
2802510月8日 晴 良 （30京都4）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：51．0
1：50．9

重
不良

34 セ ロ シ ア 牡2黒鹿55 幸 英明�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450－ 21：54．8 8．5�

57 タニノマイカ 牝2黒鹿54 �島 良太谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 456＋ 21：55．12 31．7�
58 ゲンパチルシファー 牡2鹿 55 中井 裕二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 476＋101：55．52� 126．0�
814 カルロスミノル 牡2栗 55 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 460－121：55．6クビ 3．0�
33 デルマシャンティ 牡2芦 55 国分 恭介浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 アタマ 22．7�
22 テーオーダンケルク 牡2栗 55 岩田 康誠小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 454± 01：55．7� 90．5	
46 ビルジキール 牡2黒鹿 55

52 ▲西村 淳也玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 472＋ 41：55．8クビ 174．6

11 テンナイトパール 牝2鹿 54 J．モレイラ天白 泰司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 456＋ 21：56．54 4．1�

（伯刺）

711 ブルベアペスカ 牡2栗 55 小牧 太 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 468－ 21：56．6� 45．1�
712 グッドレイズ 牡2栗 55 松山 弘平杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 山岡牧場 478± 0 〃 クビ 5．3
813 ウインプリンツ 牡2黒鹿55 菱田 裕二�ウイン 奥村 豊 浦河 大北牧場 486± 01：57．23� 198．3�
69 スマートローガン 牡2栗 55

54 ☆川又 賢治大川 徹氏 村山 明 浦河 山口 義彦 B494－ 81：58．05 220．1�
610 タイセイレオーネ 牡2栗 55 太宰 啓介田中 成奉氏 松下 武士 浦河 川越ファーム 466＋ 61：58．42� 79．2�
45 ヴァロリザー 牡2黒鹿55 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 502－ 61：59．89 5．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，273，900円 複勝： 44，656，400円 枠連： 11，561，500円
馬連： 55，188，600円 馬単： 26，843，200円 ワイド： 42，295，500円
3連複： 90，351，100円 3連単： 106，267，000円 計： 406，437，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 330円 � 770円 � 2，160円 枠 連（3－5） 5，550円

馬 連 �� 9，790円 馬 単 �� 19，640円

ワ イ ド �� 2，660円 �� 9，760円 �� 13，320円

3 連 複 ��� 182，150円 3 連 単 ��� 885，550円

票 数

単勝票数 計 292739 的中 � 29023（5番人気）
複勝票数 計 446564 的中 � 40407（5番人気）� 14737（7番人気）� 4949（11番人気）
枠連票数 計 115615 的中 （3－5） 1614（16番人気）
馬連票数 計 551886 的中 �� 4365（24番人気）
馬単票数 計 268432 的中 �� 1025（46番人気）
ワイド票数 計 422955 的中 �� 4169（23番人気）�� 1112（52番人気）�� 813（59番人気）
3連複票数 計 903511 的中 ��� 372（166番人気）
3連単票数 計1062670 的中 ��� 87（888番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．2―50．2―1：02．9―1：15．6―1：28．3―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．2
1
3
・（7，8）12，6，13（4，14）（5，11）10，2（3，9）1・（7，12，14）8（6，13）（4，5）10，11，2，9（3，1）

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

勝馬の
紹 介

セ ロ シ ア �
�
父 トランセンド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．7．7 中京5着

2016．3．14生 牡2黒鹿 母 アンドレルノートル 母母 アンブロジン 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 タニノマイカ号の騎手�島良太は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※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。

2802610月8日 晴 良 （30京都4）第3日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時25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
1：08．0
1：07．8

良
良

66 ホッコーシェルビー 牡2黒鹿55 幸 英明北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 496＋ 81：10．7 38．0�
78 ドゥシャンパーニュ 牝2青鹿54 J．モレイラ大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 420－ 21：10．8� 1．5�

（伯刺）

55 ペプチドルーカス 牡2鹿 55 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 様似 猿倉牧場 438＋101：10．9� 4．6�
810 ヒ ラ ソ ー ル 牡2鹿 55 岩田 康誠阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 458＋ 61：11．0� 9．4�
44 ジョーカリン 牝2黒鹿54 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 404－ 61：11．1� 25．7�
79 クールリアル 牡2鹿 55 松山 弘平川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 454－ 2 〃 クビ 20．4	
22 ピサノメタルシティ 牡2鹿 55 和田 竜二市川義美ホール

ディングス� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 486－ 61：11．2クビ 42．0

67 キンショーダンサー 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治礒野日出夫氏 中村 均 浦河 大島牧場 442＋ 21：11．52 9．6�
11 スズカルージュ 牝2栗 54

