
2807310月22日 雨 不良 （29京都4）第7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）

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

811 タイガートゥーレ 牡2芦 55 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 杵臼牧場 468－ 21：25．7 96．0�
810 ミルトジョン 牡2黒鹿55 岩田 康誠永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 秋田育成牧場 482± 01：25．91� 7．5�
44 ビッグウェーブ 牡2鹿 55 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 472＋ 41：26．43 8．9�
67 トラストノブナガ �2鹿 55 藤懸 貴志菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 448＋ 41：26．93 36．8�
78 ゼットアレース 牡2青 55 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 462－101：27．32� 11．5	
55 スーブレット 牝2栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 1．3

33 イ リ オ ン 牡2黒鹿55 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 434－ 21：27．51� 49．7�
22 ダイキリシマ 牡2黒鹿55 国分 恭介西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 474＋ 61：27．71� 90．1�
66 ナムラシシマル 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 488－ 41：27．8� 73．4
11 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 470－ 4 〃 クビ 29．4�
79 ローザヴァレンティ 牡2黒鹿55 和田 竜二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 476＋ 41：27．9クビ 44．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，561，200円 複勝： 100，883，200円 枠連： 9，339，000円
馬連： 41，971，000円 馬単： 34，620，400円 ワイド： 27，000，700円
3連複： 55，816，900円 3連単： 124，708，800円 計： 423，901，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，600円 複 勝 � 6，000円 � 570円 � 750円 枠 連（8－8） 21，540円

馬 連 �� 21，130円 馬 単 �� 65，400円

ワ イ ド �� 4，650円 �� 5，080円 �� 720円

3 連 複 ��� 36，300円 3 連 単 ��� 494，060円

票 数

単勝票数 計 295612 的中 � 2614（11番人気）
複勝票数 計1008832 的中 � 4137（11番人気）� 49337（2番人気）� 36103（4番人気）
枠連票数 計 93390 的中 （8－8） 336（26番人気）
馬連票数 計 419710 的中 �� 1539（30番人気）
馬単票数 計 346204 的中 �� 397（72番人気）
ワイド票数 計 270007 的中 �� 1449（35番人気）�� 1326（36番人気）�� 10262（7番人気）
3連複票数 計 558169 的中 ��� 1153（70番人気）
3連単票数 計1247088 的中 ��� 183（496番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．9―47．2―59．9―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイガートゥーレ �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．10．8 京都11着

2015．3．29生 牡2芦 母 コンフィデンシャル 母母 シンプリーラヴリー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

2807410月22日 雨 不良 （29京都4）第7日 第2競走 ��1，800�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
1：51．3
1：50．9

重
不良

22 キーフラッシュ 牡2栗 55 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 470－ 41：53．6 25．6�
55 ダージリンクーラー 牡2鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 61：53．81� 5．3�
66 サンライズナイト 牡2黒鹿55 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 470－ 6 〃 ハナ 3．9�
33 ヤマカツケンザン 牡2鹿 55 池添 謙一山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 530＋ 81：54．97 7．3�
44 ブルベアブロッコリ 牡2黒鹿55 幸 英明 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新ひだか 矢野牧場 470＋ 61：55．0クビ 8．9	
810 ウォーターボルグ 牡2栗 55 松若 風馬山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 512＋ 21：55．53 42．1

78 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 502－ 41：56．77 4．6�
11 レッドゼノビア 牝2栗 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 448－ 41：56．91 21．3�
89 エーティーマゼラン 牡2栗 55 秋山真一郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 浦河 日の出牧場 490－ 21：57．64 7．8
77 プラチナバローズ 牡2青鹿55 川田 将雅猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 バンダム牧場 B472＋ 22：06．9大差 22．2�
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売 得 金
単勝： 26，286，300円 複勝： 36，113，500円 枠連： 9，497，500円
馬連： 48，712，400円 馬単： 23，441，300円 ワイド： 29，204，900円
3連複： 62，893，000円 3連単： 84，292，500円 計： 320，441，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 570円 � 170円 � 150円 枠 連（2－5） 6，080円

馬 連 �� 5，390円 馬 単 �� 9，520円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，510円 �� 390円

