
2800110月7日 雨 不良 （29京都4）第1日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

46 アスターソード 牡2鹿 55 和田 竜二加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 432＋ 41：11．9 6．4�
11 リンクスナナ 牝2栗 54 �島 良太目谷 一幸氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 454－ 81：12．0� 18．8�
34 タガノプレトリア 牡2鹿 55 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442＋ 2 〃 クビ 13．6�
33 ハルキストン 牡2鹿 55

52 ▲富田 暁若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 432－ 21：12．1� 34．3�
712 ビ ッ グ ボ ス 牡2黒鹿55 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 478＋ 61：12．73� 29．4�
711 メイショウアキツ 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 458＋201：12．91� 58．4�
45 バ イ ラ 牡2鹿 55 松山 弘平杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 484－ 21：13．0� 1．4	
57 クールウイン 牡2鹿 55

52 ▲森 裕太朗林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 474＋10 〃 クビ 131．1

69 カ ク リ ョ ウ 牡2黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 山口 義彦 474－ 2 〃 アタマ 13．9�
22 リネンゴール 牝2鹿 54

51 ▲川又 賢治戸山 光男氏 坂口 正則 日高 坪田 信作 444－101：13．42� 87．1�
814 ラブリーイレブン 牝2栗 54 武 豊吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 428－141：13．5� 13．4
58 スズカヒューズ 牡2栗 55 藤懸 貴志永井 啓弍氏 加藤 敬二 新冠 森 牧場 490＋101：14．88 241．5�
610 ミネコガンバロウネ 牝2栗 54

53 ☆城戸 義政栗山 道郎氏 伊藤 正徳 茨城 栗山 道郎 458－ 21：15．01� 296．5�
813 テイエムチャメワン 牝2鹿 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 436＋ 81：19．3大差 89．4�
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売 得 金
単勝： 21，112，000円 複勝： 100，574，100円 枠連： 12，071，900円
馬連： 45，770，900円 馬単： 28，482，900円 ワイド： 32，326，600円
3連複： 69，584，500円 3連単： 104，199，600円 計： 414，122，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 470円 � 1，290円 � 700円 枠 連（1－4） 680円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 9，790円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 790円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 12，820円 3 連 単 ��� 63，850円

票 数

単勝票数 計 211120 的中 � 27435（2番人気）
複勝票数 計1005741 的中 � 60238（2番人気）� 19494（6番人気）� 37617（3番人気）
枠連票数 計 120719 的中 （1－4） 13736（4番人気）
馬連票数 計 457709 的中 �� 8172（11番人気）
馬単票数 計 284829 的中 �� 2181（21番人気）
ワイド票数 計 323266 的中 �� 6444（11番人気）�� 10911（8番人気）�� 4009（19番人気）
3連複票数 計 695845 的中 ��� 4069（31番人気）
3連単票数 計1041996 的中 ��� 1183（149番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．1―11．9―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスターソード �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 More Than Ready デビュー 2017．8．27 札幌3着

2015．5．21生 牡2鹿 母 アスターヒューモア 母母 Saratoga Humor 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムチャメワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月7日まで平地

競走に出走できない。

2800210月7日 曇 重 （29京都4）第1日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時25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
1：32．3
1：32．3

良
良

44 レッドランディーニ 牝2青 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446－ 81：34．6 21．8�
66 スターリーステージ 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：35．34 1．5�
11 ヤマニンヌヌース 牝2鹿 54 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 422± 01：35．51� 24．2�
88 ウスベニノキミ 牝2鹿 54 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 432＋ 41：35．6� 7．0�
33 アップファーレン 牝2栗 54 松田 大作�KTレーシング 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 486＋ 41：36．34 4．1�
89 エウプロシュネ 牝2鹿 54 国分 恭介	高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 430－ 21：36．4� 168．0

55 ナムラルビー 牝2栗 54 川須 栄彦奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 446＋ 61：36．82� 49．4�
77 シャンデリアスピン 牝2青鹿54 武 豊 	社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458－ 41：38．28 14．3�
22 クリノクリストフ 牝2鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 株式会社カ

ネツ牧場 446＋ 41：39．05 236．7
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売 得 金
単勝： 34，959，800円 複勝： 97，565，100円 枠連： 7，723，900円
馬連： 43，668，600円 馬単： 31，187，200円 ワイド： 28，730，800円
3連複： 56，221，200円 3連単： 131，540，600円 計： 431，597，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 300円 � 110円 � 250円 枠 連（4－6） 1，330円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，880円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 30，400円