52 △富田 暁永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 476＋ 21：11．6� 211．1�
33 タガノレンリ 牝2栗 54 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454 ―1：11．81� 112．3
811 クニサキミッチイ 牝2黒鹿54 太宰 啓介國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 428－ 81：12．75 226．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，060，300円 複勝： 83，560，900円 枠連： 8，606，400円
馬連： 45，848，800円 馬単： 29，240，700円 ワイド： 32，033，500円
3連複： 64，366，000円 3連単： 120，251，700円 計： 414，968，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，800円 複 勝 � 450円 � 110円 � 130円 枠 連（6－7） 420円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 6，620円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，170円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 28，980円

票 数

単勝票数 計 310603 的中 � 6931（7番人気）
複勝票数 計 835609 的中 � 11445（8番人気）� 584646（1番人気）� 76933（2番人気）
枠連票数 計 86064 的中 （6－7） 15850（2番人気）
馬連票数 計 458488 的中 �� 15317（9番人気）
馬単票数 計 292407 的中 �� 3309（19番人気）
ワイド票数 計 320335 的中 �� 10099（10番人気）�� 5770（15番人気）�� 60449（1番人気）
3連複票数 計 643660 的中 ��� 25882（6番人気）
3連単票数 計1202517 的中 ��� 3008（82番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．0―11．9―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．9―35．9―47．8―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーシェルビー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスフライト デビュー 2018．9．22 阪神10着

2016．4．13生 牡2黒鹿 母 ホッコーマスタング 母母 ホッコーメモリー 2戦1勝 賞金 5，000，000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。

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３日



2802710月8日 晴 良 （30京都4）第3日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時55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

612 レッドベレーザ 牝2鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 422 ―1：22．6 3．9�
715 コルデトゥリーニ 牝2鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 440 ―1：22．81� 5．9�
24 セクシーサンキュー 牡2芦 55

52 ▲三津谷隼人山下 良子氏 作田 誠二 新冠 村上 欽哉 436 ―1：23．01� 238．0�
611 エピックガール 牝2鹿 54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 424 ―1：23．1� 11．5�
817	 スカーレットベガ 牝2栗 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 愛

Eimear Mulhern
& Maureen
Haughey

406 ―1：23．42 53．1	
12 ゲンティアナ 牝2鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 422 ―1：23．71
 2．8

510 ジュディシャス 牡2鹿 55 岩田 康誠ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498 ―1：24．02 8．0�
48 ソルトイブキ 牡2黒鹿 55

53 △富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 478 ―1：24．1� 29．4�
59 ハ バ ネ ロ 牝2黒鹿 54

53 ☆川又 賢治�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 416 ―1：24．31 31．4
23 エイシンホルス 牡2栗 55 川須 栄彦�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 502 ―1：24．51� 173．6�
816 クリノジョーカー 牡2黒鹿55 幸 英明栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 三輪牧場 410 ―1：24．6� 81．2�
11 キララアモーレ 牝2栗 54

53 ☆荻野 極吉澤 克己氏 今野 貞一 浦河 辻 牧場 464 ―1：24．81� 46．6�
818 ゴルディアス 牡2栗 55 和田 竜二野嶋 祥二氏 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 448 ―1：25．01� 98．4�
47 メモリーハイル 牡2鹿 55 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 490 ―1：25．21� 128．7�
36 クリスタルオーブ 牝2鹿 54 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 456 ―1：25．41� 53．6�
714 サ ン ダ ガ 牡2鹿 55 長岡 禎仁薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 新ひだか 秋田育成牧場 440 ―1：25．72 302．4�
35 ミ ト ノ ク リ 牝2栗 54 松山 弘平ロイヤルパーク 杉山 晴紀 新冠 新冠橋本牧場 416 ―1：26．23 78．2�
713 オーバーザシード 牡2芦 55 �島 克駿前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490 ―1：26．62� 49．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，099，900円 複勝： 32，050，700円 枠連： 15，136，400円
馬連： 48，248，600円 馬単： 22，171，600円 ワイド： 33，570，300円
3連複： 68，099，200円 3連単： 80，931，500円 計： 333，308，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 200円 � 4，650円 枠 連（6－7） 850円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 500円 �� 21，860円 �� 45，710円