3 連 複 ��� 6，930円 3 連 単 ��� 57，110円

票 数

単勝票数 計 262863 的中 � 8710（9番人気）
複勝票数 計 361135 的中 � 11378（9番人気）� 58693（2番人気）� 77780（1番人気）
枠連票数 計 94975 的中 （2－5） 1209（23番人気）
馬連票数 計 487124 的中 �� 7004（23番人気）
馬単票数 計 234413 的中 �� 1846（42番人気）
ワイド票数 計 292049 的中 �� 4724（24番人気）�� 4711（25番人気）�� 20973（2番人気）
3連複票数 計 628930 的中 ��� 6802（28番人気）
3連単票数 計 842925 的中 ��� 1070（237番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．2―12．9―12．3―12．5―12．8―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．1―50．0―1：02．3―1：14．8―1：27．6―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．8
1
3
2（6，8）（1，10）3－（5，7）9－4
2（6，8）（1，3）－5，10－（4，9）－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キーフラッシュ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2017．8．20 小倉4着

2015．4．16生 牡2栗 母 サザンレイスター 母母 レディプロフィール 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 ヤマカツケンザン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 プラチナバローズ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

第４回 京都競馬 第７日

枠
番
馬
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馬
装
具
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オッズ・
単勝
人気



2807510月22日 雨 不良 （29京都4）第7日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時05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
1：32．3
1：32．3

良
良

78 ヴァルディノート 牡2黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：40．6 2．8�
77 キタサンタイドー 牡2黒鹿55 川田 将雅�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 506＋121：41．98 3．5�
66 ハギノアグレッシブ 牡2栗 55 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 472－ 21：42．11� 12．2�
33 ラブリーイレブン 牝2栗 54 松若 風馬吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 428± 01：42．42 18．0�
810 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 434＋ 41：42．5	 4．3�
44 ケイティノーブル 牡2栗 55 小林 徹弥瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 450＋ 41：43．88 29．4	
22 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 466－ 21：44．22	 19．0

11 ロ ー ン チ 牡2鹿 55 福永 祐一青山 洋一氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 21：44．3クビ 13．4�
89 ブライトヴィーナス 牝2鹿 54 国分 恭介中地賢次郎氏 中村 均 新ひだか 久米 和夫 432－ 41：46．3大差 65．2�
55 チョウフレンドリー 牡2鹿 55

54 ☆坂井 瑠星丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 草薙 利昭 440－ 61：49．0大差 58．3
（10頭）

売 得 金
単勝： 28，812，400円 複勝： 29，335，300円 枠連： 10，729，900円
馬連： 47，085，700円 馬単： 26，052，100円 ワイド： 27，430，600円
3連複： 59，073，400円 3連単： 95，658，500円 計： 324，177，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 220円 枠 連（7－7） 390円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 200円 �� 710円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 5，700円

票 数

単勝票数 計 288124 的中 � 83264（1番人気）
複勝票数 計 293353 的中 � 75739（1番人気）� 55406（3番人気）� 25865（4番人気）
枠連票数 計 107299 的中 （7－7） 21082（2番人気）
馬連票数 計 470857 的中 �� 97873（1番人気）
馬単票数 計 260521 的中 �� 25722（1番人気）
ワイド票数 計 274306 的中 �� 41770（1番人気）�� 8659（9番人気）�� 11354（6番人気）
3連複票数 計 590734 的中 ��� 29925（2番人気）
3連単票数 計 956585 的中 ��� 12162（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．4―49．2―1：02．0―1：14．7―1：27．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F38．6
3 ・（1，3）7（2，10）8，4（9，6）－5 4 ・（1，7）3（2，10）8－6，4－9＝5

勝馬の
紹 介

ヴァルディノート �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．7．16 中京3着

2015．2．6生 牡2黒鹿 母 シシリアンブリーズ 母母 ブルーアヴェニュー 3戦1勝 賞金 7，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライトヴィーナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月22日まで平

地競走に出走できない。
チョウフレンドリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月22日まで平地
競走に出走できない。

2807610月22日 雨 不良 （29京都4）第7日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時35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

47 アントーニオ 牡2栗 55 C．ルメール 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 456 ―1：25．5 1．8�

11 マ ニ ク ー ル 牝2栗 54 幸 英明寺田 寿男氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 500 ―1：26．56 12．4�
510 プロネルクール 牝2鹿 54 浜中 俊�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 496 ―1：26．82 24．3�
23 リーガルリリー 牝2栗 54 国分 恭介阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 470 ―1：26．9クビ 31．2�
36 スマートギャツビー 牡2鹿 55 武 豊大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 486 ―1：27．0� 31．8�
59 エナジーピエトラ 牝2栗 54

53 ☆坂井 瑠星 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 宮内牧場 442 ―1：27．1� 87．7	
35 グッドキャスト 牡2鹿 55 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 小泉牧場 504 ―1：27．2� 51．4

