
2808510月28日 雨 重 （29京都4）第8日 第1競走 ��
��1，800�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
1：51．3
1：50．9

重
不良

22 コマビショウ 牡2黒鹿55 和田 竜二小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502－ 21：53．9 17．8�
44 シゲルホウレンソウ 牡2栗 55 北村 友一森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 494＋ 41：55．28 2．9�
33 � ベストマイウェイ 牡2鹿 55 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B524＋ 41：55．62� 3．4�
88 クリノカポネ 牡2鹿 55 A．シュタルケ 栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 81：57．08 7．6�
（独）

11 ショウナンバローロ 牡2鹿 55 藤岡 康太国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 486－121：57．1	 13．1�
66 メイショウマンカイ 牝2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 432－ 21：58．37 4．5�
89 シミズミナト 牡2栗 55

54 ☆岩崎 翼山本 茂氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田 猛 480± 01：58．51 113．2	
77 クリノダイヤモンド 牡2黒鹿 55

54 ☆荻野 極栗本 博晴氏 荒川 義之 むかわ 上水牧場 474± 01：59．45 14．7

55 カイザーメランジェ 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 456－ 42：00．25 107．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 24，232，500円 複勝： 37，259，800円 枠連： 7，074，200円
馬連： 44，203，700円 馬単： 27，037，900円 ワイド： 27，288，700円
3連複： 57，390，400円 3連単： 104，118，600円 計： 328，605，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 270円 � 110円 � 130円 枠 連（2－4） 1，700円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 500円 �� 600円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 19，550円

票 数

単勝票数 計 242325 的中 � 11491（7番人気）
複勝票数 計 372598 的中 � 20147（6番人気）� 124425（1番人気）� 77567（2番人気）
枠連票数 計 70742 的中 （2－4） 3212（7番人気）
馬連票数 計 442037 的中 �� 16235（11番人気）
馬単票数 計 270379 的中 �� 4027（25番人気）
ワイド票数 計 272887 的中 �� 13036（8番人気）�� 10581（12番人気）�� 32627（2番人気）
3連複票数 計 573904 的中 ��� 26024（6番人気）
3連単票数 計1041186 的中 ��� 3861（77番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．5―12．6―12．4―12．5―12．9―12．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．6―51．2―1：03．6―1：16．1―1：29．0―1：41．8

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

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

勝馬の
紹 介

コマビショウ �

父 エンパイアメーカー �


母父 ホワイトマズル デビュー 2017．10．22 京都7着

2015．5．7生 牡2黒鹿 母 サウンドバイト 母母 リュドゥパーム 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノダイヤモンド号・カイザーメランジェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年11月28日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2808610月28日 雨 稍重 （29京都4）第8日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時35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
1：20．5
1：20．3

良
良

811 ロードラナキラ 牡2鹿 55 M．デムーロ �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 454± 01：24．3 3．8�
812 メイケイダイハード 牡2鹿 55 幸 英明名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 524＋ 2 〃 クビ 5．2�
22 ミトノアミーゴ 牡2栗 55 A．シュタルケロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト

クラブ 444－ 41：24．51� 18．9�
（独）

55 ピ カ バ 牝2鹿 54 川田 将雅�大栄牧場 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 446＋ 41：24．92� 7．1�
44 サウスアメリカン 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 カナイシスタッド 446＋ 21：25．0� 76．1	
67 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 472－ 21：25．21� 7．4

11 ムーンライトクーラ 牝2黒鹿54 松若 風馬國枝久美子氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 400＋ 21：25．41 81．0�
79 アイファーアピール 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 474± 0 〃 ハナ 201．1�
33 ステラローザ 牝2鹿 54 C．デムーロ 星野 康三氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：25．61� 2．9

（仏）

56 カシノアプローズ 牝2芦 54 国分 恭介柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 加藤 重治 506－ 21：25．81� 90．5�
68 ウインカルナヴァル 牡2栗 55 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 464± 01：25．9� 96．7�
710 シゲルエダマメ 牡2青鹿55 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 日高 高山 博 502－ 21：27．7大差 37．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，213，200円 複勝： 32，296，300円 枠連： 9，528，400円
馬連： 44，466，200円 馬単： 23，841，200円 ワイド： 27，751，100円
3連複： 57，125，400円 3連単： 86，798，900円 計： 306，020，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 230円 � 350円 枠 連（8－8） 870円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，030円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 15，950円

