
2806110月21日 雨 重 （29京都4）第6日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時05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
1：23．6
1：23．0

重
重

44 エスシーハンコック 牝2栗 54
51 ▲森 裕太朗工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 高松牧場 446－ 41：26．3 44．9�

811 ピ ッ パ 牝2栗 54 松若 風馬飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 462± 0 〃 クビ 28．2�
67 ウインタイムリープ 牝2鹿 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 448± 01：26．51 64．1�
79 ナ ム ラ キ ヌ 牝2鹿 54 秋山真一郎奈村 睦弘氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 456＋ 4 〃 クビ 2．8�
33 エンジェルウィング 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 516± 01：26．92� 8．3	
810 シゲルミズナ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 506－ 81：27．11� 125．3

22 ピエナシニスター 牝2栗 54 太宰 啓介本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 444＋ 41：28．05 22．2�
66 レーヌビクトリア 牝2栗 54 和田 竜二 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 444＋221：28．63� 68．2�
78 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± 01：28．7� 1．7
11 ビナロータス 牝2青鹿54 菱田 裕二井之口二三雄氏 作田 誠二 新ひだか 塚田 達明 458－ 21：30．7大差 129．5�

（10頭）
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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，129，200円 複勝： 33，471，500円 枠連： 9，213，900円
馬連： 40，502，900円 馬単： 25，294，700円 ワイド： 25，154，800円
3連複： 53，251，800円 3連単： 94，666，900円 計： 313，685，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，490円 複 勝 � 990円 � 630円 � 870円 枠 連（4－8） 11，350円

馬 連 �� 18，650円 馬 単 �� 42，150円

ワ イ ド �� 4，110円 �� 6，410円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 77，100円 3 連 単 ��� 596，810円

票 数

単勝票数 差引計 321292（返還計 349） 的中 � 6072（6番人気）
複勝票数 差引計 334715（返還計 922） 的中 � 8804（7番人気）� 14582（5番人気）� 10078（6番人気）
枠連票数 差引計 92139（返還計 316） 的中 （4－8） 629（16番人気）
馬連票数 差引計 405029（返還計 1675） 的中 �� 1683（27番人気）
馬単票数 差引計 252947（返還計 876） 的中 �� 450（53番人気）
ワイド票数 差引計 251548（返還計 1389） 的中 �� 1581（28番人気）�� 1007（34番人気）�� 1915（25番人気）
3連複票数 差引計 532518（返還計 6116） 的中 ��� 518（84番人気）
3連単票数 差引計 946669（返還計 11998） 的中 ��� 115（467番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．0―12．4―12．7―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―35．2―47．6―1：00．3―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．7
3 ・（8，9，11）（10，7）－3－2，4，1＝6 4 ・（8，9，11）（10，7）－4，3，2＝1＝6

勝馬の
紹 介

エスシーハンコック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Came Home デビュー 2017．9．30 中山14着

2015．4．15生 牝2栗 母 アグネスカルミア 母母 Morning Star 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ナムラルビー号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

2806210月21日 雨 重 （29京都4）第6日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時35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

33 コウエイアンカ 牡2鹿 55 松山 弘平伊東 政清氏 柴田 光陽 日高 浜本牧場 472＋ 61：12．6 6．5�
89 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 440－ 21：13．13 4．1�
11 バ イ ラ 牡2鹿 55 和田 竜二杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 486＋ 2 〃 クビ 3．9�
77 コパノマーボー 牡2栗 55 藤岡 佑介小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 有限会社石川牧場 492± 01：13．73� 8．1�
88 ゴ ム マ リ 牝2黒鹿54 幸 英明田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 466＋ 61：13．8� 33．6�
66 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± 0 〃 クビ 2．9�
55 パープルヒストリー 牡2栗 55 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 430－ 41：14．01	 213．5	
22 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± 0 〃 アタマ 23．1

44 デンコウグランデ 牡2鹿 55

52 ▲森 裕太朗田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 476－ 21：14．42� 91．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 22，892，200円 複勝： 27，637，800円 枠連： 7，254，100円
馬連： 36，941，600円 馬単： 21，590，300円 ワイド： 22，139，600円
3連複： 47，527，100円 3連単： 83，171，400円 計： 269，154，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（3－8） 800円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 300円 �� 340円 �� 330円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 6，510円