12 タガノデジェーロ 牡2栗 55 岩田 康誠八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486 ―1：27．3� 5．8�
816 エルティグレ 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 478 ―1：27．4クビ 6．8�
611 サウスアミューズ 牝2栗 54 四位 洋文南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 436 ― 〃 クビ 19．4
48 メイショウランマル 牡2栗 55 秋山真一郎松本 好雄氏 西園 正都 浦河 太陽牧場 438 ―1：27．71� 63．1�
24 ツーエムアリエス 牡2鹿 55

54 ☆城戸 義政水谷 昌晃氏 本田 優 新ひだか 水丸牧場 476 ―1：27．8クビ 100．5�
612 クールビューティー 牝2鹿 54 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 456 ―1：29．6大差 115．9�
815 ニホンピロクリス 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 492 ―1：29．91� 115．2�
714 テイエムソレイユ 牝2鹿 54 松若 風馬竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 492 ―1：30．75 100．6�
713 エターナルストーリ 牝2鹿 54 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 494 ―1：32．29 120．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，546，600円 複勝： 30，587，900円 枠連： 15，517，300円
馬連： 43，938，600円 馬単： 25，305，900円 ワイド： 29，838，700円
3連複： 60，628，500円 3連単： 80，588，300円 計： 319，951，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 210円 � 350円 枠 連（1－4） 380円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 430円 �� 650円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 13，210円

票 数

単勝票数 計 335466 的中 � 152485（1番人気）
複勝票数 計 305879 的中 � 82802（1番人気）� 34761（4番人気）� 16824（6番人気）
枠連票数 計 155173 的中 （1－4） 31184（1番人気）
馬連票数 計 439386 的中 �� 35262（3番人気）
馬単票数 計 253059 的中 �� 15545（3番人気）
ワイド票数 計 298387 的中 �� 18857（3番人気）�� 11775（5番人気）�� 3613（22番人気）
3連複票数 計 606285 的中 ��� 10142（14番人気）
3連単票数 計 805883 的中 ��� 4420（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．0―48．2―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アントーニオ �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2015．3．24生 牡2栗 母 ラヴァリーノ 母母 Sous Entendu 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エターナルストーリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月22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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 グランロックハート号・シャテーヌ号・タイキサターン号・テイエムボンバー号・ロードエース号・

ワークアンドラブ号



2807710月22日 雨 不良 （29京都4）第7日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．8
1：59．8

良
良

57 グ レ イ ル 牡2黒鹿55 武 豊 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 494 ―2：12．9 2．1�

813 ストーミーバローズ 牡2栗 55 C．ルメール 猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 クビ 8．2�
69 レイエスプランドル 牡2鹿 55 幸 英明 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490 ―2：13．21� 17．9�
22 ロイヤルバローズ 牡2鹿 55 戸崎 圭太猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 462 ―2：13．41� 4．6�
711 ダノンパンサー 牝2鹿 54 岩田 康誠�ダノックス 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 488 ―2：13．5	 26．0	
710 ウォーターエルピス 牡2黒鹿55 浜中 俊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 522 ―2：13．71� 57．3

11 コマビショウ 牡2黒鹿55 秋山真一郎小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 504 ―2：14．01� 47．2�
812 インスピレーション 牡2黒鹿55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 482 ―2：14．1	 9．4�
44 ト キ ノ オ ー 牡2黒鹿55 藤岡 佑介田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 笹島 政信 502 ―2：14．41	 67．1
45 トーセンアルタイル 牡2栗 55 和田 竜二島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 518 ―2：14．5� 9．1�
56 ウエスタンマリーヤ 牝2鹿 54 田辺 裕信西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 476 ―2：14．71� 76．2�
68 トーホウトリニティ 牝2鹿 54 柴田 善臣東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 528 ―2：15．87 68．8�

（12頭）
33 アスカリアン 牝2黒鹿54 福永 祐一上野 武氏 谷 潔 新ひだか 藤原牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，526，300円 複勝： 37，533，400円 枠連： 13，543，900円
馬連： 51，946，800円 馬単： 29，563，500円 ワイド： 32，758，700円
3連複： 67，976，900円 3連単： 97，055，800円 計： 367，905，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 190円 � 280円 枠 連（5－8） 410円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 440円 �� 610円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 11，240円

票 数

単勝票数 差引計 375263（返還計 372） 的中 � 145666（1番人気）
複勝票数 差引計 375334（返還計 514） 的中 � 104590（1番人気）� 44616（4番人気）� 26342（6番人気）
枠連票数 差引計 135439（返還計 580） 的中 （5－8） 25582（1番人気）
馬連票数 差引計 519468（返還計 2101） 的中 �� 40344（3番人気）
馬単票数 差引計 295635（返還計 1138） 的中 �� 17330（4番人気）
ワイド票数 差引計 327587（返還計 1143） 的中 �� 19999（4番人気）�� 13945（6番人気）�� 5335（17番人気）
3連複票数 差引計 679769（返還計 5822） 的中 ��� 14510（11番人気）
3連単票数 差引計 970558（返還計 8723） 的中 ��� 6255（32番人気）