票 数

単勝票数 計 242132 的中 � 53212（2番人気）
複勝票数 計 322963 的中 � 71796（2番人気）� 34961（5番人気）� 19178（6番人気）
枠連票数 計 95284 的中 （8－8） 8438（5番人気）
馬連票数 計 444662 的中 �� 27152（6番人気）
馬単票数 計 238412 的中 �� 7810（11番人気）
ワイド票数 計 277511 的中 �� 15657（7番人気）�� 6701（12番人気）�� 6308（13番人気）
3連複票数 計 571254 的中 ��� 10855（13番人気）
3連単票数 計 867989 的中 ��� 3943（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―36．0―48．3―1：00．4―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードラナキラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2017．9．9 阪神2着

2015．3．14生 牡2鹿 母 エンジェリックレイ 母母 レディバラード 3戦1勝 賞金 8，550，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

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８日



2808710月28日 雨 稍重 （29京都4）第8日 第3競走 ��
��2，000�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
1：59．8
1：59．8

良
良

22 ケイティクレバー 牡2鹿 55 小林 徹弥瀧本 和義氏 目野 哲也 千歳 社台ファーム 442± 02：05．6 21．0�
89 リシュブール 牡2鹿 55 M．デムーロ窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：06．34 1．3�
66 アルゴセイコウ 牡2黒鹿55 武 豊エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 466－ 4 〃 アタマ 8．8�
88 ウインイノベーター 牡2鹿 55 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 452＋ 42：06．4� 20．9�
55 ゴールドフラッグ 牡2黒鹿55 北村 友一合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B490－ 2 〃 クビ 5．9�
77 ベイブリッジ 牡2青鹿55 C．デムーロ �KTレーシング 橋口 慎介 浦河 三嶋牧場 436＋ 62：06．82� 53．0	

（仏）

11 ニシノキントウン 牡2黒鹿55 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 444＋ 82：06．9クビ 23．3

44 エイシンヘリテイジ 牝2黒鹿 54

52 △森 裕太朗�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 454－ 42：07．32� 109．9�
33 エイシンヘラクレス 牡2黒鹿55 酒井 学�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 472－102：10．3大差 120．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，760，300円 複勝： 83，755，800円 枠連： 8，125，900円
馬連： 43，777，400円 馬単： 33，573，500円 ワイド： 30，693，900円
3連複： 54，446，100円 3連単： 137，323，500円 計： 422，456，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 200円 � 110円 � 140円 枠 連（2－8） 980円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，000円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 21，680円

票 数

単勝票数 計 307603 的中 � 12383（5番人気）
複勝票数 計 837558 的中 � 26076（5番人気）� 636933（1番人気）� 49730（3番人気）
枠連票数 計 81259 的中 （2－8） 6366（4番人気）
馬連票数 計 437774 的中 �� 33960（4番人気）
馬単票数 計 335735 的中 �� 6006（11番人気）
ワイド票数 計 306939 的中 �� 20203（4番人気）�� 6443（13番人気）�� 50059（2番人気）
3連複票数 計 544461 的中 ��� 23890（7番人気）
3連単票数 計1373235 的中 ��� 4592（50番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―13．5―13．2―12．9―12．6―12．4―12．2―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．2―38．7―51．9―1：04．8―1：17．4―1：29．8―1：42．0―1：53．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケイティクレバー 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．9．10 阪神3着

2015．4．20生 牡2鹿 母 モルトフェリーチェ 母母 レンドフェリーチェ 3戦1勝 賞金 7，550，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2808810月28日 曇 重 （29京都4）第8日 第4競走 ��
��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

611 ロードエース 牡2鹿 55 池添 謙一 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 490 ―1：13．0 17．5�
35 � ペルペトゥオ 牝2鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds 472 ―1：13．21� 1．8�
612� アイキャンフライ 牡2鹿 55 C．デムーロ 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Haymarket Farm
& Lakemont Sta-
ble

492 ―1：13．41� 3．9�
（仏）

815 ベルアーシュ 牝2芦 54 浜中 俊矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 466 ―1：14．03	 32．9�
23 マコトキッショウ 牡2芦 55 北村 友一�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 456 ―1：14．21	 37．4�
12 ナイトスプライト 牝2栗 54 岩田 康誠 	社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 468 ―1：14．83	 32．4