3 連 複 ��� 165，280円 3 連 単 ��� 592，680円

票 数

単勝票数 計 330999 的中 � 70799（2番人気）
複勝票数 計 320507 的中 � 59385（2番人気）� 44557（3番人気）� 1254（17番人気）
枠連票数 計 151364 的中 （6－7） 13767（3番人気）
馬連票数 計 482486 的中 �� 34873（3番人気）
馬単票数 計 221716 的中 �� 7699（5番人気）
ワイド票数 計 335703 的中 �� 18893（3番人気）�� 375（102番人気）�� 179（129番人気）
3連複票数 計 680992 的中 ��� 309（239番人気）
3連単票数 計 809315 的中 ��� 99（1073番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―11．8―11．7―11．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．7―47．5―59．2―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．1
3 3（10，16）（7，15，17）（1，8，14，12）（2，11）（13，4，18）－（9，6）5 4 3，10（15，16）（7，17，12）8（14，11）（1，2）（4，18）（13，9，6）＝5

勝馬の
紹 介

レッドベレーザ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2016．4．14生 牝2鹿 母 レッドメデューサ 母母 Catchascatchcan 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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 クリノガウディー号

2802810月8日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30京都4）第3日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：11．2良・重

22 � メイショウヒカル 牡4鹿 60 森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 472＋ 43：16．4 6．6�
44 マコトシャムロック �5青鹿60 熊沢 重文�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 496－263：16．61� 3．9�
55 メメニシコリ 牡5鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 466± 03：17．34 2．1�
79 デカルコマニー 牡3鹿 58 草野 太郎松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 456＋ 63：18．910 69．2�
33 ユキノエルドール 牡4栗 60 石神 深一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 472－123：19．0クビ 14．1	
78 ショウナンバローロ 牡3鹿 58 平沢 健治国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 494＋ 63：22．8大差 8．3

810 ゴ ー ド ン �4黒鹿60 田村 太雅 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 488＋ 63：23．86 11．9�
66 ダイチョウセブン 牡3青鹿58 植野 貴也長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 466± 03：26．2大差 57．3�
67 シゲルミズナ 牝3鹿 56 中村 将之森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 498－ 83：26．41� 45．2
11 サンダーラム 牡3鹿 58 上野 翔 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 B506＋ 23：29．5大差 65．4�
811 ヤマニンルネッタ 牝3鹿 56 難波 剛健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋28 （競走中止） 20．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 19，347，600円 複勝： 15，721，800円 枠連： 8，929，800円
馬連： 30，461，000円 馬単： 19，839，000円 ワイド： 20，905，600円
3連複： 49，569，400円 3連単： 81，607，900円 計： 246，382，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 150円 � 150円 � 110円 枠 連（2－4） 1，410円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 470円 �� 240円 �� 260円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 6，790円

票 数

単勝票数 計 193476 的中 � 23352（3番人気）
複勝票数 計 157218 的中 � 23186（2番人気）� 22143（3番人気）� 45991（1番人気）
枠連票数 計 89298 的中 （2－4） 4908（6番人気）
馬連票数 計 304610 的中 �� 17554（5番人気）
馬単票数 計 198390 的中 �� 5013（10番人気）
ワイド票数 計 209056 的中 �� 9979（5番人気）�� 23466（1番人気）�� 21235（2番人気）
3連複票数 計 495694 的中 ��� 49586（1番人気）
3連単票数 計 816079 的中 ��� 8709（16番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 52．4－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
2－（4，5）－3＝9－10＝11＝8，6－7－1
2（5，4）－3－9＝10－8－6＝7－1

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

勝馬の
紹 介

�メイショウヒカル �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メイショウホムラ

2014．3．22生 牡4鹿 母 メイショウナゴン 母母 メイショウハゴロモ 障害：4戦1勝 賞金 7，800，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ヤマニンルネッタ号は，2周目5号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。



2802910月8日 晴 良 （30京都4）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時15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
1：45．6

良
良

11 クリノガウディー 牡2栗 55
53 △森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 492 ―1：50．0 26．5�

811 ミッキーバディーラ 牝2鹿 54 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：50．21 6．0�
56 シャルムダムール 牝2青鹿54 幸 英明吉田 晴哉氏 中内田充正 安平 追分ファーム 464 ― 〃 クビ 5．7�
79 アスクフラッシュ 牡2黒鹿55 J．モレイラ廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 494 ― 〃 クビ 7．7�

（伯刺）

812 オースミヌーベル 牡2芦 55
54 ☆川又 賢治�オースミ 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 452 ―1：50．3� 105．8�

68 アンクルテイオウ 牡2鹿 55 福永 祐一塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 アタマ 10．3	
710 ヤマニンスプレモ 牡2青鹿55 太宰 啓介土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 458 ―1：50．51� 102．4