ハロンタイム 13．4―12．5―14．5―14．5―14．1―14．0―13．6―13．0―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．9―40．4―54．9―1：09．0―1：23．0―1：36．6―1：49．6―2：01．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グ レ イ ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

2015．3．7生 牡2黒鹿 母 プラチナチャリス 母母 Silver Chalice 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 アスカリアン号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

2807810月22日 雨 不良 （29京都4）第7日 第6競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走12時55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 1，500，000
1，500，000

円
円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

710 メトロポリス 牡3青鹿55 福永 祐一堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 536＋ 81：57．7 8．6�
79 カフジキング 牡4鹿 57 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 466＋101：57．91� 3．7�
68 ヴィトンリード 牡3鹿 55 松若 風馬杉山 一穂氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 482－121：58．0� 102．2�
811 キングサムソン 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 474± 0 〃 同着 21．8�
812 ムイトオブリガード 牡3鹿 55 四位 洋文市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：58．21� 3．4�
33 マイネルブロッケン 牡3青鹿55 柴田 大知 �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 B430＋ 4 〃 アタマ 7．5	
22 セヴィルロアー 牡3鹿 55 戸崎 圭太北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 474＋ 21：58．41 11．9

56 エフハリスト 牡4青鹿57 和田 竜二吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 466＋ 2 〃 ハナ 11．0�
67 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 528－ 21：59．03� 22．8
55 セレブレイトソング �5栗 57 藤懸 貴志 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B482± 01：59．1	 98．3�
11 デスティネイション 牡3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 490± 01：59．2� 7．1�
44 スズカホワイト 牡3芦 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 506－ 81：59．4	 44．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，789，600円 複勝： 45，791，700円 枠連： 14，560，200円
馬連： 68，183，400円 馬単： 30，179，700円 ワイド： 40，830，700円
3連複： 88，625，000円 3連単： 111，590，100円 計： 430，550，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 270円 � 130円 �
�

1，250円
410円 枠 連（7－7） 1，670円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 500円 ��
��

7，570円
1，480円

��
��

3，830円
1，000円

3 連 複 ���
���

23，030円
6，810円 3 連 単 ���

���
110，430円
32，000円

票 数

単勝票数 計 307896 的中 � 28388（5番人気）
複勝票数 計 457917 的中 �

�
31169
18049

（7番人気）
（9番人気）

� 102123（1番人気）� 5140（11番人気）

枠連票数 計 145602 的中 （7－7） 6750（9番人気）
馬連票数 計 681834 的中 �� 29538（8番人気）
馬単票数 計 301797 的中 �� 6040（15番人気）
ワイド票数 計 408307 的中 ��

��
13872
1574
（10番人気）
（43番人気）

��
��

789
6344
（55番人気）
（22番人気）

�� 4205（29番人気）

3連複票数 計 886250 的中 ��� 1437（96番人気）��� 4898（49番人気）
3連単票数 計1115901 的中 ��� 366（506番人気） ��� 1265（248番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．7―13．0―12．3―12．3―12．5―12．4―12．7―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．1―29．8―42．8―55．1―1：07．4―1：19．9―1：32．3―1：45．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メトロポリス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2017．7．15 中京1着

2014．4．23生 牡3青鹿 母 ラ ブ カ ー ナ 母母 カ ー ナ Ⅱ 2戦2勝 賞金 12，500，000円



2807910月22日 雨 不良 （29京都4）第7日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

44 ハ ピ ネ ス 牝6黒鹿55 福永 祐一 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 506＋ 61：12．7 7．5�

711� スペードクイーン 牝4栗 55 幸 英明吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-
sell Jr et al 466± 01：12．8	 12．6�

813 ニシノラディアント 牡4鹿 57 秋山真一郎西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 494＋ 21：12．9
 9．5�

57 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿57 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478＋161：13．11 26．4�
69 ダイシンバルカン 牡5鹿 57 松若 風馬大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 41：13．2	 12．9�
68 トロピカルガーデン 牝5鹿 55 藤岡 康太田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 488＋ 21：13．41
 90．2	
11 ウォーターラボ 牝5青鹿55 岩田 康誠山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 462＋ 21：13．5クビ 4．9

710 ボ ー ダ レ ス 牝4栗 55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486± 01：13．71
 43．8�
56 ヤマニンアタシャン 牝6鹿 55 藤岡 佑介土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 442± 01：14．01	 35．3�
45 レオパルディナ 牝5鹿 55