票 数

単勝票数 計 349598 的中 � 13564（5番人気）
複勝票数 計 975651 的中 � 22710（6番人気）� 732029（1番人気）� 29600（5番人気）
枠連票数 計 77239 的中 （4－6） 4468（4番人気）
馬連票数 計 436686 的中 �� 25798（5番人気）
馬単票数 計 311872 的中 �� 5498（14番人気）
ワイド票数 計 287308 的中 �� 13082（6番人気）�� 3654（17番人気）�� 14911（5番人気）
3連複票数 計 562212 的中 ��� 11745（15番人気）
3連単票数 計1315406 的中 ��� 3137（86番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．3―34．6―46．7―58．7―1：11．0―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドランディーニ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2017．8．20 小倉9着

2015．3．25生 牝2青 母 レッドメデューサ 母母 Catchascatchcan 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 アップファーレン号の調教師友道康夫は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノクリストフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月7日まで平地競

走に出走できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 京都競馬 第１日

追 加 記 事（第 4回阪神競馬第 6日第 1競走）
〔その他〕　　ワンダーコンセギル号は，競走中に疾病〔左第３手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



2800310月7日 曇 重 （29京都4）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時55分 （芝・右・外）

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
1：45．9
1：45．9

良
良

11 メサルティム 牝2鹿 54
53 ☆荻野 極 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 420－ 41：50．9 7．7�

22 アドマイヤアルバ 牡2鹿 55 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 1．1�
44 カフジバンガード 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 478＋101：51．53� 7．0�
33 ワイルドフィクサー 牡2鹿 55 藤岡 佑介小川 勲氏 作田 誠二 浦河 岡本 昌市 488＋181：51．92� 36．2�
66 スズカゼフィール 牡2黒鹿55 太宰 啓介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472＋ 61：52．75 45．6�
55 ソッフィダモーレ 牝2栗 54 荻野 琢真�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 448－ 21：53．02 95．8	
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売 得 金
単勝： 32，715，600円 複勝： 80，727，800円 枠連： 発売なし
馬連： 27，748，000円 馬単： 29，994，100円 ワイド： 16，178，900円
3連複： 31，973，100円 3連単： 144，179，700円 計： 363，517，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 140円 � 100円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 110円 �� 150円 �� 110円

3 連 複 ��� 150円 3 連 単 ��� 1，960円

票 数

単勝票数 計 327156 的中 � 35421（3番人気）
複勝票数 計 807278 的中 � 47972（3番人気）� 684317（1番人気）
馬連票数 計 277480 的中 �� 83904（2番人気）
馬単票数 計 299941 的中 �� 22126（4番人気）
ワイド票数 計 161789 的中 �� 39679（2番人気）�� 17620（3番人気）�� 50612（1番人気）
3連複票数 計 319731 的中 ��� 157127（1番人気）
3連単票数 計1441797 的中 ��� 53276（7番人気）

ハロンタイム 13．5―12．5―12．5―12．7―12．9―12．4―12．2―11．2―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―26．0―38．5―51．2―1：04．1―1：16．5―1：28．7―1：39．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メサルティム 

�
父 ディープブリランテ 


�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．9．18 阪神3着

2015．3．24生 牝2鹿 母 ピンクアリエス 母母 ピノシェット 2戦1勝 賞金 6，800，000円

2800410月7日 曇 不良 （29京都4）第1日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時25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
1：23．6
1：23．0

重
重

46 ホウショウナウ 牡2栗 55
54 ☆岩崎 翼芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 490 ―1：24．8 3．9�

33 サンリットデュー 牝2黒鹿54 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 418 ―1：25．22� 20．4�
22 ヘ イ デ イ 牡2鹿 55 国分 恭介 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 ―1：26．05 8．9�
610 ハンサムウーマン 牝2栗 54 川須 栄彦福本 次雄氏 作田 誠二 新冠 安達 洋生 428 ―1：26．1� 39．8�
712 ルクスムンディー 牡2鹿 55 M．デムーロ前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 506 ―1：26．63 1．7�
813 ローザヴァレンティ 牡2黒鹿 55

54 ☆	島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 472 ―1：27．13 50．2�
57 クリノカサット 牝2栗 54 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 466 ―1：27．2� 15．4	
69 メイショウタフマン 牡2鹿 55

52 ▲富田 暁松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 464 ―1：27．3� 92．0

814 クリノペーテルス 牝2鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 春木 昭雄 470 ―1：28．36 45．1�
11 シ シ マ ル 牡2鹿 55 小林 徹弥中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 438 ―1：29．36 176．3�
711 ドンナビアンカ 牝2芦 54

53 ☆荻野 極 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 宮内牧場 458 ―1：30．04 64．8�

45 ブルベアヤマイモ 牡2鹿 55
54 ☆義 英真 ブルアンドベア 藤沢 則雄 新ひだか 飯岡牧場 432 ―1：30．1クビ 115．8�

34 ヴィアプライド 牡2鹿 55 和田 竜二 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 486 ―1：31．48 26．4�
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58 ブランズハッチ 牝2鹿 54 高倉 稜峰 哲馬氏 服部 利之 むかわ ヤマイチ牧場 472 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，572，000円 複勝： 32，738，300円 枠連： 11，391，100円
馬連： 37，734，600円 馬単： 24，660，900円 ワイド： 26，823，500円
3連複： 50，852，600円 3連単： 72，956，800円 計： 284，729，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 430円 � 260円 枠 連（3－4） 1，400円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 920円 �� 490円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 21，550円

票 数

単勝票数 差引計 275720（返還計 1016） 的中 � 58520（2番人気）
複勝票数 差引計 327383（返還計 1189） 的中 � 64824（2番人気）� 16219（5番人気）� 30855（4番人気）
枠連票数 差引計 113911（返還計 135） 的中 （3－4） 6305（6番人気）
馬連票数 差引計 377346（返還計 4907） 的中 �� 10856（8番人気）
馬単票数 差引計 246609（返還計 3155） 的中 �� 4310（16番人気）
ワイド票数 差引計 268235（返還計 4037） 的中 �� 7316（8番人気）�� 14793（3番人気）�� 5457（13番人気）
3連複票数 差引計 508526（返還計 12220） 的中 ��� 8590（13番人気）
3連単票数 差引計 729568（返還計 15887） 的中 ��� 2454（58番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―11．9―12．0―12．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．9―35．8―47．8―1：00．1―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．0
3 ・（10，6）3，11（2，13）（12，14）7－9－4，1＝5 4 ・（10，6）3－（2，13）12（7，11）14－9－（4，1）－5

勝馬の
紹 介

ホウショウナウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Desert King 初出走

2015．5．6生 牡2栗 母 ホウショウルビー 母母 Gaily Field 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ブランズハッチ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィアプライド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月7日まで平地競

走に出走できない。



2800510月7日 曇 重 （29京都4）第1日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．5
1：20．3

良
良

79 タガノカレン 牝2黒鹿54 M．デムーロ八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442 ―1：23．2 3．9�

67 � プリンセステソーロ 牝2鹿 54 武 豊了德寺健二氏 吉村 圭司 愛 Rockhart
Trading Ltd 420 ―1：23．41� 1．9�

811 サウンドシップ 牝2黒鹿54 松山 弘平増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 474 ―1：23．5クビ 12．0�
11 ダイヤモンドベガ 牝2栗 54

53 ☆	島 克駿佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 416 ― 〃 クビ 44．0�
55 メイドインヘヴン 牡2芦 55 浜中 俊原 
子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 430 ― 〃 ハナ 38．8�
68 ロードアクシス 牡2黒鹿55 松若 風馬 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 456 ―1：23．71� 55．8	
33 テルプシコレ 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 446 ― 〃 ハナ 92．1

44 ガ ウ ル 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 480 ― 〃 ハナ 6．9�

812 メイショウメイホウ 牝2栗 54 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 468 ―1：24．33� 11．6�
56 ワイルドアクター 牡2鹿 55 藤岡 佑介小川 勲氏 作田 誠二 むかわ 上水牧場 438 ―1：24．51� 50．0
710 ハンズヘイロー 牡2鹿 55

54 ☆義 英真永山 勝敏氏 藤沢 則雄 新ひだか 川端 英幸 462 ―1：24．71� 187．3�
22 � パールウェディング 牝2栗 54

53 ☆荻野 極飯田 正剛氏 高橋 義忠 米 Chiyoda
Farm 426 ―1：25．33� 72．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，687，600円 複勝： 33，402，600円 枠連： 12，065，200円
馬連： 46，147，600円 馬単： 28，381，000円 ワイド： 29，932，300円
3連複： 60，398，700円 3連単： 95，474，600円 計： 335，489，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連（6－7） 360円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 170円 �� 380円 �� 380円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 296876 的中 � 63219（2番人気）
複勝票数 計 334026 的中 � 56230（2番人気）� 127869（1番人気）� 34105（4番人気）
枠連票数 計 120652 的中 （6－7） 25476（1番人気）
馬連票数 計 461476 的中 �� 112358（1番人気）
馬単票数 計 283810 的中 �� 26216（2番人気）
ワイド票数 計 299323 的中 �� 55880（1番人気）�� 17261（4番人気）�� 17647（3番人気）
3連複票数 計 603987 的中 ��� 53043（2番人気）
3連単票数 計 954746 的中 ��� 18952（6番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．9―12．2―12．3―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―35．5―47．7―1：00．0―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノカレン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2015．4．7生 牝2黒鹿 母 スマートレディー 母母 フロムファースト 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2800610月7日 曇 不良 （29京都4）第1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）