44 パ ル メ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 436 ―1：50．82 52．7�
33 タ ン タ ラ ス 牝2鹿 54 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 470 ―1：51．01 1．8
67 アマリリステソーロ 牝2青 54 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 420 ―1：51．21� 202．1�
22 ウインパーチェ 牡2黒鹿55 和田 竜二�ウイン 加用 正 平取 スガタ牧場 442 ―1：51．41� 174．5�
55 アスタードラゴン 牡2栗 55 古川 吉洋加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 448 ―1：53．7大差 184．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 51，211，000円 複勝： 51，512，000円 枠連： 11，081，200円
馬連： 57，981，200円 馬単： 36，291，800円 ワイド： 39，381，900円
3連複： 78，316，000円 3連単： 133，725，400円 計： 459，500，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 460円 � 190円 � 190円 枠 連（1－8） 4，380円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 13，150円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 1，340円 �� 400円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 75，150円

票 数

単勝票数 計 512110 的中 � 16377（6番人気）
複勝票数 計 515120 的中 � 23281（6番人気）� 79117（2番人気）� 75739（3番人気）
枠連票数 計 110812 的中 （1－8） 1960（13番人気）
馬連票数 計 579812 的中 �� 9777（13番人気）
馬単票数 計 362918 的中 �� 2069（31番人気）
ワイド票数 計 393819 的中 �� 8021（12番人気）�� 7161（14番人気）�� 27817（4番人気）
3連複票数 計 783160 的中 ��� 9719（17番人気）
3連単票数 計1337254 的中 ��� 1290（173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―36．8―49．3―1：02．5―1：15．2―1：27．5―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．8
3 10，11，6，9（1，12）3（2，8）（4，7，5） 4 ・（10，11）（6，9）（1，12）（3，8）（2，7）（4，5）

勝馬の
紹 介

クリノガウディー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ 初出走

2016．3．17生 牡2栗 母 クリノビリオネア 母母 オプトライアン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※クリノガウディー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

2803010月8日 晴 良 （30京都4）第3日 第6競走 ��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

77 マグナレガーロ 牡3青鹿55 J．モレイラ �シルクレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 472－ 41：58．1 1．3�
（伯刺）

11 マルヨシャバーリー 牡4栗 57 川須 栄彦野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B492＋161：58．2� 13．1�
44 ウォーターマーズ �4芦 57 和田 竜二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 B524－ 81：59．05 5．9�
89 ランドジュピター 牡4鹿 57

56 ☆川又 賢治木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 454＋ 6 〃 アタマ 16．5�
33 サマーサプライズ 牡4鹿 57 浜中 俊吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 484＋ 21：59．95 6．0�
810 クリノカポネ �3鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－142：00．75 57．4	
22 アサケハーツ 牡4栗 57

55 △森 裕太朗大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 460－ 42：00．8� 109．4

55 ウォーターロレンス 牡3黒鹿55 中井 裕二山岡 正人氏 安田 隆行 日高 チャンピオン

ズファーム 452± 02：00．9� 160．8�
78 グローバルビジネス 牡3鹿 55

54 ☆加藤 祥太窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 498＋ 82：02．8大差 200．0�
66 ナムラカブト 牡4黒鹿57 松山 弘平奈村 信重氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 474－102：02．9クビ 82．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，242，100円 複勝： 121，976，400円 枠連： 9，627，700円
馬連： 51，608，600円 馬単： 44，203，400円 ワイド： 35，968，700円
3連複： 69，096，100円 3連単： 196，197，900円 計： 575，920，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（1－7） 790円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 350円 �� 250円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 3，560円

票 数

単勝票数 計 472421 的中 � 275068（1番人気）
複勝票数 計1219764 的中 � 952869（1番人気）� 50690（4番人気）� 65263（3番人気）
枠連票数 計 96277 的中 （1－7） 9375（4番人気）
馬連票数 計 516086 的中 �� 42438（5番人気）
馬単票数 計 442034 的中 �� 30129（4番人気）
ワイド票数 計 359687 的中 �� 25974（5番人気）�� 39789（2番人気）�� 19273（6番人気）
3連複票数 計 690961 的中 ��� 45478（4番人気）
3連単票数 計1961979 的中 ��� 39853（10番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．9―12．9―12．6―12．3―11．9―12．3―12．9―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．3―30．2―43．1―55．7―1：08．0―1：19．9―1：32．2―1：45．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マグナレガーロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．3．10 阪神1着

2015．5．11生 牡3青鹿 母 リ ビ ア ー モ 母母 ラトラヴィアータ 3戦2勝 賞金 15，400，000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。



2803110月8日 晴 良 （30京都4）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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