54 ☆坂井 瑠星 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 448－ 21：14．1
 62．0
812� エイシンパライソ 牡5栗 57 津村 明秀�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B516＋ 41：14．2	 37．9�
33 エンゲルヘン 牝3栗 53 柴田 大知 �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 458± 01：14．41� 2．5�
22 セレッソブランコ 牝5芦 55

52 ▲森 裕太朗三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 488± 01：15．14 8．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，758，600円 複勝： 46，951，300円 枠連： 16，426，700円
馬連： 74，907，200円 馬単： 33，099，300円 ワイド： 45，446，100円
3連複： 97，347，500円 3連単： 127，148，700円 計： 474，085，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 290円 � 300円 枠 連（4－7） 3，180円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 9，090円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，070円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 12，710円 3 連 単 ��� 82，010円

票 数

単勝票数 計 327586 的中 � 34812（3番人気）
複勝票数 計 469513 的中 � 56155（3番人気）� 41491（5番人気）� 39602（6番人気）
枠連票数 計 164267 的中 （4－7） 3995（14番人気）
馬連票数 計 749072 的中 �� 12508（15番人気）
馬単票数 計 330993 的中 �� 2730（29番人気）
ワイド票数 計 454461 的中 �� 10690（14番人気）�� 11002（13番人気）�� 6799（18番人気）
3連複票数 計 973475 的中 ��� 5740（43番人気）
3連単票数 計1271487 的中 ��� 1124（243番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．8―11．9―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．9―46．8―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ピ ネ ス �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 King’s Best デビュー 2013．12．7 阪神4着

2011．3．12生 牝6黒鹿 母 フェリシタス 母母 Embassy 30戦4勝 賞金 79，531，000円
※トロピカルガーデン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2808010月22日 雨 不良 （29京都4）第7日 第8競走 ��
��1，400�な で し こ 賞

発走13時55分 （ダート・右）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．0

重
重

68 ハヤブサマカオー 牡2栗 55 C．ルメール 武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 21：23．4レコード 2．5�
69 オーロスターキス 牝2栗 54 田辺 裕信加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 470－ 21：24．14 16．3�
711 ユニオンローズ 牡2鹿 55 岩田 康誠�山紫水明 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 452＋ 41：24．31� 4．1�
813 ヒロシゲゴールド 牡2青鹿55 幸 英明西川 茂樹氏 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 468＋ 21：25．15 121．9�
57 マッスルマサムネ 牡2鹿 55 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 484－ 21：25．31	 10．0�
22 テイエムオスカー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 474＋ 41：25．4
 11．1	
44 フィルハーモニー 牝2黒鹿54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 504＋101：25．82	 40．5

33 オーヴァーライト 牡2栗 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 482＋ 41：26．01� 25．8�
56 マイネルオスカル 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 木村牧場 476＋181：26．42	 6．0
812 サニーダンサー 牡2栗 55 福永 祐一陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 468± 01：26．5クビ 58．8�
45 ナムラアッパレ 牡2鹿 55 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 466＋ 61：26．92	 40．1�
710 ガウラミディ 牝2栗 54 城戸 義政村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 488＋121：27．32	 121．8�
11 コスモジョーカー 牡2鹿 55 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 482＋221：27．93	 60．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，377，300円 複勝： 60，084，500円 枠連： 21，826，900円
馬連： 95，045，600円 馬単： 44，114，800円 ワイド： 56，394，100円
3連複： 121，417，000円 3連単： 161，749，400円 計： 615，009，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 290円 � 150円 枠 連（6－6） 1，620円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 760円 �� 270円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 11，230円

票 数

単勝票数 計 543773 的中 � 177738（1番人気）
複勝票数 計 600845 的中 � 130233（1番人気）� 39674（6番人気）� 110892（2番人気）
枠連票数 計 218269 的中 （6－6） 10401（7番人気）
馬連票数 計 950456 的中 �� 39508（7番人気）
馬単票数 計 441148 的中 �� 13843（8番人気）
ワイド票数 計 563941 的中 �� 17582（8番人気）�� 60549（1番人気）�� 16540（10番人気）
3連複票数 計1214170 的中 ��� 36947（6番人気）
3連単票数 計1617494 的中 ��� 10440（21番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．7―12．1―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．3―46．0―58．1―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハヤブサマカオー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2017．7．30 札幌1着