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

67 サザンブリーズ 牡3鹿 55 和田 竜二林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 520＋161：50．0 4．8�
810 クリノライメイ 牡3青鹿55 藤岡 康太栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 514＋ 61：50．1� 17．9�
55 ウォーターシャウト 牡4青鹿57 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 B490－ 2 〃 アタマ 17．8�
22 シップーコウライ 牡5栗 57 松若 風馬�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 486＋ 81：50．63 3．2�
44 ウインランブル 牡4鹿 57 松山 弘平�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 468－ 2 〃 クビ 43．2�
811 クレスコブレイブ 牡3栗 55 浜中 俊堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 530＋101：50．7� 15．6	
66 ウィズワンアセント 牡3鹿 55 M．デムーロ 
キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 514＋ 81：50．91 3．6�
79 ブリーズスズカ 牡4青鹿57 幸 英明永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466＋ 21：51．11� 7．6�
11 ドラゴンマジック 	5栗 57

56 ☆
島 克駿窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 508＋ 6 〃 ハナ 40．9
78 ジ ョ ン ド ゥ 牡3黒鹿 55

54 ☆荻野 極吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 504－ 41：51．73� 13．3�
33 ダノンケンリュウ 	3黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 41：54．8大差 27．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 27，289，100円 複勝： 38，741，300円 枠連： 13，989，900円
馬連： 53，563，100円 馬単： 27，192，700円 ワイド： 36，229，000円
3連複： 72，468，900円 3連単： 100，081，600円 計： 369，555，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 230円 � 570円 � 570円 枠 連（6－8） 1，120円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 7，680円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 1，760円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 26，600円 3 連 単 ��� 126，850円

票 数

単勝票数 計 272891 的中 � 44654（3番人気）
複勝票数 計 387413 的中 � 51990（4番人気）� 16348（8番人気）� 16438（7番人気）
枠連票数 計 139899 的中 （6－8） 9679（5番人気）
馬連票数 計 535631 的中 �� 9660（16番人気）
馬単票数 計 271927 的中 �� 2655（30番人気）
ワイド票数 計 362290 的中 �� 5651（21番人気）�� 5335（24番人気）�� 2736（37番人気）
3連複票数 計 724689 的中 ��� 2043（86番人気）
3連単票数 計1000816 的中 ��� 572（403番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―12．9―12．5―12．1―11．4―12．1―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．9―49．4―1：01．5―1：12．9―1：25．0―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サザンブリーズ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．1．7 京都12着

2014．5．9生 牡3鹿 母 モーニングフェイス 母母 ファーストナイト 7戦2勝 賞金 15，600，000円



2800710月7日 小雨 不良 （29京都4）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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
1：21．7
1：21．5

重
不良

612 ミッキーグッドネス 牝4鹿 55 M．デムーロ野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 422－ 21：23．0 1．5�
816 メイショウサチシオ 牝3黒鹿53 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 498± 01：23．31� 7．6�
815 ピアレスピンク 牝5黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 506± 01：23．4� 30．9�
714 クルークハイト 牝3芦 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 452＋ 81：23．5クビ 12．8�
48 � ワンダースニュマン 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗山本 信行氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 486＋ 21：23．81� 18．7	
35 � フェリシアルチア 牝3栗 53 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 496－ 51：24．12 28．2

12 ララベスラーナ 牝3栗 53

52 ☆�島 克駿ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ B470－ 2 〃 アタマ 6．9�

59 テイケイレーヴ 牝4鹿 55
54 ☆城戸 義政兼松 忠男氏 荒川 義之 洞	湖 レイクヴィラファーム 526＋321：24．52
 136．0�

713 ガ ロ フ ァ ノ 牝5栗 55
54 ☆荻野 極前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 41：24．81� 31．8
611� イ チ ザ ラ ブ 牝5鹿 55

52 ▲三津谷隼人奈良﨑孝一郎氏 柴田 光陽 清水 小野瀬 晃司 444＋161：25．11� 666．3�
47 デアリングエッジ 牝4栗 55 幸 英明 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム B442＋ 21：25．31
 48．9�
23 ヤマニンベリンダ 牝3黒鹿 53