48 ビギナーズラック 牡2鹿 55 松田 大作�KTレーシング 寺島 良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 498 ―1：15．65 65．8�
24 メイショウミライ 牡2栗 55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 474 ―1：15．91
 6．8�
36 ジャックビーンズ 牡2栗 55 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 462 ―1：16．11� 46．1
59 ラインラピット 牝2栗 54 松若 風馬大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新冠 土井牧場 434 ―1：16．52	 100．6�
713 シープロビデンス 牝2栗 54 松山 弘平和田 志保氏 大根田裕之 新冠 大栄牧場 454 ―1：16．92	 107．3�
47 シゲルハクサイ 牡2黒鹿55 幸 英明森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 前田牧場 496 ―1：17．85 165．0�
816 シゲルシイタケ 牡2鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 468 ―1：18．01 188．5�
510 ウインクルゴール 牝2鹿 54 高倉 稜塚本 能交氏 高橋 亮 日高 奥山 博 470 ―1：18．53 184．5�
11 アイファーロマンス 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 静内山田牧場 394 ―1：19．88 195．1�
714 ブランズハッチ 牝2鹿 54 田中 健峰 哲馬氏 服部 利之 むかわ ヤマイチ牧場 472 ―1：37．2大差 160．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，925，000円 複勝： 39，746，200円 枠連： 11，728，300円
馬連： 36，280，200円 馬単： 25，431，300円 ワイド： 24，509，000円
3連複： 47，172，500円 3連単： 75，170，300円 計： 288，962，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 200円 � 110円 � 130円 枠 連（3－6） 270円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 430円 �� 590円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 13，990円

票 数

単勝票数 計 289250 的中 � 13984（4番人気）
複勝票数 計 397462 的中 � 20459（4番人気）� 232528（1番人気）� 44943（2番人気）
枠連票数 計 117283 的中 （3－6） 32602（1番人気）
馬連票数 計 362802 的中 �� 24914（3番人気）
馬単票数 計 254313 的中 �� 4941（11番人気）
ワイド票数 計 245090 的中 �� 12823（4番人気）�� 8761（6番人気）�� 48253（1番人気）
3連複票数 計 471725 的中 ��� 30670（2番人気）
3連単票数 計 751703 的中 ��� 3895（35番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．6―12．1―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．0―35．6―47．7―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 ・（3，11）－5，15（9，12）－8－（2，13）－7－16－（10，4）－6＝1＝14 4 ・（3，11）－5－（9，15）（8，12）－2，13＝7－（4，6）16－10－1＝14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードエース �
�
父 エーシンフォワード �

�
母父 エイシンサンディ 初出走

2015．4．15生 牡2鹿 母 エーシンパナギア 母母 サンタマリアガール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインクルゴール号・アイファーロマンス号・ブランズハッチ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成29年11月28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 ナイスドゥ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2808910月28日 曇 稍重 （29京都4）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時25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

611 スーパーフェザー 牡2鹿 55 M．デムーロ�KTレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478 ―1：50．6 2．1�
816 レッドヴェイロン 牡2鹿 55 武 豊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480 ― 〃 クビ 5．1�
24 アドベントサンデー 牡2鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ―1：51．02� 116．0�
23 アドマイヤカラット 牝2青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 400 ―1：51．1� 93．6�
714 ヴィオローネ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース中尾 秀正 千歳 社台ファーム 452 ―1：51．31� 26．3	
11 アカツキジョー 牡2栗 55 浜中 俊河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 506 ― 〃 ハナ 31．1

36 シグナルコール 牡2鹿 55 A．シュタルケ 前田 葉子氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 492 ―1：51．93� 117．7�

（独）

59 プリメラビスタ 牝2栗 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 434 ―1：52．43 3．1�
48 ショウナンバースト 牡2黒鹿55 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 飛野牧場 424 ―1：52．61� 170．0
47 ドゥエベリーニ 牝2青 54

53 ☆荻野 極林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 484 ―1：52．91	 115．0�
35 
 モ ト カ 牝2鹿 54 川田 将雅了德寺健二氏 吉村 圭司 愛

Ecurie des Mon-
ceaux & Haras
de St Pair

438 ―1：53．0	 16．4�
713 メメディーン 牡2鹿 55 古川 吉洋本谷 惠氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 458 ―1：53．2	 271．1�
12 グランドフサイチ 牡2青鹿55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 436 ―1：53．41� 147．4�
510 テイエムブリランテ 牝2栗 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 436 ―1：53．72 177．8�
815 ファステンバーグ 牝2青鹿54 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436 ―1：54．02 67．4�
612 ヒロノカチドキ 牡2青 55 水口 優也小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 西川富岡牧場 450 ―1：55．610 418．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，457，700円 複勝： 37，681，900円 枠連： 13，976，300円
馬連： 55，668，000円 馬単： 31，589，100円 ワイド： 34，469，900円
3連複： 71，195，400円 3連単： 101，172，800円 計： 394，211，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 1，160円 枠 連（6－8） 480円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，220円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 8，770円 3 連 単 ��� 23，340円