票 数

単勝票数 計 228922 的中 � 29303（4番人気）
複勝票数 計 276378 的中 � 47485（3番人気）� 57037（2番人気）� 46198（4番人気）
枠連票数 計 72541 的中 （3－8） 7004（3番人気）
馬連票数 計 369416 的中 �� 31509（5番人気）
馬単票数 計 215903 的中 �� 9698（9番人気）
ワイド票数 計 221396 的中 �� 19136（3番人気）�� 16090（6番人気）�� 17164（4番人気）
3連複票数 計 475271 的中 ��� 43079（3番人気）
3連単票数 計 831714 的中 ��� 9261（25番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．2―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．1―47．3―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイアンカ �

父 プリサイスエンド �


母父 キングヘイロー デビュー 2017．8．12 小倉5着

2015．4．11生 牡2鹿 母 カノヤトップレディ 母母 ウッドマンズシック 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 ビッグボス号の騎手松若風馬は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

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６日



2806310月21日 雨 稍重 （29京都4）第6日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時05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

44 アドマイヤアルバ 牡2鹿 55 川田 将雅近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：51．3 1．1�
11 ダノンテアトロ 牡2鹿 55 幸 英明�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 464± 01：51．51� 15．5�
88 バ リ エ ン テ 牡2黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 442＋ 6 〃 クビ 7．2�
77 マーナガルム 牡2鹿 55 和田 竜二吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：51．81� 10．0�
22 ヒ ナ マ ツ リ 牝2鹿 54 松山 弘平西尾誠一郎氏 村山 明 日高 下河辺牧場 402＋ 21：52．11� 111．8�
33 エ イ コ ー ン 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 446＋201：52．52	 129．0	
55 シ メ イ 牡2青鹿55 浜中 俊仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 490－ 21：53．77 35．8

66 ビーヴェローチェ 牡2栗 55

52 ▲森 裕太朗馬場 祥晃氏 牧田 和弥 新ひだか 及川 ミツ子 446－ 41：53．91	 122．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 33，932，500円 複勝： 59，400，700円 枠連： 発売なし
馬連： 33，136，500円 馬単： 29，200，100円 ワイド： 25，536，200円
3連複： 34，183，800円 3連単： 126，815，700円 計： 342，205，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 180円 �� 110円 �� 310円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，410円

票 数

単勝票数 計 339325 的中 � 237561（1番人気）
複勝票数 計 594007 的中 � 470108（1番人気）� 25060（4番人気）� 45443（2番人気）
馬連票数 計 331365 的中 �� 41956（3番人気）
馬単票数 計 292001 的中 �� 33488（3番人気）
ワイド票数 計 255362 的中 �� 26563（3番人気）�� 107580（1番人気）�� 11839（5番人気）
3連複票数 計 341838 的中 ��� 65232（2番人気）
3連単票数 計1268157 的中 ��� 64967（4番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―12．1―12．8―13．3―12．8―12．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―36．5―49．3―1：02．6―1：15．4―1：27．7―1：39．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤアルバ �

父 ハーツクライ �


母父 Bernstein デビュー 2017．7．1 中京2着

2015．1．19生 牡2鹿 母 エリドゥバビロン 母母 Miss Suilleabhain 5戦1勝 賞金 18，246，000円
〔発走状況〕 シメイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

2806410月21日 雨 稍重 （29京都4）第6日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時35分 （芝・右）

牝，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

714 ナ デ ィ ア 牝2鹿 54
53 ☆坂井 瑠星�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 404 ―1：24．3 13．8�
59 グ リ エ ル マ 牝2鹿 54 秋山真一郎小川眞査雄氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 460 ―1：24．72� 3．2�
817 クロンヌデトワール 牝2栗 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 460 ―1：25．02 5．9�
611 ライクアジャーニー 牝2鹿 54 幸 英明大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 472 ― 〃 クビ 21．7�
47 ノッテステラータ 牝2鹿 54 松若 風馬 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 408 ―1：25．1クビ 34．6	
816 ア ン ジ ェ ラ 牝2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 452 ―1：25．31� 117．8