2015．3．3生 牡2栗 母 ハヤブサエミネンス 母母 Preeminence 2戦2勝 賞金 17，287，000円



2808110月22日 雨 不良 （29京都4）第7日 第9競走 ��
��1，800�

ほ り か わ

堀 川 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

810 テーオービクトリー 牝3鹿 53 M．デムーロ小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 470－ 61：52．5 3．3�
78 アルメリアブルーム 牝3鹿 53 福永 祐一 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 426＋ 21：52．82 7．0�
22 エ マ ノ ン 牝4黒鹿55 和田 竜二丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 498－ 41：53．11� 13．1�
55 クリノサンスーシ 牝4鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 442± 01：53．42 41．8�
44 フロムマイハート 牝4栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 8 〃 アタマ 7．2	
66 ウインクルサルーテ 牝4鹿 55 武 豊�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 426± 01：53．5アタマ 16．1

89 エールデュレーヴ 牝4黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448± 01：53．92� 5．9�
11 チャレアーダ 牝3鹿 53 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 01：54．64 9．0�
77 デ リ ス モ ア 牝3鹿 53 四位 洋文 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 466－ 8 〃 クビ 4．6
33 ヤマニンエルフィン 牝6鹿 55 国分 優作土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 498＋101：56．9大差 56．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，458，900円 複勝： 60，408，700円 枠連： 23，553，900円
馬連： 104，329，000円 馬単： 46，318，300円 ワイド： 55，428，400円
3連複： 127，938，400円 3連単： 201，572，300円 計： 664，007，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 200円 � 270円 枠 連（7－8） 300円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 480円 �� 960円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 23，630円

票 数

単勝票数 計 444589 的中 � 105541（1番人気）
複勝票数 計 604087 的中 � 128087（1番人気）� 76592（3番人気）� 47733（7番人気）
枠連票数 計 235539 的中 （7－8） 60047（1番人気）
馬連票数 計1043290 的中 �� 63460（3番人気）
馬単票数 計 463183 的中 �� 16726（4番人気）
ワイド票数 計 554284 的中 �� 31794（3番人気）�� 14538（14番人気）�� 8912（26番人気）
3連複票数 計1279384 的中 ��� 16305（26番人気）
3連単票数 計2015723 的中 ��� 6182（80番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―11．7―12．4―12．6―12．6―12．4―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．4―48．8―1：01．4―1：14．0―1：26．4―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．5
3 3－1（4，5）（7，2）（9，8）10－6 4 ・（1，5，2）3（7，4）（9，8，10）＝6

勝馬の
紹 介

テーオービクトリー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．11．27 京都7着

2014．3．23生 牝3鹿 母 タイキクララ 母母 タイキクリスタル 8戦3勝 賞金 34，967，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンエルフィン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月22日まで平

地競走に出走できない。

2808210月22日 雨 不良 （29京都4）第7日 第10競走 ��
��1，200�

かつらがわ

桂川ステークス
発走15時00分 （芝・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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

59 グレイトチャーター 牡5鹿 57 M．デムーロ�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500＋ 61：12．1 4．3�

714 ニシオボヌール 	5黒鹿57 高田 潤西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 494＋ 41：12．31
 14．2�
47 オーヴィレール 牝4芦 55 川田 将雅下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 480－101：12．62 4．3�
612 アドマイヤナイト 牝5栗 55 戸崎 圭太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 444＋121：12．8� 4．7�
713� クリノハッチャン 牝6鹿 55 坂井 瑠星栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 472－ 21：12．9� 93．2	
24 レッドリーガル 牡5鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B502＋121：13．0
 10．8

510 メイショウスイヅキ 牝4鹿 55 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 470＋ 21：13．1クビ 56．0�
48 モズハツコイ 牝6芦 55 岩田 康誠 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 476＋ 6 〃 クビ 20．5�
815 クインズサリナ 牝3黒鹿53 藤岡 康太亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 450＋ 6 〃 ハナ 56．2
816 メイショウブイダン 牡6鹿 57 津村 明秀松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 462＋ 61：13．2クビ 75．3�
12 ペ ス カ ネ ラ 牝3黒鹿53 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 444＋ 2 〃 ハナ 8．5�
23 � テ ン テ マ リ 牝6黒鹿55 酒井 学合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 442＋ 61：13．41 71．3�
611 テイエムゲッタドン 	6栗 57 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B512± 0 〃 ハナ 27．3�
35 ワキノヒビキ 牡5鹿 57 和田 竜二脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 514＋ 81：13．72 64．6�
36 ナガラフラワー 牝5鹿 55 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 468± 01：14．01� 10．0�
11 サザンライツ 牡6鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 504－ 21：15．610 32．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，827，300円 複勝： 73，280，800円 枠連： 32，789，000円
馬連： 156，010，600円 馬単： 61，441，900円 ワイド： 82，187，800円
3連複： 207，856，700円 3連単： 256，171，900円 計： 921，566，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 280円 � 180円 枠 連（5－7） 3，300円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 560円 �� 980円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 38，150円