票 数

単勝票数 計 484577 的中 � 191483（1番人気）
複勝票数 計 376819 的中 � 128771（1番人気）� 58585（3番人気）� 4547（11番人気）
枠連票数 計 139763 的中 （6－8） 22238（2番人気）
馬連票数 計 556680 的中 �� 86260（2番人気）
馬単票数 計 315891 的中 �� 27218（3番人気）
ワイド票数 計 344699 的中 �� 47083（2番人気）�� 3503（20番人気）�� 2374（28番人気）
3連複票数 計 711954 的中 ��� 6084（23番人気）
3連単票数 計1011728 的中 ��� 3142（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．5―48．8―1：01．3―1：13．9―1：26．5―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．7
3 ・（10，12）（16，14）（1，2，4）9（8，7，11）（3，5）15，13－6 4 ・（10，16）（12，14）（1，9，4）2（8，11）（7，3）－（5，15）（6，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スーパーフェザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome of Course 初出走

2015．1．18生 牡2鹿 母 オーサムフェザー 母母 Precious Feather 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2809010月28日 雨 重 （29京都4）第8日 第6競走 ��1，200�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 1，900，000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

34 スズカコーズライン 牡3鹿 55 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 480＋ 81：11．5 8．5�
69 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 B498＋ 2 〃 クビ 7．7�
57 チ カ リ ー タ 牝4芦 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 460－ 21：11．71 2．8�
11 � メイショウオルソ 牡4黒鹿57 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 516＋16 〃 ハナ 13．5�
58 ヴィクトリアマンボ 牝4青鹿55 松田 大作 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 448－ 41：12．33� 65．9	
712 コンテンポラリー 牡3鹿 55 C．デムーロ 廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 458± 01：12．51� 3．1


（仏）

610� メイショウアバラガ 牡5鹿 57 古川 吉洋松本 和子氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 526＋ 21：12．71� 51．8�
814 タ テ ヤ マ 牡3栗 55 松若 風馬小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 458＋ 81：12．91� 91．6�
33 � テイエムマンカイ 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 548＋ 41：13．0	 78．0
22 クリノサンレオ 牡4栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 440± 01：13．31	 12．0�
711� ウメマツサクラ 牝4鹿 55 国分 恭介木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 476＋ 2 〃 クビ 17．2�
46 スーサンゴー 牝3鹿 53 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 448＋101：13．93� 24．3�
813 オスカークイーン 牝3鹿 53

52 ☆荻野 極森 保彦氏 田所 秀孝 浦河 中村 雅明 462＋ 41：14．53� 105．1�
45 スワーヴノートン 牡3鹿 55 藤岡 康太�NICKS 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 B464－ 41：15．35 83．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，005，300円 複勝： 45，206，800円 枠連： 13，488，100円
馬連： 63，355，100円 馬単： 30，504，300円 ワイド： 41，366，800円
3連複： 81，748，600円 3連単： 100，828，100円 計： 412，503，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 300円 � 180円 � 140円 枠 連（3－6） 2，370円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 6，090円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 620円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 23，140円

票 数

単勝票数 計 360053 的中 � 33720（4番人気）
複勝票数 計 452068 的中 � 30214（5番人気）� 64336（3番人気）� 99492（1番人気）
枠連票数 計 134881 的中 （3－6） 4410（11番人気）
馬連票数 計 633551 的中 �� 15981（10番人気）
馬単票数 計 305043 的中 �� 3752（24番人気）
ワイド票数 計 413668 的中 �� 9595（13番人気）�� 17039（5番人気）�� 24700（2番人気）
3連複票数 計 817486 的中 ��� 20184（7番人気）
3連単票数 計1008281 的中 ��� 3158（63番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．0―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．2―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカコーズライン �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 Fortunate Prospect デビュー 2016．11．20 京都5着

2014．5．20生 牡3鹿 母 ヴ ェ ス タ 母母 Amavalidhope 9戦2勝 賞金 17，770，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2809110月28日 小雨 稍重 （29京都4）第8日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時25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

36 ロ ラ イ マ �4鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 444＋101：35．5 2．7�
24 ジョーアラビカ 牡3芦 55 酒井 学上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 508＋ 61：35．71	 37．3�
59 コパノピエール 牡3鹿 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 21：35．8
 12．0�
48 ドラゴンマジック �5栗 57 高倉 稜窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 510＋ 21：36．11� 51．0�
12 ライオネルカズマ 牡3鹿 55 A．シュタルケ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 B512＋10 〃 クビ 14．3�

