオペアステークス

発走15時30分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�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
54�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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

812 ヒルノマテーラ 牝5黒鹿54 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 462± 01：46．1 7．9�
11 クラリティシチー 牡5鹿 56 松田 大作 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 496＋101：46．31	 21．7�
68 ベ ル ー フ 牡4鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 2 〃 アタマ 3．2�
55 フェイマスエンド 牡5栗 56 小牧 太 �シルクレーシング 
島 一歩 新冠 中村農場 486＋ 61：46．4� 11．5�
710 ダイシンサンダー 牡5鹿 56 秋山真一郎大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 500＋ 2 〃 クビ 6．9	
22 ダンツプリウス 牡3鹿 56 浜中 俊山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 508＋141：46．5クビ 4．2

56 ウインリバティ 牝5黒鹿54 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 61：46．71� 42．9�
44 コスモソーンパーク 牡8青鹿58 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 4 〃 アタマ 72．9�
811 デウスウルト �8黒鹿57 幸 英明吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：46．8クビ 57．4
33 レプランシュ 牡3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464－ 21：47．12 5．6�
67 ゼ ロ ス 牡7鹿 56 国分 恭介杉澤 光雄氏 松元 茂樹 日高 坂 牧場 498－ 41：48．16 21．6�
79 ミヤジタイガ 牡6鹿 56 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 504－101：48．52� 36．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，250，100円 複勝： 63，923，100円 枠連： 38，883，100円
馬連： 217，379，000円 馬単： 95，360，700円 ワイド： 83，114，600円
3連複： 288，157，800円 3連単： 469，528，600円 計： 1，312，597，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 560円 � 150円 枠 連（1－8） 7，790円

馬 連 �� 10，130円 馬 単 �� 17，210円

ワ イ ド �� 2，910円 �� 470円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 76，390円

票 数

単勝票数 計 562501 的中 � 56553（5番人気）
複勝票数 計 639231 的中 � 71266（5番人気）� 22146（8番人気）� 140902（1番人気）
枠連票数 計 388831 的中 （1－8） 3865（22番人気）
馬連票数 計2173790 的中 �� 16626（30番人気）
馬単票数 計 953607 的中 �� 4154（51番人気）
ワイド票数 計 831146 的中 �� 6924（32番人気）�� 49207（2番人気）�� 15570（17番人気）
3連複票数 計2881578 的中 ��� 25303（30番人気）
3連単票数 計4695286 的中 ��� 4456（236番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―12．2―12．1―11．6―11．0―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．4―47．6―59．7―1：11．3―1：22．3―1：34．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルノマテーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Concern デビュー 2013．12．1 阪神7着

2011．4．28生 牝5黒鹿 母 コンサーンナッカ 母母 Sacramentada 24戦5勝 賞金 111，977，000円

2810810月30日 晴 良 （28京都4）第9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）
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

24 ヒロブレイブ 牡3鹿 55
53 △義 英真石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 470＋ 61：24．2 4．5�

510 コウエイエンブレム 牡3栗 55 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 520＋201：24．41� 4．2�
714 ブライスガウ 牝3栗 53 中谷 雄太一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 484－ 4 〃 アタマ 5．7�
12 ヒドゥンブレイド 牡6黒鹿57 松若 風馬 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 494－ 41：24．82	 57．0�
713 ア グ ネ ッ タ 牝3鹿 53 小牧 太菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B464＋ 41：25．0
 18．9�
48 コージェント 牡3鹿 55 幸 英明水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 534＋121：25．1	 117．0	
816 メイショウオオカゼ 牡6黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518－ 41：25．2	 36．7


59 � メイショウボンロク 牡5栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 482－ 2 〃 アタマ 117．9�
35 � ジョディーズロマン 牝6栗 55

53 △城戸 義政 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 456－14 〃 ハナ 116．6
36 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 434－ 21：25．3	 13．7�
11 リアルプロジェクト 牡4鹿 57 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 516－121：25．4クビ 9．1�
47 スマートプラネット 牝4鹿 55 勝浦 正樹田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 466－ 81：25．5	 23．0�
611 グリューヴァイン 牝4栗 55 浜中 俊 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 474－ 21：25．71	 11．7�
23 � アキノアッパー 牡6栗 57 国分 優作穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 484－101：26．12	 224．1�
612� カフジオリオン 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 494＋101：26．41
 5．5�

815 デンコウヒノマル 牡5栗 57
56 ☆岩崎 翼田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 510＋ 41：27．35 220．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，860，300円 複勝： 76，074，800円 枠連： 40，918，800円
馬連： 173，455，600円 馬単： 70，797，800円 ワイド： 84，374，700円
3連複： 239，738，900円 3連単： 344，845，200円 計： 1，085，066，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 170円 � 180円 枠 連（2－5） 1，190円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 440円 �� 440円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 8，190円

票 数

単勝票数 計 548603 的中 � 95728（2番人気）
複勝票数 計 760748 的中 � 137401（1番人気）� 112499（2番人気）� 101563（3番人気）
枠連票数 計 409188 的中 （2－5） 26570（6番人気）
馬連票数 計1734556 的中 �� 107605（2番人気）
馬単票数 計 707978 的中 �� 22258（3番人気）
ワイド票数 計 843747 的中 �� 49640（1番人気）�� 49252（2番人気）�� 42176（3番人気）
3連複票数 計2397389 的中 ��� 91764（1番人気）
3連単票数 計3448452 的中 ��� 30509（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．7―34．3―46．2―58．9―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．0
3 ・（12，15）（10，14）16－（1，11，8）－（3，5，13）2，9－6（7，4） 4 12（15，10，14）（1，16）（11，8）3（2，5，13）（6，9，4）－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒロブレイブ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Wild Rush デビュー 2015．6．14 阪神7着

2013．4．30生 牡3鹿 母 スズノメガミ 母母 Sue’s Temper 16戦3勝 賞金 34，650，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 オイルタウン号・キタサンサジン号・ストリクス号・ペプチドウォヘッド号・モアザンイナフ号

４レース目



（28京都4）第9日 10月30日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158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

226，440，000円
2，530，000円
11，900，000円
1，250，000円
23，140，000円
64，734，500円
4，082，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
388，445，200円
506，710，800円
233，830，600円
1，029，477，400円
513，877，700円
520，779，400円
1，409，619，600円
2，108，485，000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 6，711，225，700円

総入場人員 30，577名 （有料入場人員 28，973名）



平成28年度 第4回京都競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，382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

2，476，630，000円
22，550，000円
108，540，000円
62，790，000円
270，910，000円
558，839，500円
38，703，400円
13，267，200円

勝馬投票券売得金
5，175，609，600円
7，026，341，600円
3，030，896，900円
13，618，576，800円
7，169，870，800円
6，720，405，200円
19，760，742，800円
34，947，314，100円
1，323，034，400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 98，772，792，200円

総入場延人員 267，109名 （有料入場延人員 216，082名）
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