48 ケアリアポンド 牝2栗 54 国分 恭介守内ひろ子氏 大根田裕之 日高 新生ファーム 446 ―1：25．4� 150．6�
24 メイショウジョワ 牝2黒鹿54 川須 栄彦松本 好雄氏 梅田 智之 様似 中脇 一幸 432 ― 〃 クビ 175．6�
612 プライムチョイス 牝2鹿 54 藤岡 佑介宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 436 ―1：25．5クビ 15．7
713 ウォーターリバース 牝2鹿 54 浜中 俊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 434 ―1：25．6� 24．2�
11 メイショウラビエ 牝2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 474 ― 〃 クビ 8．5�
35 ピースフルウィーク 牝2栗 54 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 428 ―1：25．7� 21．0�
36 イ ア ハ ー ト 牝2栗 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436 ―1：25．91� 19．8�
23 バードランド 牝2青鹿54 菱田 裕二長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 406 ―1：26．22 131．8�
510 ニホンピロルーラー 牝2黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 430 ―1：26．51� 94．7�
12 アイファーヒナタ 牝2黒鹿54 高倉 稜中島 稔氏 坂口 正則 清水 リトルブルーファーム 408 ―1：27．35 304．8�
715 サトノコメット 牝2黒鹿54 川田 将雅里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456 ―1：30．8大差 5．1�
818 ム ソ ウ 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 426 ―1：31．54 161．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，351，000円 複勝： 29，140，900円 枠連： 15，103，900円
馬連： 38，196，400円 馬単： 18，339，500円 ワイド： 24，853，100円
3連複： 51，000，300円 3連単： 57，294，000円 計： 257，279，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 300円 � 140円 � 180円 枠 連（5－7） 650円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，470円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 28，160円

票 数

単勝票数 計 233510 的中 � 14356（5番人気）
複勝票数 計 291409 的中 � 19995（5番人気）� 65420（1番人気）� 40403（3番人気）
枠連票数 計 151039 的中 （5－7） 17804（1番人気）
馬連票数 計 381964 的中 �� 16009（4番人気）
馬単票数 計 183395 的中 �� 2879（13番人気）
ワイド票数 計 248531 的中 �� 8586（5番人気）�� 4052（16番人気）�� 16561（1番人気）
3連複票数 計 510003 的中 ��� 10568（6番人気）
3連単票数 計 572940 的中 ��� 1475（58番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．4―12．2―12．0―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．3―48．5―1：00．5―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 ・（8，16）13，9（11，17）（4，14）6，12（2，3）（5，7）－10，1＝15，18 4 ・（8，16）（9，13）（4，11，17）14－12（2，6，3，7）（5，10）1＝15－18

勝馬の
紹 介

ナ デ ィ ア �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2015．4．4生 牝2鹿 母 カスクドール 母母 キュンティア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノコメット号・ムソウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月21日まで

平地競走に出走できない。
※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 スイートレモネード号



2806510月21日 雨 重 （29京都4）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時25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
1：32．3
1：32．3

良
良

46 カ ツ ジ 牡2鹿 55 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 472 ―1：38．8 2．1�

611 コンパウンダー 牡2黒鹿55 松若 風馬 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 468 ―1：39．01� 18．9�

22 ブレイニーラン 牡2鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438 ―1：39．1クビ 6．8�
23 � アメリカンワールド 牡2栗 55 浜中 俊吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 St. Elias

Stables, LLC 470 ― 〃 クビ 4．1�
35 ハクサンエンペラー 牡2黒鹿55 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 478 ― 〃 アタマ 10．8	
58 シールヴィクトリー 牝2鹿 54 和田 竜二�G1レーシング 平田 修 安平 追分ファーム 460 ―1：39．41	 17．8

713 ワンダーハスラット 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 480 ―1：39．5	 43．7�
610� レ リ カ リ オ 牝2栗 54 四位 洋文�ノースヒルズ 矢作 芳人 米 Brushwood

Stable 458 ―1：39．7	 21．7�
59 イ ザ ナ ミ 牝2鹿 54 藤岡 康太永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 390 ―1：40．02 62．7
47 メイショウエンゼル 牝2鹿 54 幸 英明松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 484 ―1：40．53 74．4�

（メイショウアンヘル）

712 シ ャ テ ー ヌ 牝2栗 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500 ―1：40．6	 83．3�

815 テイエムウルトラ 牡2青鹿55 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 村上 雅規 446 ―1：41．13 294．8�
34 クリノタモンテン 牡2芦 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 418 ―1：41．31
 239．7�
11 テイエムユキヒョウ 牝2芦 54 秋山真一郎竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 444 ―1：41．83 81．7�
814 トミケンバディリ 牡2鹿 55 竹之下智昭冨樫 賢二氏 千田 輝彦 浦河 高昭牧場 490 ― 〃 クビ 391．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，092，700円 複勝： 33，635，900円 枠連： 14，799，600円
馬連： 45，045，700円 馬単： 25，227，100円 ワイド： 29，956，500円
3連複： 56，342，600円 3連単： 79，566，000円 計： 316，666，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 330円 � 210円 枠 連（4－6） 980円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 700円 �� 400円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 12，240円