57 スマートアルタイル 牡3栗 55 川田 将雅大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 464± 01：12．4 3．1�
712 カ ロ ス 牡4栗 57

54 ▲西村 淳也 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 494＋121：12．61� 107．4�

45 ダノンメモリー �5鹿 57 幸 英明�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 528－ 61：12．7クビ 11．9�
33 コ ラ ー ド 牡3芦 55 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 484－ 6 〃 クビ 41．5�
610� メイショウアワジ 牡4鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 478＋121：12．9	 78．6�
11 エアハンコック 牝3鹿 53 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 アタマ 12．7	
34 ジュエアトゥー �4栗 57 岩田 康誠首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 506－101：13．0	 3．5

46 イナズママンボ 牝4鹿 55 小牧 太小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 456＋ 2 〃 クビ 17．4�
58 メイショウバンダイ 牡5栗 57 山本 聡哉松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 458－ 21：13．1クビ 90．6�

（岩手）

813 ブライトエンパイア 牡3鹿 55 松山 弘平杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 444－ 2 〃 アタマ 3．0
69 エレスチャル 牝3鹿 53 高倉 稜ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 442＋181：13．2� 53．9�
814 グランロックハート 牡3鹿 55

53 △富田 暁飯田 訓大氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 506± 01：13．73 68．0�
711 クリノシャガール 牡3鹿 55 田村 太雅栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 棚川 光男 512± 01：14．12� 392．6�
22 セルリアンユウガ 牡3鹿 55 菱田 裕二�イクタ 谷 潔 新冠 ムラカミファーム 460＋ 41：15．16 197．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，666，800円 複勝： 39，503，700円 枠連： 16，263，200円
馬連： 68，982，300円 馬単： 33，909，100円 ワイド： 43，723，500円
3連複： 103，015，900円 3連単： 144，277，300円 計： 483，341，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 1，320円 � 290円 枠 連（5－7） 9，040円

馬 連 �� 16，690円 馬 単 �� 22，800円

ワ イ ド �� 4，190円 �� 690円 �� 10，280円

3 連 複 ��� 47，860円 3 連 単 ��� 228，380円

票 数

単勝票数 計 336668 的中 � 85561（2番人気）
複勝票数 計 395037 的中 � 75813（2番人気）� 6002（9番人気）� 34102（4番人気）
枠連票数 計 162632 的中 （5－7） 1394（18番人気）
馬連票数 計 689823 的中 �� 3203（30番人気）
馬単票数 計 339091 的中 �� 1115（46番人気）
ワイド票数 計 437235 的中 �� 2611（32番人気）�� 17376（7番人気）�� 1053（50番人気）
3連複票数 計1030159 的中 ��� 1614（85番人気）
3連単票数 計1442773 的中 ��� 458（399番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．8―12．1―12．1―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアルタイル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．12．9 中山3着

2015．4．13生 牡3栗 母 スマートアルティラ 母母 ネームヴァリュー 8戦2勝 賞金 20，070，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2803210月8日 晴 良 （30京都4）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

46 ロイヤルクルーズ 牝5黒鹿55 和田 竜二�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 468＋ 21：53．2 41．3�
69 メジャーマジック 牝3鹿 53

50 ▲西村 淳也 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 502－ 2 〃 ハナ 5．1�
813 クインアマランサス 牝4栗 55 J．モレイラ �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 ハナ 1．9�

（伯刺）

712 アスターストーリー 牝4鹿 55 幸 英明加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 456－ 41：53．52 22．6�
711� エクロジオン 牝5鹿 55 �島 克駿前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 476＋ 41：53．6クビ 29．6�
11 クリノアスコット 牝3黒鹿53 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 424－ 4 〃 クビ 30．3	
34 タガノブディーノ 牝3栗 53 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486＋ 81：53．7クビ 6．7

33 カ カ ア コ 牝4栗 55 小牧 太ニッシンレーシング 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 460－ 4 〃 アタマ 17．5�
57 � バイオレットフィズ 牝6黒鹿 55

53 △富田 暁中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 460＋ 41：53．91� 28．7�
58 メイショウケンプウ 牝5黒鹿 55

53 △森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 450－ 4 〃 クビ 99．2
610 アルマアノン 牝3青鹿53 岩田 康誠コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 452± 01：54．21	 35．1�
814 オースミハナチャン 牝5栗 55