（独）

35 コロナシオン 牝3鹿 53 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 アタマ 4．7	
11 カレンオプシス 牝5青鹿55 北村 友一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：36．2� 13．8

816 ティーエスクライ 牝5芦 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 462＋ 61：36．4� 29．8�
815 ナンヨーマーズ 牡3鹿 55 幸 英明中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 456＋121：36．5
 19．1�
612 アスターサムソン �4鹿 57 池添 謙一加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋201：36．71	 226．6
713 ディープエクシード 牡4鹿 57 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 2 〃 クビ 4．8�
611� ハクユウロゼ 牝3鹿 53 松若 風馬 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 山本 昇寿 464－ 31：37．02 202．5�
23 ゼーリムニル 牝4鹿 55 松山 弘平一村 哲也氏 島 一歩 日高 高山牧場 B492＋ 81：37．1クビ 94．7�
510 アサケハーツ 牡3栗 55

54 ☆荻野 極大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 466＋ 61：37．2� 119．2�
817� ハッチャンハッピー 牝4鹿 55

53 △森 裕太朗野嶋 祥二氏 寺島 良 様似 澤井 義一 462± 01：37．3
 107．8�
47 メイショウカクオビ �4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 474－161：38．04 120．5�
714� ミセスワタナベ 牝3鹿 53 C．デムーロ 吉田 和子氏 木村 哲也 米

C. Kidder, N. Cole,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

484＋ 2 〃 クビ 14．7�
（仏）

（17頭）

売 得 金
単勝： 31，016，400円 複勝： 46，151，200円 枠連： 21，916，800円
馬連： 65，813，000円 馬単： 32，067，800円 ワイド： 42，579，000円
3連複： 85，139，400円 3連単： 103，564，800円 計： 428，248，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 590円 � 260円 枠 連（2－3） 2，790円

馬 連 �� 4，860円 馬 単 �� 7，770円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 600円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 16，090円 3 連 単 ��� 71，230円

票 数

単勝票数 計 310164 的中 � 90332（1番人気）
複勝票数 計 461512 的中 � 113133（1番人気）� 14981（10番人気）� 42679（4番人気）
枠連票数 計 219168 的中 （2－3） 6076（9番人気）
馬連票数 計 658130 的中 �� 10481（20番人気）
馬単票数 計 320678 的中 �� 3095（29番人気）
ワイド票数 計 425790 的中 �� 6680（19番人気）�� 19576（4番人気）�� 2301（43番人気）
3連複票数 計 851394 的中 ��� 3968（50番人気）
3連単票数 計1035648 的中 ��� 1054（206番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．3―12．2―11．8―12．0―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―34．8―47．0―58．8―1：10．8―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．7
3 9，17－4（2，14，5）16，10（3，6）15（7，11，12）（8，13）－1 4 9－17，4（2，5）（14，10，16）3（6，15）7（11，12）（8，13）－1

勝馬の
紹 介

ロ ラ イ マ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．27 阪神1着

2013．5．22生 �4鹿 母 ミルフィオリ 母母 ミルレーサー 13戦2勝 賞金 28，524，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2809210月28日 小雨 重 （29京都4）第8日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時55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

713 オールポッシブル 牝3鹿 53 C．デムーロ �G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：24．1 7．7�
（仏）

47 タイセイエクレール 牡4鹿 57 M．デムーロ田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 522＋161：24．52� 3．5�
35 インフェルノ 	5栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 61：24．6クビ 2．9�
36 ジュエアトゥー 	3栗 55 松山 弘平首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 508＋ 61：24．81� 13．8�
11 ショーウェイ 牝3鹿 53 岩田 康誠吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 488＋161：25．01
 58．8�
12 コパノマイケル 牡4栗 57 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 日高 三城牧場 526－ 2 〃 クビ 15．4	
816 ワンダーサジェス 牝4鹿 55 武 豊山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 490－ 4 〃 アタマ 5．3

611 ギャラクシーエクス 牡6黒鹿57 松田 大作 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 アタマ 89．2�
24 ウォーターピオニー 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 446－ 61：25．1クビ 21．0
59 ダンツゴウユウ 牡3栗 55 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 466± 0 〃 ハナ 39．1�
714 アイファーサンディ 牡5鹿 57 川須 栄彦中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 462－ 81：25．3� 277．3�
612 ヒルノデンハーグ 	5栗 57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 B482－ 41：25．51
 57．4�
48 ノーブルヴィーナス 牝5黒鹿55 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 466± 01：25．71
 145．7�
815 レッドカーペット 牡4栗 57