票 数

単勝票数 計 320927 的中 � 124886（1番人気）
複勝票数 計 336359 的中 � 100726（1番人気）� 18758（6番人気）� 36047（3番人気）
枠連票数 計 147996 的中 （4－6） 11586（3番人気）
馬連票数 計 450457 的中 �� 20167（6番人気）
馬単票数 計 252271 的中 �� 8571（6番人気）
ワイド票数 計 299565 的中 �� 10854（7番人気）�� 20875（2番人気）�� 4106（19番人気）
3連複票数 計 563426 的中 ��� 13877（7番人気）
3連単票数 計 795660 的中 ��� 4710（29番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．2―13．2―12．8―12．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．3―36．5―49．7―1：02．5―1：14．9―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．3
3 5（3，7）2（6，8）（11，13，10）12（9，4）14，1，15 4 5（3，7）2（6，8）（11，13，10）（12，9）－4，1（15，14）

勝馬の
紹 介

カ ツ ジ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2015．4．27生 牡2鹿 母 メ リ ッ サ 母母 ストーミーラン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※シャテーヌ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2806610月21日 雨 不良 （29京都4）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時55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

811 イイコトバカリ 牝3鹿 53 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 480＋ 21：51．8 5．4�
56 ス ペ ク タ ー 牝3鹿 53 浜中 俊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 494＋14 〃 クビ 6．7�
812 コンプリートベスト 牝3鹿 53 和田 竜二吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B464＋ 21：52．01� 3．7�
68 � バイオレットフィズ 牝5黒鹿55 酒井 学中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 452＋ 41：52．42� 9．8�
22 � エクロジオン 牝4鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 476＋ 21：52．5� 7．2�
710 カ カ ア コ 牝3栗 53

52 ☆岩崎 翼山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 464± 01：52．71� 110．0�
55 エンパイアブレイク 牝4鹿 55 川田 将雅飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 500± 0 〃 アタマ 6．1	
79 ナガラエンカ 牝3鹿 53 国分 恭介長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 450± 0 〃 クビ 62．3

33 エンパイアガール 牝3黒鹿 53

52 ☆坂井 瑠星太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 468＋ 41：53．12� 8．2�
67 メイショウアケボノ 牝4鹿 55 藤岡 康太松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 512－ 41：53．84 51．0
11 トゥールエッフェル 牝4芦 55 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 518－101：53．9� 15．6�
44 ヤ ン ベ 牝3栗 53 秋山真一郎杉澤 光雄氏 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 410－ 61：54．43 50．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，909，400円 複勝： 33，502，200円 枠連： 14，193，500円
馬連： 50，095，900円 馬単： 21，556，500円 ワイド： 30，222，300円
3連複： 63，342，400円 3連単： 75，145，800円 計： 310，968，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 250円 � 150円 枠 連（5－8） 370円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 830円 �� 410円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 21，620円

票 数

単勝票数 計 229094 的中 � 33488（2番人気）
複勝票数 計 335022 的中 � 50640（2番人気）� 29721（6番人気）� 64320（1番人気）
枠連票数 計 141935 的中 （5－8） 29231（1番人気）
馬連票数 計 500959 的中 �� 19234（10番人気）
馬単票数 計 215565 的中 �� 3779（21番人気）
ワイド票数 計 302223 的中 �� 8957（14番人気）�� 20305（1番人気）�� 10542（9番人気）
3連複票数 計 633424 的中 ��� 15949（7番人気）
3連単票数 計 751458 的中 ��� 2519（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．7―49．4―1：01．9―1：14．4―1：26．8―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イイコトバカリ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．6．19 阪神11着

2014．3．1生 牝3鹿 母 ワ ナ 母母 メ ロ ン パ ン 13戦2勝 賞金 15，650，000円
〔制裁〕 カカアコ号の騎手岩崎翼は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）