54 ☆川又 賢治�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 504－ 41：54．73 255．0�
22 � マーブルフレンテ 牝5鹿 55 池添 謙一下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 504＋ 41：55．12
 10．5�
45 � モ ハ ー 牝4栗 55 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 490± 01：55．95 39．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，601，100円 複勝： 58，346，500円 枠連： 21，731，400円
馬連： 86，768，800円 馬単： 45，101，700円 ワイド： 62，313，200円
3連複： 130，835，700円 3連単： 174，584，500円 計： 618，282，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，130円 複 勝 � 540円 � 170円 � 110円 枠 連（4－6） 5，430円

馬 連 �� 7，370円 馬 単 �� 22，700円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，190円 �� 370円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 65，680円

票 数

単勝票数 計 386011 的中 � 7475（12番人気）
複勝票数 計 583465 的中 � 16067（12番人気）� 80005（2番人気）� 205122（1番人気）
枠連票数 計 217314 的中 （4－6） 3097（17番人気）
馬連票数 計 867688 的中 �� 9116（23番人気）
馬単票数 計 451017 的中 �� 1490（57番人気）
ワイド票数 計 623132 的中 �� 8143（22番人気）�� 12760（14番人気）�� 48723（2番人気）
3連複票数 計1308357 的中 ��� 22368（13番人気）
3連単票数 計1745845 的中 ��� 1927（208番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―13．1―12．6―12．9―12．6―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．8―49．4―1：02．3―1：14．9―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルクルーズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2015．6．13 阪神7着

2013．4．15生 牝5黒鹿 母 ロイヤルミント 母母 Cruisie 30戦2勝 賞金 26，520，000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。



2803310月8日 晴 良 （30京都4）第3日 第9競走 ��
��1，200�

ま る や ま

円 山 特 別
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

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

34 タ テ ヤ マ 牡4栗 57 松山 弘平小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 468＋ 61：11．3 3．6�
712� ヒップホップスワン 牝4栗 55 福永 祐一吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 516＋ 81：11．4	 5．4�
611� ハニージェイド 牝4黒鹿55 川田 将雅吉田 和子氏 
島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

474＋ 21：11．5	 2．0�
11 � ブロンズテーラー 牝7青鹿55 柴田 未崎中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 468＋101：11．92	 39．9�
815 スターペスマリア 牝4栗 55 太宰 啓介河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 494－ 41：12．43 43．2�
46 セパヌイール 牝3栗 53 岩田 康誠レキップモンターニュ 松元 茂樹 新ひだか 藤巻 則弘 442＋ 41：12．72 11．9�
610 ブラックジョー �5青鹿57 池添 謙一山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 472＋ 21：12．8クビ 84．6	
22 メイショウボノム 牡6鹿 57 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 478－ 2 〃 クビ 28．5

713 ラニカイシチー 牡4鹿 57 川須 栄彦 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ

ファーム 472＋ 41：12．9クビ 335．2�
58 キョウワエステル 牝5鹿 55 竹之下智昭協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 486＋ 4 〃 クビ 85．5�
35 タガノモーサン 牡5鹿 57 城戸 義政八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 500＋ 81：13．11 97．4�
23 トップライセンス 牝5青鹿55 山本 聡哉 サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B490－ 21：13．2� 97．4�

（岩手）

59 � アヴェーヌモン 牡6鹿 57 富田 暁加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice 542＋ 41：14．58 104．1�

47 アイアンクロー 牡3栗 55 岩崎 翼藤井聡一郎氏 斉藤 崇史 日高 チャンピオン
ズファーム 434＋101：14．6	 56．4�

814 ピースマーク 牡7鹿 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント B494－101：15．02	 17．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，756，900円 複勝： 58，420，700円 枠連： 22，168，600円
馬連： 103，774，000円 馬単： 52，164，800円 ワイド： 66，614，700円
3連複： 150，273，400円 3連単： 226，606，500円 計： 725，779，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 160円 � 110円 枠 連（3－7） 1，090円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 360円 �� 160円 �� 280円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 4，360円

票 数

単勝票数 計 457569 的中 � 99461（2番人気）
複勝票数 計 584207 的中 � 117810（2番人気）� 62249（3番人気）� 208298（1番人気）
枠連票数 計 221686 的中 （3－7） 15646（4番人気）
馬連票数 計1037740 的中 �� 73933（3番人気）
馬単票数 計 521648 的中 �� 19852（6番人気）
ワイド票数 計 666147 的中 �� 39626（3番人気）�� 130493（1番人気）�� 55009（2番人気）
3連複票数 計1502734 的中 ��� 196313（1番人気）
3連単票数 計2266065 的中 ��� 37629（8番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．0―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ テ ヤ マ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．19 京都1着