56 ☆荻野 極 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 524＋ 81：26．12� 38．0�
23 ブ ル ー ミ ン 牝3黒鹿53 高倉 稜佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 474± 01：26．84 61．7�
510 サンレイルージュ 牝5鹿 55 国分 優作永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 486＋ 41：27．11� 318．8�
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売 得 金
単勝： 37，029，800円 複勝： 54，497，900円 枠連： 17，563，300円
馬連： 84，253，300円 馬単： 34，600，500円 ワイド： 46，476，000円
3連複： 98，386，400円 3連単： 122，951，300円 計： 495，758，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 180円 � 150円 � 130円 枠 連（4－7） 1，680円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 490円 �� 460円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 15，630円

票 数

単勝票数 計 370298 的中 � 38045（4番人気）
複勝票数 計 544979 的中 � 66508（4番人気）� 87716（2番人気）� 130463（1番人気）
枠連票数 計 175633 的中 （4－7） 8084（8番人気）
馬連票数 計 842533 的中 �� 32133（7番人気）
馬単票数 計 346005 的中 �� 6430（15番人気）
ワイド票数 計 464760 的中 �� 23504（5番人気）�� 25432（4番人気）�� 39221（1番人気）
3連複票数 計 983864 的中 ��� 39896（2番人気）
3連単票数 計1229513 的中 ��� 5700（37番人気）

ハロンタイム 11．9―11．2―11．9―12．0―12．0―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―23．1―35．0―47．0―59．0―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールポッシブル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Yankee Victor デビュー 2016．7．17 中京1着

2014．4．6生 牝3鹿 母 シーズインポッシブル 母母 Difficult 11戦3勝 賞金 38，577，000円
〔その他〕 サンレイルージュ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サンレイルージュ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年12月28日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アドマイヤシェル号・セネッティ号・ピースマーク号・モンラッシェ号・ロードヴォルケーノ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2809310月28日 雨 重 （29京都4）第8日 第9競走 ��
��1，800�

はぎ

萩 ス テ ー ク ス
発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

66 タイムフライヤー 牡2鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458± 01：49．7 2．7�

（仏）

55 オーデットエール 牡2鹿 55 川田 将雅中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 470＋ 21：50．44 13．2�
33 リュクスポケット 牡2栗 55 武 豊田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：50．5クビ 4．7�
22 シースプラッシュ 牡2鹿 55 和田 竜二 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 494－ 8 〃 クビ 12．0�
44 サクステッド 牡2栗 55 池添 謙一 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：50．6� 7．6�
77 アドマイヤキング 牡2鹿 55 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528－ 21：51．13 3．1	
11 ニシノベースマン 牡2黒鹿55 幸 英明西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 436＋ 21：52．48 85．9
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売 得 金
単勝： 53，107，400円 複勝： 38，703，600円 枠連： 発売なし
馬連： 75，650，700円 馬単： 44，861，300円 ワイド： 32，748，500円
3連複： 73，063，300円 3連単： 197，718，200円 計： 515，853，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 360円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 470円 �� 260円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 8，560円

票 数

単勝票数 計 531074 的中 � 163335（1番人気）
複勝票数 計 387036 的中 � 114048（1番人気）� 33622（6番人気）
馬連票数 計 756507 的中 �� 41142（6番人気）
馬単票数 計 448613 的中 �� 15220（11番人気）
ワイド票数 計 327485 的中 �� 17021（8番人気）�� 36381（2番人気）�� 11073（13番人気）
3連複票数 計 730633 的中 ��� 32088（8番人気）
3連単票数 計1977182 的中 ��� 16745（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．7―47．7―1：00．1―1：12．5―1：24．9―1：37．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイムフライヤー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．8．6 新潟2着

2015．2．1生 牡2鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 3戦2勝 賞金 23，961，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2809410月28日 雨 重 （29京都4）第8日 第10競走 ��
��1，800�

や さ か

八坂ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

22 エテルナミノル 牝4黒鹿55 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 81：49．8 3．5�
55 ア ク ー ト 牡4鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 434± 01：50．65 2．4�
88 ヴァナヘイム 牡3黒鹿55 C．デムーロ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488＋14 〃 クビ 3．4�

（仏）

44 エアアンセム 牡6黒鹿57 武 豊 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 504＋121：50．7クビ 15．6�
33 デンコウリキ 牡7黒鹿57 池添 謙一田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 520± 0 〃 クビ 20．5	
66 ケンホファヴァルト 牡4鹿 57 松山 弘平中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 464＋101：51．23 7．8