2806710月21日 雨 不良 （29京都4）第6日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

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
1：21．7
1：21．5

重
不良

510 スマートダンディー 牡3鹿 55 浜中 俊大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 500－ 21：23．5 3．3�
816 アストロノーティカ 牡3鹿 55 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 21：23．92� 8．3�
59 アシャカリアン 牡3栗 55 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 462＋ 61：24．11 25．7�
23 	 ヤマカツリーダー 
4黒鹿57 高倉 稜山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 3 〃 クビ 87．3�
714 モ ン ロ ー 牝3芦 53 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム B446± 01：24．2� 323．9�
35 キングレイスター 牡3鹿 55

52 ▲森 裕太朗伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 478－ 41：24．3クビ 205．5	
36 サクセスエナジー 牡3黒鹿55 和田 竜二髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 520± 0 〃 アタマ 5．3

12 ジ オ ラ マ 牡4栗 57 藤岡 康太�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 520－ 4 〃 クビ 12．1�
11 ダイシンカレラ 牡5黒鹿57 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 494＋ 21：24．51� 10．1�
47 サトノファイヤー 牡3栗 55 菱田 裕二里見 治氏 村山 明 日高 下河辺牧場 464－ 21：24．6クビ 86．9
612 レッドヴェルサス 牡4鹿 57 松山 弘平 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B510－ 61：24．7� 20．8�
713	 ペ リ コ ー ル 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 6 〃 クビ 181．6�
24 パワフルヒロコ 牝3黒鹿53 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 442＋ 41：24．8クビ 30．5�
815 アイアンテーラー 牝3栗 53 �島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 468＋16 〃 クビ 15．8�
611 ズ ア ー 牡3鹿 55 藤岡 佑介吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End

Bloodstock 496－ 41：25．43� 5．0�
48  マラードザレコード 牡3青鹿55 松若 風馬岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd 470＋ 4 〃 クビ 23．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，423，200円 複勝： 49，836，400円 枠連： 18，751，800円
馬連： 77，606，100円 馬単： 29，610，300円 ワイド： 44，786，800円
3連複： 97，180，400円 3連単： 112，501，600円 計： 464，696，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 250円 � 460円 枠 連（5－8） 930円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，210円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 9，380円 3 連 単 ��� 39，000円

票 数

単勝票数 計 344232 的中 � 83301（1番人気）
複勝票数 計 498364 的中 � 115247（1番人気）� 46775（5番人気）� 21883（10番人気）
枠連票数 計 187518 的中 （5－8） 15592（4番人気）
馬連票数 計 776061 的中 �� 39386（4番人気）
馬単票数 計 296103 的中 �� 8206（6番人気）
ワイド票数 計 447868 的中 �� 23228（3番人気）�� 9303（13番人気）�� 4058（34番人気）
3連複票数 計 971804 的中 ��� 7767（33番人気）
3連単票数 計1125016 的中 ��� 2091（119番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．8―12．5―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―33．9―45．7―58．2―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．8
3 11，10，14（4，8）15（2，6）（1，12）3，16，7，9，5－13 4 11，10（4，14）（2，8，15）（6，12）（3，1，16）7（5，9）－13

勝馬の
紹 介

スマートダンディー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2017．2．11 京都2着

2014．5．18生 牡3鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 6戦2勝 賞金 20，100，000円

2806810月21日 雨 重 （29京都4）第6日 第8競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，3歳54�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
2：10．0
2：09．9

良
良

55 � スティルウォーター 牝4黒鹿55 四位 洋文 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 416＋ 62：18．5 6．9�

812 マルカブリスク 牡4栗 57 秋山真一郎日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 440＋ 22：18．6	 25．6�
56 テーオーフォルテ 牡3鹿 54 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 514＋122：18．7クビ 10．9�
11 エーティーラッセン 牡3鹿 54 高倉 稜荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 494－ 22：18．91
 9．6�
79 ムーヴザワールド 牡3黒鹿54 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 526＋222：19．0クビ 2．3	
22 ア ン セ ム 牡3鹿 54 浜中 俊 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 470＋ 6 〃 クビ 10．9

67 ニホンピロカーン 牡4鹿 57 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 478＋ 82：19．21
 55．6�
710 ファスナハト 牡4青鹿57 松山 弘平 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 546＋122：19．3	 77．4�
33 アウステルリッツ 牡3黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 484＋122：19．4クビ 11．8
68 ミスディレクション �3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488± 02：19．82� 44．7�

44 レッドコルディス 牝3黒鹿52 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 478＋ 62：19．9	 4．7�
811 ユキノタイガ 牡3芦 54 酒井 学村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 508＋ 82：20．32� 172．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，572，000円 複勝： 41，998，300円 枠連： 13，258，600円
馬連： 63，267，300円 馬単： 30，490，600円 ワイド： 38，821，400円
3連複： 80，046，700円 3連単： 111，103，000円 計： 412，557，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 470円 � 310円 枠 連（5－8） 3，310円

馬 連 �� 6，550円 馬 単 �� 12，550円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 1，120円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 18，230円 3 連 単 ��� 101，320円

票 数

単勝票数 計 335720 的中 � 38843（3番人気）
複勝票数 計 419983 的中 � 55283（3番人気）� 21035（8番人気）� 35667（5番人気）
枠連票数 計 132586 的中 （5－8） 3101（14番人気）
馬連票数 計 632673 的中 �� 7477（24番人気）
馬単票数 計 304906 的中 �� 1821（49番人気）
ワイド票数 計 388214 的中 �� 5974（24番人気）�� 9102（14番人気）�� 3694（30番人気）
3連複票数 計 800467 的中 ��� 3293（55番人気）
3連単票数 計1111030 的中 ��� 795（327番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．7―12．7―12．7―13．1―13．6―12．7―12．2―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．8―36．5―49．2―1：01．9―1：15．0―1：28．6―1：41．3―1：53．5―2：05．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スティルウォーター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ステイゴールド

2013．3．19生 牝4黒鹿 母 ソリッドプラチナム 母母 リザーブシート 16戦2勝 賞金 26，960，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 テーオーフォルテ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年10月28日から平成29年
11月4日まで騎乗停止。（被害馬：9番・4番）



2806910月21日 雨 重 （29京都4）第6日 第9競走 ��
��2，000�

き た の

北 野 特 別
発走14時25分 （芝・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

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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

11 ワンダーアツレッタ 牡5黒鹿57 川田 将雅山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 496＋ 42：04．9 3．3�
88 ジェネラルゴジップ 牡5青鹿57 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 486＋122：05．43 12．6�
44 メイショウミツボシ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 488＋ 62：05．93 23．3�
77 メイショウテンシャ 牡3芦 55 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 468＋ 8 〃 ハナ 5．4�
55 アドマイヤウイナー 牡3黒鹿55 松山 弘平近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 482－ 22：06．64 1．9�
66 サマーローズ 牝5栗 55 幸 英明樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 484＋ 22：07．34 13．5	
33 サウンドバーニング 牡5鹿 57 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 418－ 22：07．61� 20．8

22 ビオラフォーエバー 	6栗 57 藤岡 康太熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 62：07．7
 57．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 30，576，100円 複勝： 35，738，000円 枠連： 発売なし
馬連： 66，972，700円 馬単： 34，831，200円 ワイド： 31，079，600円
3連複： 67，944，600円 3連単： 149，622，800円 計： 416，765，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 300円 � 460円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 580円 �� 730円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 29，370円

票 数

単勝票数 計 305761 的中 � 73702（2番人気）
複勝票数 計 357380 的中 � 66410（2番人気）� 29196（5番人気）� 17145（6番人気）
馬連票数 計 669727 的中 �� 30359（7番人気）
馬単票数 計 348312 的中 �� 9293（11番人気）
ワイド票数 計 310796 的中 �� 14316（7番人気）�� 11074（11番人気）�� 3939（21番人気）
3連複票数 計 679446 的中 ��� 7537（25番人気）
3連単票数 計1496228 的中 ��� 3693（93番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―13．7―13．0―12．7―12．5―11．9―12．0―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．3―39．0―52．0―1：04．7―1：17．2―1：29．1―1：41．1―1：52．7

コーナー
通過順位

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

2
4
1，2，8，3（4，5）6，7
1（8，2，5）（4，3，6）7

勝馬の
紹 介

ワンダーアツレッタ �

父 エンパイアメーカー �


母父 キンググローリアス デビュー 2014．12．13 阪神6着

2012．5．16生 牡5黒鹿 母 ワンダーマッスル 母母 ワンダーヒロイン 19戦4勝 賞金 69，258，000円

2807010月21日 雨 重 （29京都4）第6日 第10競走 ��
��2，400�

こ と

古都ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，28．10．22以降29．10．15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 1，820，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