票 数

単勝票数 計 518273 的中 � 94471（2番人気）
複勝票数 計 732808 的中 � 121836（2番人気）� 59029（5番人気）� 108494（3番人気）
枠連票数 計 327890 的中 （5－7） 7693（17番人気）
馬連票数 計1560106 的中 �� 26721（18番人気）
馬単票数 計 614419 的中 �� 6118（31番人気）
ワイド票数 計 821878 的中 �� 13671（18番人気）�� 39683（3番人気）�� 21170（11番人気）
3連複票数 計2078567 的中 ��� 27890（12番人気）
3連単票数 計2561719 的中 ��� 4867（102番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．6―12．2―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．5―47．7―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイトチャーター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．7．5 中京2着

2012．3．31生 牡5鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold 29戦5勝 賞金 112，019，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 メイショウスイヅキ号の騎手横山典弘は，後検量に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サザンライツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月22日まで平地競

走に出走できない。

２レース目



2808310月22日 雨 不良 （29京都4）第7日 第11競走 ��
��3，000�第78回菊 花 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

内閣総理大臣賞・朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 115，000，000円 46，000，000円 29，000，000円 17，000，000円 11，500，000円
付 加 賞 30，709，000円 8，774，000円 4，387，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

3：01．0
3：01．0
3：01．0

良
良
良

713 キ セ キ 牡3黒鹿57 M．デムーロ石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 488＋ 23：18．9 4．5�
24 クリンチャー 牡3鹿 57 藤岡 佑介前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 482－ 83：19．22 30．9�
714 ポポカテペトル 牡3芦 57 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 ハナ 44．2�
36 マイネルヴンシュ 牡3鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 63：19．51� 31．5�
715 ダンビュライト 牡3黒鹿57 武 豊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478－ 23：19．71 8．3	
612 ミッキースワロー 牡3鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 ハナ 5．2

816 ア ル ア イ ン 牡3鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520－ 6 〃 ハナ 4．9�
59 クリノヤマトノオー 牡3鹿 57 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 452＋ 43：20．33� 69．6�
817 プラチナヴォイス 牡3鹿 57 田辺 裕信本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 B518＋ 83：20．62 96．7
611 サトノクロニクル 牡3鹿 57 福永 祐一里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464＋ 23：20．8	 14．7�
48 サトノアーサー 牡3青鹿57 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋ 23：20．9	 14．0�
11 ブレスジャーニー 牡3鹿 57 柴田 善臣島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 462＋143：21．0� 33．3�
510
 ベストアプローチ 牡3栗 57 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 英 Car Colston

Hall Stud 482－ 23：21．85 17．6�
23 スティッフェリオ 牡3鹿 57 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442＋ 43：22．54 51．1�
35 トリコロールブルー 牡3青鹿57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－123：23．67 15．7�
12 ウインガナドル 牡3黒鹿57 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 23：24．02� 14．7�
47 アダムバローズ 牡3黒鹿57 池添 謙一猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 512＋ 43：24．31	 95．4�
818 マイスタイル 牡3鹿 57 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 460－ 23：30．0大差 68．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 613，116，600円 複勝： 652，367，600円 枠連： 584，632，000円 馬連： 2，250，486，000円 馬単： 829，842，100円
ワイド： 976，455，400円 3連複： 3，810，846，800円 3連単： 5，644，106，700円 5重勝： 561，453，200円 計： 15，923，306，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 770円 � 1，110円 枠 連（2－7） 3，070円

馬 連 �� 10，660円 馬 単 �� 15，890円

ワ イ ド �� 3，730円 �� 4，940円 �� 12，360円

3 連 複 ��� 136，350円 3 連 単 ��� 559，700円

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

キャリーオーバー なし����� 1，135，880円

票 数

単勝票数 計6131166 的中 � 1086509（1番人気）
複勝票数 計6523676 的中 � 1018869（1番人気）� 199681（11番人気）� 132763（14番人気）
枠連票数 計5846320 的中 （2－7） 147314（15番人気）
馬連票数 計22504860 的中 �� 163576（34番人気）
馬単票数 計8298421 的中 �� 39164（57番人気）
ワイド票数 計9764554 的中 �� 68031（43番人気）�� 51119（54番人気）�� 20229（98番人気）
3連複票数 計38108468 的中 ��� 20961（319番人気）
3連単票数 計56441067 的中 ��� 7311（1385番人気）
5重勝票数 計5614532 的中 ����� 346