11 サンマルホーム 牡7栗 57 �島 良太相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B444＋ 61：51．52 104．6�
77 ブレイクザポケット 牡5鹿 57 A．シュタルケ �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 81：51．6	 46．0�
（独）

（8頭）

売 得 金
単勝： 46，102，500円 複勝： 38，407，400円 枠連： 発売なし
馬連： 91，082，300円 馬単： 49，084，100円 ワイド： 39，617，400円
3連複： 91，978，800円 3連単： 217，163，100円 計： 573，435，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 170円 �� 260円 �� 180円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 2，430円

票 数

単勝票数 計 461025 的中 � 103056（3番人気）
複勝票数 計 384074 的中 � 75756（2番人気）� 125055（1番人気）� 69919（3番人気）
馬連票数 計 910823 的中 �� 171471（1番人気）
馬単票数 計 490841 的中 �� 41096（3番人気）
ワイド票数 計 396174 的中 �� 63832（1番人気）�� 33107（4番人気）�� 56371（2番人気）
3連複票数 計 919788 的中 ��� 159485（1番人気）
3連単票数 計2171631 的中 ��� 64733（4番人気）

ハロンタイム 13．4―12．3―12．4―12．5―12．6―12．1―11．9―11．0―11．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エテルナミノル 
�
父 エンパイアメーカー 

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．2．6 京都2着

2013．5．24生 牝4黒鹿 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 16戦5勝 賞金 90，815，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2809510月28日 雨 重 （29京都4）第8日 第11競走 ��
��1，400�第60回毎日放送賞スワンステークス（ＧⅡ）

発走15時35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，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，28．10．29以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走
またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，28．10．28以前のGⅠ競走（牝馬限
定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

毎日放送賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

23 サングレーザー 牡3青鹿54 C．デムーロ �G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 476＋ 21：22．4 5．2�
（仏）

24 � ヒルノデイバロー 牡6黒鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B520－ 4 〃 アタマ 44．8�
12 レッツゴードンキ 牝5栗 54 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 510＋141：22．71	 3．2�
11 ビップライブリー 牡4栗 56 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 462＋ 6 〃 クビ 22．2�
715 ダノンメジャー 牡5栗 56 武 豊�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 502＋121：22．8
 9．5�
713 トウショウピスト 牡5鹿 56 古川 吉洋トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482＋ 2 〃 アタマ 187．2	
510 トーセンデューク 牡6鹿 56 浜中 俊島川 
哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452± 01：23．0	 78．8�
816 ムーンクレスト 牡5鹿 56 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 470－ 6 〃 アタマ 34．6�
59 トーキングドラム 牡7鹿 56 藤岡 康太下河美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 480± 01：23．1	 221．5�
47 � キャンベルジュニア 牡5鹿 56 A．シュタルケ 吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

532－ 2 〃 ハナ 15．3�
（独）

714 ベステンダンク 牡5栗 56 池添 謙一市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 506＋ 6 〃 クビ 295．3�

36 ジューヌエコール 牝3鹿 52 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492＋101：23．2
 14．3�
48 ラヴァーズポイント 牝7青鹿54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 524＋ 21：23．3
 337．6�
611 セイウンコウセイ 牡4栗 58 幸 英明西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 494－ 41：23．4クビ 5．9�
817 ミ ス エ ル テ 牝3鹿 52 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋24 〃 クビ 16．9�
818 カラクレナイ 牝3栗 52 M．デムーロ吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 アタマ 7．8�
612 フミノムーン 牡5栗 56 和田 竜二谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 454＋ 81：23．61 38．2�
35 ティーハーフ 牡7栗 56 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 4 〃 クビ 102．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 159，183，100円 複勝： 227，332，900円 枠連： 94，866，100円
馬連： 499，096，300円 馬単： 187，375，000円 ワイド： 265，327，600円
3連複： 802，021，400円 3連単： 1，009，594，000円 計： 3，244，796，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 650円 � 150円 枠 連（2－2） 11，640円

馬 連 �� 13，230円 馬 単 �� 19，320円

ワ イ ド �� 3，550円 �� 410円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 66，850円