2014．5．3生 牡4栗 母 サンフィールド 母母 ミスティダンサー 18戦4勝 賞金 54，322，000円
〔制裁〕 ブロンズテーラー号の騎手柴田未崎は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・10番）
※出走取消馬 アグネスエーデル号（疾病〔疝痛〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トキワ号
（非抽選馬）11頭 グランティエラ号・グローリアスクロワ号・シェアード号・シャインヴィットゥ号・タマモカトレア号・トブガゴトク号・

ブライスガウ号・ボクノナオミ号・ヨドノビクトリー号・ラインフィール号・ロマンチスト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2803410月8日 晴 良 （30京都4）第3日 第10競走 ��
��1，600�

ながおかきょう

長岡京ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，29．10．7以降30．10．2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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

44 ソーグリッタリング 牡4鹿 56 J．モレイラ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480＋101：34．1 1．3�
（伯刺）

77 ロ ラ イ マ �5鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 442± 01：34．31� 4．3�
33 ド ゥ ー カ 牡5栗 54 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 492－ 4 〃 ハナ 10．2�
88 ボールライトニング 牡5栗 57 松山 弘平 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 520－ 61：35．04 11．9�
11 	 エリモジパング 牡8青鹿52 加藤 祥太山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 460＋ 2 〃 クビ 82．4	
22 キアロスクーロ �5黒鹿54 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498＋ 6 〃 アタマ 14．9

55 ワンダーピルエット 牝5鹿 52 岩崎 翼山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 504＋181：35．21� 86．3�
66 コウエイワンマン 牡7黒鹿53 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 542＋161：35．3
 82．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 53，389，300円 複勝： 130，671，300円 枠連： 発売なし
馬連： 92，221，800円 馬単： 64，643，200円 ワイド： 42，835，000円
3連複： 94，130，500円 3連単： 350，419，000円 計： 828，310，100円

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 120円 �� 190円 �� 270円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 780円

票 数

単勝票数 計 533893 的中 � 313980（1番人気）
複勝票数 計1306713 的中 � 1048721（1番人気）� 104518（2番人気）� 51134（3番人気）
馬連票数 計 922218 的中 �� 347073（1番人気）
馬単票数 計 646432 的中 �� 174203（1番人気）
ワイド票数 計 428350 的中 �� 132459（1番人気）�� 46763（2番人気）�� 28769（5番人気）
3連複票数 計 941305 的中 ��� 195431（1番人気）
3連単票数 計3504190 的中 ��� 321767（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．8―12．2―11．9―12．1―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．5―47．7―59．6―1：11．7―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソーグリッタリング 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．24 中京4着

2014．2．19生 牡4鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 15戦5勝 賞金 88，627，000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。

２レース目



2803510月8日 晴 良 （30京都4）第3日 第11競走
第53回農林水産省賞典

��
��2，400�京 都 大 賞 典（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53�4歳以上56�，牝馬
2�減，29．10．7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，29．10．6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）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 840，000円 240，000円 120，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

22 サトノダイヤモンド 牡5鹿 57 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512＋ 42：25．4 2．3�
44 レッドジェノヴァ 牝4青鹿54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 486± 02：25．5� 12．9�
55 ア ル バ ー ト 牡7栗 57 J．モレイラ林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478－ 22：25．81	 12．7�

（伯刺）

78 シュヴァルグラン 牡6栗 58 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 22：26．01 2．2�
33 ブレスジャーニー 牡4鹿 56 和田 竜二島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 458± 02：26．1	 26．1	
811 ウインテンダネス 牡5栗 57 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 504＋ 22：26．42 14．2

66 ケ ン ト オ ー 牡6黒鹿56 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 460－ 42：26．5	 194．9�
79 スマートレイアー 牝8芦 55 浜中 俊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 480＋12 〃 アタマ 14．6�
11 モンドインテロ 牡6鹿 56 松山 弘平 シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：26．6クビ 125．0�
810
 サンエイゴールド 牡5黒鹿56 山本 聡哉鈴木 雅俊氏 瀬戸 幸一 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 12：27．34 259．3�

（岩手） （岩手）

67 プラチナムバレット 牡4芦 56 幸 英明 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 478＋10 〃 クビ 37．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 237，272，300円 複勝： 248，524，600円 枠連： 75，827，900円
馬連： 633，270，600円 馬単： 339，810，900円 ワイド： 320，218，400円
3連複： 985，853，000円 3連単： 2，262，186，100円 計： 5，102，963，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 160円 � 340円 � 340円 枠 連（2－4） 1，830円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 640円 �� 600円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 5，900円 3 連 単 ��� 19，420円