52 ☆岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 464± 0 〃 ハナ 52．8�
36 � マーケットレイズン 牝3芦 53 田中 健峰 哲馬氏 服部 利之 新ひだか 藤吉牧場 436－ 4 〃 ハナ 308．6�
510 スプリングタイム 牝3黒鹿53 藤岡 佑介 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 452＋241：25．4クビ 18．3�
11 メイショウセトギリ 牝3黒鹿53 畑端 省吾松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 B484－ 81：26．57 506．7�
24 ミキノタマテバコ 牝3栗 53

52 ☆義 英真谷口 久和氏 藤沢 則雄 浦河 浦河育成牧場 484＋121：27．03 234．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，813，200円 複勝： 79，107，100円 枠連： 17，099，300円
馬連： 68，072，400円 馬単： 40，398，100円 ワイド： 43，437，900円
3連複： 87，994，900円 3連単： 133，639，300円 計： 507，562，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 470円 枠 連（6－8） 550円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 310円 �� 780円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 13，040円

票 数

単勝票数 計 378132 的中 � 190910（1番人気）
複勝票数 計 791071 的中 � 458945（1番人気）� 51139（4番人気）� 17684（9番人気）
枠連票数 計 170993 的中 （6－8） 24040（3番人気）
馬連票数 計 680724 的中 �� 77004（2番人気）
馬単票数 計 403981 的中 �� 35114（2番人気）
ワイド票数 計 434379 的中 �� 40048（2番人気）�� 13631（7番人気）�� 4829（24番人気）
3連複票数 計 879949 的中 ��� 14343（16番人気）
3連単票数 計1336393 的中 ��� 7428（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．2―46．0―58．4―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 16（12，10）（5，6，15）（3，9，7，14）（4，13）（2，11）－（1，8） 4 ・（16，12）（10，15）14（3，5，7）（9，6，13）（2，11）（4，8）－1

勝馬の
紹 介

ミッキーグッドネス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．1．24 京都2着

2013．5．28生 牝4鹿 母 マイグッドネス 母母 Caressing 13戦3勝 賞金 40，650，000円
〔制裁〕 メイショウサチシオ号の騎手浜中俊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・13番・

11番）

2800810月7日 小雨 重 （29京都4）第1日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

58 リングオブハピネス 牝4栗 55 松若 風馬五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 61：59．5 107．4�
59 アグネスリバティ 牡4黒鹿57 和田 竜二上山 牧氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 486＋ 42：00．03 4．5�
610 アドマイヤジョラス 牡3黒鹿55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476－ 42：00．1� 11．0�
46 メイショウサワカゼ 牡3鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 436－ 22：00．31	 151．8�
47 マルカブリスク 牡4栗 57 北村 友一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 438＋102：00．4クビ 17．7�
611
 ギ エ ナ ー 牝3鹿 51

50 ☆荻野 極吉田 和美氏 池添 学 豪 Arrowfield
Group Pty Ltd 524－ 6 〃 ハナ 7．7�

34 
 ロードクロムウェル 牡5鹿 57 池添 謙一 	ロードホースクラブ 安田 隆行 愛 K. I. Farm
Corporation 470＋ 2 〃 アタマ 16．6


712 メイショウタチマチ 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 502＋ 42：00．61	 2．3�
35 エーティーラッセン 牡3鹿 55

52 ▲富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 496＋142：00．91� 6．9�
814 ミスディレクション �3黒鹿55 幸 英明	ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 4 〃 クビ 41．9
815 マコトステッラミラ 牝3鹿 53

50 ▲森 裕太朗	ディアマント 島 一歩 安平 ノーザンファーム 408＋ 82：01．0クビ 263．4�
23 ミッキーロイヤル 牡3鹿 55 中谷 雄太野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492－ 22：01．1� 32．9�
22 カンガルールブタン 牝3黒鹿53 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 むかわ 貞広 賢治 466＋ 62：01．41� 57．3�
713 マイネルサグラ 牡4栗 57

54 ▲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 484＋ 42：01．61� 405．1�

11 ウインベラシアス 牡3栗 55 松山 弘平	ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 492＋ 42：01．7� 28．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，792，500円 複勝： 57，735，900円 枠連： 18，902，200円
馬連： 83，907，900円 馬単： 38，817，900円 ワイド： 51，117，600円
3連複： 104，706，900円 3連単： 137，582，600円 計： 531，563，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，740円 複 勝 � 1，890円 � 190円 � 280円 枠 連（5－5） 24，910円