55 トミケンスラーヴァ 牡7鹿 53 秋山真一郎冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 504± 02：33．0 69．0�
88 コウエイワンマン 牡6黒鹿54 四位 洋文釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 532＋ 62：33．21� 46．8�
44 ノーブルマーズ 牡4栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 490＋ 6 〃 クビ 6．1�
11 スズカルパン 牡8鹿 55 松山 弘平永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 472± 02：33．3クビ 20．1�
22 � リッチーリッチー 牡4栗 57 和田 竜二�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery B512－ 2 〃 クビ 1．7�
33 ヴァフラーム 牝5鹿 53 川田 将雅市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490＋102：33．62 5．8	
77 ウ ム ブ ル フ 牡4青鹿57．5 浜中 俊 
社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 22：33．7	 5．1�
89 レイズアスピリット 牡6青 56 藤岡 佑介 
キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：34．01	 32．5�
66 マイネルネーベル 牡5鹿 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 22：35．06 23．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 43，163，300円 複勝： 81，392，500円 枠連： 16，382，400円
馬連： 91，814，200円 馬単： 53，091，400円 ワイド： 46，743，500円
3連複： 109，900，500円 3連単： 247，192，500円 計： 689，680，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，900円 複 勝 � 2，210円 � 1，150円 � 290円 枠 連（5－8） 14，980円

馬 連 �� 49，790円 馬 単 �� 118，150円

ワ イ ド �� 7，750円 �� 4，080円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 99，060円 3 連 単 ��� 1，202，780円

票 数

単勝票数 計 431633 的中 � 4999（9番人気）
複勝票数 計 813925 的中 � 8758（9番人気）� 17295（8番人気）� 87516（2番人気）
枠連票数 計 163824 的中 （5－8） 847（26番人気）
馬連票数 計 918142 的中 �� 1429（36番人気）
馬単票数 計 530914 的中 �� 337（71番人気）
ワイド票数 計 467435 的中 �� 1540（35番人気）�� 2948（29番人気）�� 5160（22番人気）
3連複票数 計1099005 的中 ��� 832（78番人気）
3連単票数 計2471925 的中 ��� 149（490番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．6―13．6―13．5―13．0―13．3―13．2―12．5―12．1―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．1―37．7―51．3―1：04．8―1：17．8―1：31．1―1：44．3―1：56．8―2：08．9―2：20．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンスラーヴァ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．1．12 中山5着

2010．2．13生 牡7鹿 母 タイキクララ 母母 タイキクリスタル 35戦4勝 賞金 68，537，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2807110月21日 雨 不良 （29京都4）第6日 第11競走 ��
��1，200�

むろまち

室町ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，28．10．22以降29．10．15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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

47 ブルミラコロ 牡5鹿 55 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 528＋ 21：09．9 7．7�
510 ニットウスバル 牡5鹿 55 川田 将雅�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 524＋ 81：10．21� 7．9�
35 エイシンローリン 牝6栗 54 太宰 啓介�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 464－ 2 〃 クビ 19．5�
24 キクノストーム 牡8鹿 56 松若 風馬菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 502± 0 〃 ハナ 49．4�
12 アールプロセス 牡6鹿 55 浜中 俊池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 514＋101：10．3クビ 16．3	
11 � エイシンバランサー 牡5芦 55 酒井 学�栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs B480＋ 61：10．4� 22．0

816 ドラゴンゲート 牡5栗 55 幸 英明平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 480＋ 61：10．93 12．6�
815 キョウエイアシュラ 牡10鹿 54 坂井 瑠星田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 470＋ 41：11．0	 214．2�
48 スウィープアウェイ 牡6芦 53 藤岡 康太藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 476± 0 〃 クビ 90．0
59 キタサンサジン 牡5栗 57 川須 栄彦�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 534＋ 61：11．21 31．0�
713 ポイントブランク 牡7栗 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 552＋ 41：11．3	 26．2�
714 ペイシャモンシェリ 牡6鹿 54 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 468－18 〃 アタマ 171．6�
36 サイタスリーレッド 牡4鹿 57 高倉 稜西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 486＋ 91：11．4	 2．2�
612 マキャヴィティ 牡6栗 55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム B496－101：11．5	 134．1�
611 ゴーイングパワー 牡8鹿 56 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 498－ 81：12．03 51．3�
23 ウインオスカー 牡4鹿 54 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B506± 01：12．53 5．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，867，900円 複勝： 97，537，000円 枠連： 50，315，600円
馬連： 224，663，700円 馬単： 91，910，000円 ワイド： 106，665，700円
3連複： 324，985，900円 3連単： 465，680，600円 計： 1，428，626，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 220円 � 230円 � 560円 枠 連（4－5） 1，880円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，820円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 12，220円 3 連 単 ��� 66，740円