票 数

単勝票数 計2372723 的中 � 824972（2番人気）
複勝票数 計2485246 的中 � 538001（2番人気）� 162524（4番人気）� 163223（3番人気）
枠連票数 計 758279 的中 （2－4） 32050（8番人気）
馬連票数 計6332706 的中 �� 283381（7番人気）
馬単票数 計3398109 的中 �� 106065（8番人気）
ワイド票数 計3202184 的中 �� 130867（8番人気）�� 142129（7番人気）�� 50800（15番人気）
3連複票数 計9858530 的中 ��� 125299（19番人気）
3連単票数 計22621861 的中 ��� 84421（56番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．7―12．7―12．8―12．3―12．2―12．6―12．0―12．1―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．0―35．7―48．4―1：01．2―1：13．5―1：25．7―1：38．3―1：50．3―2：02．4―2：13．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノダイヤモンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2015．11．8 京都1着

2013．1．30生 牡5鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 14戦8勝 賞金 865，124，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 サンエイゴールド号の騎手山本聡哉は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 パフォーマプロミス号（疾病〔感冒〕のため）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサトノダイヤモンド号は，天皇賞（秋）（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または施行団体名を表示している。

2803610月8日 晴 良 （30京都4）第3日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
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
1：20．3

重
不良

56 �	 ユメノトビラ 牝4鹿 55 J．モレイラ前田 幸治氏 橋口 慎介 米 WinStar
Farm, LLC 478＋221：24．3 2．3�

（伯刺）

68 アシャカリアン 牡4栗 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 480－ 21：25．25 2．9�
57 ショウナンアンビル 牡3栗 55 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 444＋ 81：25．62
 13．4�
812� カ ミ ノ コ 牡3青鹿55 山本 聡哉門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 456＋ 61：25．7クビ 9．6�
（岩手）

69 キタノナシラ �3鹿 55 �島 克駿北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 B480＋ 21：26．01 13．2�
813	 ヒルノケープタウン 牡4青鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 522＋ 61：26．21
 17．3	
711 コウエイユキチャン �3栗 55

53 △森 裕太朗伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 田原牧場 494－ 2 〃 ハナ 67．0

11 ナムラスパルタクス 牡4黒鹿57 長岡 禎仁奈村 信重氏 清水 久詞 日高 ナカノファーム 476± 01：26．4 26．7�
33 アントーニオ 牡3栗 55 岩田 康誠ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－121：26．5
 10．9�
22 オモイサイフ 牡4栗 57

56 ☆川又 賢治小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ
アーム 484－161：26．71� 100．3

44 ウォーターミリオン 牡5栗 57
54 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 430－ 8 〃 クビ 238．8�

710	 マラビージャ 牡3鹿 55 和田 竜二古賀 慎一氏 村山 明 新ひだか 村上牧場 448－15 〃 アタマ 64．5�
45 パワーアッシュ 牡3栗 55 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 464＋ 41：27．87 129．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 87，822，400円 複勝： 69，404，900円 枠連： 32，229，000円
馬連： 165，694，900円 馬単： 87，213，400円 ワイド： 94，120，500円
3連複： 239，363，400円 3連単： 416，766，400円 計： 1，192，614，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 120円 � 210円 枠 連（5－6） 290円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 210円 �� 660円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 4，110円

票 数

単勝票数 計 878224 的中 � 298007（1番人気）
複勝票数 計 694049 的中 � 148991（2番人気）� 186257（1番人気）� 60192（5番人気）
枠連票数 計 322290 的中 （5－6） 85692（1番人気）
馬連票数 計1656949 的中 �� 302857（1番人気）
馬単票数 計 872134 的中 �� 109329（1番人気）
ワイド票数 計 941205 的中 �� 138515（1番人気）�� 31697（8番人気）�� 56258（3番人気）
3連複票数 計2393634 的中 ��� 118226（3番人気）
3連単票数 計4167664 的中 ��� 73423（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．0―12．8―12．2―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．9―47．7―59．9―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
	
ユメノトビラ �

�
父 Bernardini �

�
母父 Gone West

2014．3．8生 牝4鹿 母 West Coast Swing 母母 Dance Swiftly 1戦1勝 賞金 7，500，000円
地方デビュー 2018．2．20 園田

〔制裁〕 ナムラスパルタクス号の調教師清水久詞は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

４レース目



（30京都4）第3日 10月8日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 151頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

308，700，000円
22，120，000円
1，990，000円
37，390，000円
1，000，000円
61，825，000円
4，753，200円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
707，743，600円
954，349，900円
233，163，100円
1，440，049，200円
801，432，800円
833，980，800円
2，123，269，700円
4，293，821，200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
計 11，387，810，300円

総入場人員 32，529名 （有料入場人員 ）
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