馬 連 �� 16，280円 馬 単 �� 44，310円

ワ イ ド �� 4，290円 �� 11，710円 �� 870円

3 連 複 ��� 42，080円 3 連 単 ��� 433，680円

票 数

単勝票数 計 387925 的中 � 2888（12番人気）
複勝票数 計 577359 的中 � 6135（12番人気）� 98832（2番人気）� 54473（4番人気）
枠連票数 計 189022 的中 （5－5） 588（32番人気）
馬連票数 計 839079 的中 �� 3992（40番人気）
馬単票数 計 388179 的中 �� 657（92番人気）
ワイド票数 計 511176 的中 �� 3012（41番人気）�� 1090（61番人気）�� 15841（8番人気）
3連複票数 計1047069 的中 ��� 1866（103番人気）
3連単票数 計1375826 的中 ��� 230（810番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．2―12．2―12．1―12．1―11．8―11．9―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．6―47．8―59．9―1：12．0―1：23．8―1：35．7―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リングオブハピネス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2015．11．14 京都4着

2013．2．27生 牝4栗 母 セフティパラダイス 母母 ダンツプリンセス 18戦2勝 賞金 15，600，000円



2800910月7日 曇 不良 （29京都4）第1日 第9競走 ��
��1，900�北 國 新 聞 杯

発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

57 カルムパシオン �4鹿 57 武 豊前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 524＋ 81：55．7 2．7�

813 ワンダーピルエット 牝4鹿 55 岩崎 翼山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 490＋ 8 〃 クビ 8．2�
610 ダンサクドゥーロ 牡3芦 55 北村 友一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 502－ 41：56．01	 9．7�
45 アガスティア 牡6黒鹿57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 534＋ 61：56．74 15．4�
712 アルムチャレンジ 牡3黒鹿55 古川 吉洋﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 81：56．8	 29．7�
58 テイエムコンドル 牡6鹿 57 松若 風馬竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468＋ 4 〃 クビ 16．8	
814
 サハラファイター 牡4鹿 57 松山 弘平本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 524＋ 61：57．01� 4．5

46 エンクエントロス 牡5鹿 57 荻野 極山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B490± 01：57．42	 86．8�
33 � カ バ ト ッ ト 牡4栗 57 幸 英明冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 482＋ 5 〃 アタマ 71．8�
711 ウォーターマーズ 牡3芦 55 高倉 稜山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 534＋161：58．03	 14．7
69 ウェーブキング 牡5鹿 57 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 514± 01：58．1	 42．7�
34 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 480＋ 6 〃 クビ 60．5�
11 メイショウブーケ 牝6栗 55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B476＋ 21：58．2 130．3�
22 エルデュクラージュ 牡3芦 55 M．デムーロ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B494＋ 22：01．4大差 7．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，762，800円 複勝： 66，014，000円 枠連： 28，193，600円
馬連： 102，458，200円 馬単： 44，135，600円 ワイド： 59，497，400円
3連複： 134，418，700円 3連単： 173，234，400円 計： 652，714，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 200円 � 200円 枠 連（5－8） 320円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 540円 �� 460円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 9，460円

票 数

単勝票数 計 447628 的中 � 132043（1番人気）
複勝票数 計 660140 的中 � 151736（1番人気）� 76182（3番人気）� 75355（4番人気）
枠連票数 計 281936 的中 （5－8） 66658（1番人気）
馬連票数 計1024582 的中 �� 76669（2番人気）
馬単票数 計 441356 的中 �� 20968（2番人気）
ワイド票数 計 594974 的中 �� 28501（3番人気）�� 34382（2番人気）�� 14079（12番人気）
3連複票数 計1344187 的中 ��� 38764（4番人気）
3連単票数 計1732344 的中 ��� 13272（9番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．6―12．6―12．4―12．5―12．2―12．0―11．7―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．3―29．9―42．5―54．9―1：07．4―1：19．6―1：31．6―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カルムパシオン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．1．5 京都4着

2013．4．16生 �4鹿 母 ヴィクトリアアイ 母母 キャットクイル 19戦4勝 賞金 50，563，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルデュクラージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月7日まで平

地競走に出走できない。
※カバトット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2801010月7日 曇 重 （29京都4）第1日 第10競走 ��
��1，400�

く た

久 多 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

47 ペ ス カ ネ ラ 牝3黒鹿53 �島 克駿山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 442± 01：21．4 13．3�
11 オメガタックスマン 牡5鹿 57 北村 友一原 	子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 クビ 17．9�
34 テ ラ ノ ヴ ァ 牝4芦 55 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 488－ 21：21．5クビ 1．8�
58 グレイスミノル 牝5青鹿55 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 496＋18 〃 クビ 25．4�
23 メイショウベルボン 牝3栗 53 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 456－ 21：21．6クビ 71．1�
35 ナムラアッパー 牡6鹿 57 菱田 裕二奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 422＋ 2 〃 クビ 158．7	
814 サプルマインド 牝4鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448＋ 61：21．7
 5．3