票 数

単勝票数 計 668679 的中 � 69146（3番人気）
複勝票数 計 975370 的中 � 123981（3番人気）� 120913（4番人気）� 38404（8番人気）
枠連票数 計 503156 的中 （4－5） 20689（7番人気）
馬連票数 計2246637 的中 �� 71760（9番人気）
馬単票数 計 919100 的中 �� 13944（15番人気）
ワイド票数 計1066657 的中 �� 37130（6番人気）�� 14835（22番人気）�� 13775（24番人気）
3連複票数 計3249859 的中 ��� 19945（41番人気）
3連単票数 計4656806 的中 ��� 5058（205番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．6―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．6―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルミラコロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．2．14 京都2着

2012．4．27生 牡5鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 16戦6勝 賞金 116，450，000円
〔制裁〕 サイタスリーレッド号の騎手高倉稜は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ウォータールルド号・カジキ号・サノイチ号・シャトーウインド号・シンゼンレンジャー号・ポメグラネイト号

2807210月21日 雨 不良 （29京都4）第6日 第12競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

610 テルペリオン 牡3栗 55 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 526＋221：50．9 6．5�
713 ショートストーリー 牡4黒鹿57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 21：51．21� 5．5�
59 ザイディックメア 牡5鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 クビ 19．2�
35 シンゼンドリーム 牡4黒鹿57 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 478＋ 41：51．41� 3．5�
815 ストロベリーキング �6黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 474＋ 6 〃 ハナ 20．9	
611 ビ ス カ リ ア 牝5鹿 55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 474± 0 〃 ハナ 5．9

34 アルティマウェポン 牝4栗 55 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 460－ 6 〃 クビ 66．0�
712	 ロードアルペジオ 牡4栗 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 502± 01：51．61� 11．9�
11 ダ ン カ ン 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 462＋ 41：51．81
 48．3
58 キングカヌヌ 牡5芦 57

54 ▲三津谷隼人 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 496－141：51．9クビ 61．0�
23 スマイルフォース 牡5鹿 57 国分 恭介上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 454± 01：52．32
 45．2�
22 アルファアリエス 牡6鹿 57

56 ☆坂井 瑠星�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 450± 01：52．51 109．2�
814 タガノアニード 牝3黒鹿53 菱田 裕二八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B466－ 61：52．6� 25．2�
47 ルドルフィーナ 牡4青鹿57 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 472＋ 21：52．91� 6．4�
46 コスモバーダン 牡5鹿 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 520＋101：55．1大差 98．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，800，300円 複勝： 57，788，100円 枠連： 32，825，900円
馬連： 118，746，600円 馬単： 47，134，200円 ワイド： 63，955，100円
3連複： 154，199，800円 3連単： 201，645，800円 計： 719，095，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 300円 � 210円 � 470円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，960円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 9，320円 3 連 単 ��� 41，850円

票 数

単勝票数 計 428003 的中 � 52570（5番人気）
複勝票数 計 577881 的中 � 50045（5番人気）� 82687（3番人気）� 28297（8番人気）
枠連票数 計 328259 的中 （6－7） 40005（2番人気）
馬連票数 計1187466 的中 �� 47219（6番人気）
馬単票数 計 471342 的中 �� 9708（10番人気）
ワイド票数 計 639551 的中 �� 21084（8番人気）�� 8204（24番人気）�� 10916（18番人気）
3連複票数 計1541998 的中 ��� 12399（34番人気）
3連単票数 計2016458 的中 ��� 3493（132番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．5―12．3―12．5―12．6―12．9―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―35．7―48．0―1：00．5―1：13．1―1：26．0―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テルペリオン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．10．1 阪神5着

2014．3．12生 牡3栗 母 エ ル ベ レ ス 母母 ジ ア ー ダ 6戦3勝 賞金 24，450，000円
〔制裁〕 ロードアルペジオ号の騎手川須栄彦は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）



（29京都4）第6日 10月21日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 148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
厩務員出走奨励金

223，170，000円
10，120，000円
18，780，000円
1，040，000円
24，630，000円
62，202，000円
3，822，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
418，709，800円
581，079，300円
192，099，300円
886，989，600円
428，275，900円
489，914，600円
1，139，905，900円
1，804，406，100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 5，941，380，500円

総入場人員 15，197名 （有料入場人員 14，138名）
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