票 数

単勝票数 計1591831 的中 � 244053（2番人気）
複勝票数 計2273329 的中 � 316628（2番人気）� 65190（12番人気）� 486660（1番人気）
枠連票数 計 948661 的中 （2－2） 6311（30番人気）
馬連票数 計4990963 的中 �� 29233（43番人気）
馬単票数 計1873750 的中 �� 7272（70番人気）
ワイド票数 計2653276 的中 �� 17897（47番人気）�� 186971（1番人気）�� 39981（19番人気）
3連複票数 計8020214 的中 ��� 69471（21番人気）
3連単票数 計10095940 的中 ��� 10949（197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．9―46．6―58．3―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．8
3 13，15（4，16）（7，14）（2，11）（6，8，18）（1，3，12）9，10，17－5 4 13，15（4，16）（2，7，14）11（1，3，6，8，18）（10，9，12）17，5

勝馬の
紹 介

サングレーザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2016．7．9 中京3着

2014．1．13生 牡3青鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 10戦5勝 賞金 127，145，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アルマワイオリ号・ダイシンサンダー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサングレーザー号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2809610月28日 雨 重 （29京都4）第8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

612 ブライトンロック 牡3黒鹿55 松田 大作坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450＋ 21：51．8 14．0�

48 リアルプロジェクト 牡5鹿 57 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム B524＋ 61：52．11� 19．9�
12 サンライズウィズ 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 486－ 41：52．42 59．6�
815 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± 0 〃 クビ 6．1�
510 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 504＋ 21：52．5クビ 4．5�
611 シ ロ ニ イ 牡3白 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510＋ 8 〃 クビ 2．9	
35 スワーヴカイザー 	6青 57 C．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 536＋ 41：52．6
 18．0


（仏）

714 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 494＋ 41：52．7
 28．7�

59 テイエムチューハイ 牡3黒鹿55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B452＋101：52．91� 33．1�
24 ホーリーブレイズ 牡3鹿 55 A．シュタルケ 村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 466± 0 〃 アタマ 13．7

（独）

23 エンクエントロス 牡5鹿 57 高倉 稜山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B492＋ 21：53．11 128．5�
47 � 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 528＋ 41：53．2� 13．7�
36 サクレエクスプレス 牝3鹿 53 岩田 康誠 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486± 01：53．3クビ 37．6�
713 ウェーブキング 牡5鹿 57 幸 英明万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 512－ 21：53．51� 185．6�
11 アグネスアーニャ 牝5鹿 55

53 △森 裕太朗畑佐 博氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 482－ 61：54．56 152．8�
816 トウケイワラウカド 牡4鹿 57 四位 洋文木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 494＋ 22：01．2大差 13．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，086，600円 複勝： 74，396，700円 枠連： 36，464，300円
馬連： 136，541，600円 馬単： 55，120，500円 ワイド： 77，555，600円
3連複： 185，596，600円 3連単： 240，891，100円 計： 860，653，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 450円 � 560円 � 1，310円 枠 連（4－6） 800円

馬 連 �� 11，590円 馬 単 �� 21，490円

ワ イ ド �� 4，150円 �� 11，280円 �� 8，690円

3 連 複 ��� 209，630円 3 連 単 ��� 812，300円

票 数

単勝票数 計 540866 的中 � 30794（7番人気）
複勝票数 計 743967 的中 � 45958（6番人気）� 35550（9番人気）� 14011（13番人気）
枠連票数 計 364643 的中 （4－6） 35285（3番人気）
馬連票数 計1365416 的中 �� 9130（39番人気）
馬単票数 計 551205 的中 �� 1923（74番人気）
ワイド票数 計 775556 的中 �� 4852（45番人気）�� 1767（80番人気）�� 2299（74番人気）
3連複票数 計1855966 的中 ��� 664（323番人気）
3連単票数 計2408911 的中 ��� 215（1565番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．6―49．1―1：01．4―1：13．6―1：26．0―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．2
1
3
2，8，15（1，3，9）（10，11）16，5，7，12，14－（6，13）－4・（2，8）15（3，9）11，16（1，10）（5，7）12，13（6，14）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブライトンロック �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．8．20 新潟1着

2014．5．18生 牡3黒鹿 母 クイーンオブナプレス 母母 Napoleon’s Sister 13戦3勝 賞金 37，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイワラウカド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月28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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ヴィッセン号・オイルタウン号・キングカヌヌ号・ニホンピロサンダー号・メイショウブーケ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（29京都4）第8日 10月28日（土曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
重

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
厩務員出走奨励金

301，670，000円
2，530，000円
19，970，000円
2，310，000円
34，180，000円
63，774，000円
4，414，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
573，119，800円
755，436，500円
234，731，700円
1，240，187，800円
575，086，500円
690，383，500円
1，705，264，300円
2，497，294，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，271，504，800円

総入場人員 17，236名 （有料入場人員 16，115名）
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