611 マイネルパラディ 牡3芦 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 464＋10 〃 クビ 11．3�
713 シ ン ダ ー ズ 牝5青鹿55 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 2 〃 ハナ 18．3
46 リリーヴィクトリー 牡5黒鹿57 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 500－ 81：21．8
 147．5�
712 イノバティブ 牡3鹿 55 松若 風馬畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 456＋16 〃 ハナ 46．7�
815 アドマイヤスカイ 牡5青鹿57 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：22．22
 141．9�
22 キアロスクーロ �4黒鹿57 荻野 極水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 484－141：22．62
 9．2�
59 アズールムーン 牝3栗 53 幸 英明 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 512－101：22．7
 26．1�

（14頭）
610 サフランハート 牡4鹿 57 武 豊海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 450＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 47，868，200円 複勝： 69，634，900円 枠連： 30，085，000円
馬連： 105，154，800円 馬単： 48，475，400円 ワイド： 57，328，500円
3連複： 116，351，100円 3連単： 169，093，900円 計： 643，991，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 310円 � 340円 � 120円 枠 連（1－4） 9，360円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 18，010円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 560円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 42，840円

票 数

単勝票数 差引計 478682（返還計 42157） 的中 � 28717（5番人気）
複勝票数 差引計 696349（返還計 59176） 的中 � 42459（6番人気）� 36680（7番人気）� 246540（1番人気）
枠連票数 差引計 300850（返還計 4677） 的中 （1－4） 2490（26番人気）
馬連票数 差引計1051548（返還計252654） 的中 �� 12526（21番人気）
馬単票数 差引計 484754（返還計112327） 的中 �� 2018（47番人気）
ワイド票数 差引計 573285（返還計133876） 的中 �� 7858（21番人気）�� 26761（6番人気）�� 29845（4番人気）
3連複票数 差引計1163511（返還計517550） 的中 ��� 23523（13番人気）
3連単票数 差引計1690939（返還計776615） 的中 ��� 2861（127番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．3―46．2―57．9―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペ ス カ ネ ラ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．12．24 阪神4着

2014．3．3生 牝3黒鹿 母 ピーチドラフト 母母 ヤマノラヴリー 11戦3勝 賞金 41，193，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 サフランハート号は，発走地点で放馬。疾病〔右膝蓋部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 サフランハート号の調教師北出成人は，発走地点で同馬の頭絡が外れたことについて過怠金100，000円。

アズールムーン号の騎手幸英明は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・11番・3番）



2801110月7日 曇 不良 （29京都4）第1日 第11競走 ��
��1，800�

へいじょうきょう

平城京ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

24 � タガノヴェリテ 	5鹿 57 荻野 極八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484－ 41：48．9 38．3�

47 テンザワールド 牡3栗 55 和田 竜二天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432± 01：49．11
 4．5�
59 エ ポ ッ ク 牡4黒鹿57 藤岡 佑介吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 496－ 2 〃 アタマ 14．3�
11 � ストロングバローズ 牡4鹿 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox

Straus KY 556－ 21：49．31
 3．4�
36 スウィフトレイド 牡4栗 57 浜中 俊 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 498－18 〃 アタマ 10．4�
611 クリノリトミシュル 牝4鹿 55 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 502± 0 〃 クビ 3．5	
35 ヴ ァ ロ ー ア 牝5鹿 55 藤懸 貴志�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 462＋121：49．4クビ 23．8

510 レッドサバス 牡5黒鹿57 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 486＋181：49．71� 19．7�
12 � スリーアロー 牝6黒鹿55 秋山真一郎松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498－ 41：49．8 93．6
714� ペイシャゴンジセ 牡6鹿 57 �島 克駿北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 490－101：49．9クビ 114．2�
815 サージェントバッジ 牡5黒鹿57 幸 英明大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B518＋241：50．43 33．6�
23 マ ル ケ サ ス 牡8青鹿57 池添 謙一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 クビ 68．1�
816 コンセギール 牡5黒鹿57 古川 吉洋前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 21：51．35 42．7�
612 ヨ シ オ 牡4鹿 57 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 480＋121：51．51
 19．7�
48 マイネルオフィール 牡5鹿 57 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B488＋ 61：51．6 63．9�
713 ラインルーフ 牡5栗 57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 516－ 21：52．13 56．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，184，200円 複勝： 93，330，500円 枠連： 55，207，000円
馬連： 242，063，500円 馬単： 96，397，800円 ワイド： 112，949，600円
3連複： 346，636，500円 3連単： 487，386，900円 計： 1，502，156，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，830円 複 勝 � 700円 � 200円 � 340円 枠 連（2－4） 5，640円

馬 連 �� 9，400円 馬 単 �� 24，910円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 4，580円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 31，910円 3 連 単 ��� 270，560円