ハロンタイム 13．2―12．6―12．0―13．1―13．2―13．5―14．5―14．3―13．5―13．0―13．1―12．9―13．4―12．7―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．2―25．8―37．8―50．9―1：04．1―1：17．6―1：32．1―1：46．4―1：59．9―2：12．9―2：26．0―2：38．9

2，600� 2，800�
―2：52．3―3：05．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→	」 上り4F52．9―3F40．0
1
�

18－2，7（3，10）5（11，15）（14，16）（9，12，4）13（8，6）－1－17・（2，7）（5，3，10，15）（14，16，4）9，12，13（11，8，6）－1，17－18
2
�
18（2，7）（5，3）10（14，15）11，16（9，12，4）13（8，6）1－17・（15，4）（10，14，16，12）（5，3，9，8，6，13）（7，11）17，2，1＝18

勝馬の
紹 介

キ セ キ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．12．11 阪神1着

2014．5．13生 牡3黒鹿 母 ブリッツフィナーレ 母母 ロンドンブリッジ 8戦4勝 賞金 213，159，000円
〔発走状況〕 プラチナヴォイス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 プラチナヴォイス号は，発走調教再審査。
※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。
（非当選馬） 5頭 アドマイヤウイナー号・アルムチャレンジ号・サンデームーティエ号・ダノンディスタンス号・

メイショウテンシャ号

2808410月22日 雨 不良 （29京都4）第7日 第12競走 ��
��1，200�

お お や ま ざ き

大 山 崎 特 別
発走16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

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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

710 オウケンビリーヴ 牝4芦 55 福永 祐一福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：10．6 2．8�
812 ア ー ド ラ ー 牡3鹿 55 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472－ 2 〃 ハナ 6．1�
33 � テ ン モ ー ス 牝3鹿 53 武 豊前田 幸治氏 飯田 祐史 米 Mark Gittins 460± 01：10．91	 6．7�
56 シンゼンスタチュー 
4黒鹿57 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 498＋121：11．0	 32．7�
69 アサケパワー 牡3鹿 55 幸 英明大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 508＋ 41：11．1クビ 11．5�
711 シルバードリーム 牝4栃栗55 藤岡 佑介南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 474± 01：11．31� 45．9�
11 キングソング 牡7鹿 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 442＋ 4 〃 ハナ 30．0	
44 ブラックジョー 
4青鹿57 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 470＋ 21：11．51� 35．2

22 � アスタースウィング 牡3栗 55 C．ルメール 加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 504＋ 41：11．71 4．6�
68 コパノリスボン 牡4栗 57 岩田 康誠小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 514＋12 〃 アタマ 20．0�
813� スーパーモリオン 牡3青鹿55 戸崎 圭太林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 508－ 4 〃 アタマ 10．5
57 ブリンディス 牡5青鹿57 坂井 瑠星新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B524＋141：13．310 46．8�
45  ファミリーズオナー 牝5栗 55 酒井 学岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 白瀬 盛雄 484＋181：15．0大差 150．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 105，123，600円 複勝： 117，754，900円 枠連： 53，634，400円
馬連： 237，212，300円 馬単： 101，411，800円 ワイド： 134，090，800円
3連複： 312，956，300円 3連単： 504，456，400円 計： 1，566，640，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 190円 � 210円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 350円 �� 430円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計1051236 的中 � 292689（1番人気）
複勝票数 計1177549 的中 � 268545（1番人気）� 151401（3番人気）� 128261（4番人気）
枠連票数 計 536344 的中 （7－8） 78787（1番人気）
馬連票数 計2372123 的中 �� 207172（2番人気）
馬単票数 計1014118 的中 �� 51995（2番人気）
ワイド票数 計1340908 的中 �� 105023（2番人気）�� 80104（3番人気）�� 43171（7番人気）
3連複票数 計3129563 的中 ��� 119193（3番人気）
3連単票数 計5044564 的中 ��� 52835（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．8―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―46．0―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オウケンビリーヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．10 京都2着

2013．1．25生 牝4芦 母 ビスクドール 母母 フェアリードール 16戦4勝 賞金 60，782，000円
〔その他〕 ファミリーズオナー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

ブリンディス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブリンディス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年11月22日まで出走できない。

５レース目



（29京都4）第7日 10月22日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 154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

418，970，000円
2，530，000円
23，510，000円
45，540，000円
50，950，000円
62，955，000円
4，670，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
1，088，184，700円
1，291，092，800円
806，050，700円
3，219，828，600円
1，285，391，100円
1，537，066，900円
5，073，376，400円
7，489，099，400円
561，453，200円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 22，351，543，800円

総入場人員 31，097名 （有料入場人員 29，081名）
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