票 数

単勝票数 計 681842 的中 � 14208（10番人気）
複勝票数 計 933305 的中 � 29257（9番人気）� 147860（3番人気）� 69554（5番人気）
枠連票数 計 552070 的中 （2－4） 7577（20番人気）
馬連票数 計2420635 的中 �� 19949（27番人気）
馬単票数 計 963978 的中 �� 2902（72番人気）
ワイド票数 計1129496 的中 �� 12733（23番人気）�� 6206（50番人気）�� 27184（9番人気）
3連複票数 計3466365 的中 ��� 8147（92番人気）
3連単票数 計4873869 的中 ��� 1306（687番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―12．2―12．1―12．3―12．0―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―35．9―48．0―1：00．3―1：12．3―1：24．4―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タガノヴェリテ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Invincible Spirit

2012．3．16生 	5鹿 母 ヴィオレットステラ 母母 Lady Naomi 28戦4勝 賞金 88，223，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウエスタンパレード号・オールマンリバー号・クールオープニング号

2801210月7日 曇 不良 （29京都4）第1日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16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
1：09．1
1：08．7

重
重

24 チェイスダウン 牡4鹿 57 古川 吉洋畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 480－ 21：10．2 4．4�
11 イサチルホープ 牡5栗 57 中谷 雄太小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 470± 01：10．41� 3．8�
35 スーパーライナー 牡4鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B496－ 4 〃 クビ 18．0�
36 � ワンダーグロワール 牡5鹿 57 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 508＋101：10．71� 119．0�
23 � スズカファイン 牡5栗 57

54 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 472－ 61：11．12	 42．6�
816 タイキラメール 牡4栗 57 幸 英明�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 480＋ 81：11．2クビ 21．8	
510 ドンボラーレ 牡4栗 57 浜中 俊山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 442－ 2 〃 アタマ 23．8

47 ショウナンカイドウ 牡4栗 57

56 ☆荻野 極国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B522－ 2 〃 アタマ 13．9�
714 バルコラベーロ 牡3栗 55 酒井 学 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：11．3	 7．4�
59 ツーエムアーマー 牡3栗 55

52 ▲三津谷隼人村上 憲政氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 476± 01：11．4� 164．2
713 クリノセゴビア 牝4黒鹿 55

54 ☆
島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 460－ 21：11．5� 76．7�
12 ラスカルグレイ �4芦 57 松若 風馬岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 21：11．71� 59．0�
48 タキオンレディー 牝5栗 55

54 ☆加藤 祥太�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 462± 01：12．01	 22．3�
612 ミヤジマミー 牝3黒鹿53 和田 竜二曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 下屋敷牧場 472－121：12．1	 8．3�
611 ナムラムート 牡3栗 55 北村 友一奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 492＋ 6 〃 クビ 5．9�
815 ミルトプリンス 牡3鹿 55

54 ☆岩崎 翼永山 勝敏氏 石橋 守 新冠 長浜 忠 452＋ 81：13．27 51．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，077，100円 複勝： 70，002，900円 枠連： 34，913，200円
馬連： 134，039，100円 馬単： 54，949，500円 ワイド： 74，283，200円
3連複： 182，145，600円 3連単： 237，924，800円 計： 836，335，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 160円 � 340円 枠 連（1－2） 750円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，220円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 14，360円

票 数

単勝票数 計 480771 的中 � 86050（2番人気）
複勝票数 計 700029 的中 � 122577（2番人気）� 127558（1番人気）� 40782（7番人気）
枠連票数 計 349132 的中 （1－2） 35634（1番人気）
馬連票数 計1340391 的中 �� 138126（1番人気）
馬単票数 計 549495 的中 �� 26587（2番人気）
ワイド票数 計 742832 的中 �� 55966（1番人気）�� 14762（15番人気）�� 14944（13番人気）
3連複票数 計1821456 的中 ��� 38372（6番人気）
3連単票数 計2379248 的中 ��� 12005（16番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．2―11．5―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．3―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェイスダウン �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．8．22 札幌7着

2013．3．7生 牡4鹿 母 ジニオマッジョーレ 母母 ミ ス キ 18戦3勝 賞金 39，400，000円
〔発走状況〕 ナムラムート号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 ナムラムート号は，発走調教再審査。



（29京都4）第1日 10月7日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 156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

204，270，000円
20，210，000円
1，450，000円
21，580，000円
62，901，000円
4，056，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
458，834，100円
819，574，500円
241，642，300円
990，328，700円
493，073，100円
568，835，300円
1，313，752，700円
1，987，294，800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 6，873，335，500円

総入場人員 14，196名 （有料入場人員 13，213名）
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