
2806110月20日 曇 良 （30京都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）
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
1：23．4
1：23．0

不良
重

44 ニューモニュメント 牡2鹿 55 松山 弘平前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 480＋ 61：26．0 18．0�
33 トーセンアミ 牝2黒鹿54 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 442＋ 2 〃 クビ 1．4�
55 � セイウンコービー 牡2鹿 55 小牧 太西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 518＋ 61：26．42� 12．5�
22 タキシードジャンク 牡2鹿 55 和田 竜二原 	子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 486＋ 21：27．35 37．0�
78 ビルジキール 牡2黒鹿 55

53 △富田 暁玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 478＋ 61：27．61
 14．6�
810 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± 01：27．92 142．5	
67 ハクユウフライヤー 牡2芦 55 浜中 俊 
H.Iコーポレーション 村山 明 新冠 オリエント牧場 428± 01：28．21� 17．1�
66 メイショウドウダン 牡2黒鹿55 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 428＋ 2 〃 クビ 86．8�
11 ピサノメタルシティ 牡2鹿 55 池添 謙一市川義美ホール

ディングス
 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：29．58 68．3
811 リップグロス 牝2栗 54 三浦 皇成 
ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B432＋101：29．6� 32．0�
79 シーシャープ 牡2鹿 55 幸 英明前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 21：35．3大差 5．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 28，182，700円 複勝： 125，035，900円 枠連： 8，581，500円
馬連： 45，944，100円 馬単： 32，690，400円 ワイド： 34，388，400円
3連複： 66，987，200円 3連単： 113，931，000円 計： 455，741，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 220円 � 100円 � 210円 枠 連（3－4） 920円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，390円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 24，050円

票 数

単勝票数 計 281827 的中 � 13194（6番人気）
複勝票数 計1250359 的中 � 31712（5番人気）� 1009942（1番人気）� 34089（4番人気）
枠連票数 計 85815 的中 （3－4） 7219（4番人気）
馬連票数 計 459441 的中 �� 39373（4番人気）
馬単票数 計 326904 的中 �� 7996（11番人気）
ワイド票数 計 343884 的中 �� 28669（4番人気）�� 5492（16番人気）�� 29806（3番人気）
3連複票数 計 669872 的中 ��� 25062（7番人気）
3連単票数 計1139310 的中 ��� 3434（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．3―47．5―1：00．1―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニューモニュメント �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．9．23 阪神6着

2016．4．6生 牡2鹿 母 ア ン ナ ー タ 母母 シアーリーズン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 シーシャープ号は，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。

2806210月20日 曇 良 （30京都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 （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

78 タマモメイトウ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 466－ 21：10．3 3．4�
66 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 436－ 2 〃 ハナ 2．5�
44 セデックカズマ 牡2黒鹿55 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 468－ 21：10．62 7．1�
89 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 464＋ 61：10．91� 9．0�
77 エルガナドール 牝2鹿 54 浜中 俊久保 博文氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 446－ 21：11．0� 9．3�
55 タガノプリマベーラ 牝2鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 396－ 61：11．42� 9．6	
33 バンカーズギャル 牝2栗 54 秋山真一郎永井 秀貴氏 高橋 義忠 新冠 石郷岡 雅樹 444＋ 61：11．5� 60．6

22 ケンブリッジウルス 牡2青鹿55 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 山口 義彦 460＋ 61：11．6クビ 55．6�
810 ウォーターベルバラ 牝2栗 54 高倉 稜山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 木村牧場 404± 01：11．81 83．8�
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11 ヤマイチダンディ 牡2鹿 55

53 △富田 暁坂本 肇氏 武 英智 むかわ 市川牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，577，100円 複勝： 34，059，700円 枠連： 7，218，100円
馬連： 35，676，800円 馬単： 20，293，800円 ワイド： 24，177，300円
3連複： 45，924，200円 3連単： 79，262，500円 計： 269，189，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 110円 � 160円 枠 連（6－7） 290円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 180円 �� 390円 �� 290円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，570円

票 数

単勝票数 計 225771 的中 � 55549（2番人気）
複勝票数 計 340597 的中 � 71494（2番人気）� 122974（1番人気）� 33848（3番人気）
枠連票数 計 72181 的中 （6－7） 19097（1番人気）
馬連票数 計 356768 的中 �� 73910（1番人気）
馬単票数 計 202938 的中 �� 20614（2番人気）
ワイド票数 計 241773 的中 �� 41650（1番人気）�� 13593（7番人気）�� 20079（3番人気）
3連複票数 計 459242 的中 ��� 47513（1番人気）
3連単票数 計 792625 的中 ��� 22337（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．6―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―45．9―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．0
3 9（6，8）（5，10）（4，7）－3－2 4 9，8，6，7（5，10，4）－3－2

勝馬の
紹 介

タマモメイトウ 
�
父 エイシンフラッシュ 

�
母父 メジロライアン デビュー 2018．8．12 小倉2着

2016．3．25生 牡2黒鹿 母 チャームアンサー 母母 アンサーミー 3戦1勝 賞金 8，550，000円
〔出走取消〕 ヤマイチダンディ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

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20日 晴 良 （30京都4）第6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

55 ブ ラ ヴ ァ ス 牡2鹿 55 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋122：02．3 1．4�
66 バラックパリンカ 牡2黒鹿55 松山 弘平 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 440－ 62：02．51� 4．2�
11 マイネルリャードフ 牡2栗 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 22：03．88 31．1�
33 アドマイヤビーナス 牝2栗 54 池添 謙一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B470－ 42：04．11� 6．1�
77 エイシンノヘキレキ 牡2鹿 55 和田 竜二�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 460－ 22：04．2� 33．8	
88 タガノファジョーロ 牡2鹿 55

53 △富田 暁八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442＋ 22：04．94 123．1


44 ヴァリアント 牡2青鹿55 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 新冠 守矢牧場 470－ 42：05．0� 13．2�

22 ハプナビーチ 牡2青 55 中井 裕二守内 満氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 420± 02：05．42� 194．2�
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売 得 金
単勝： 33，604，400円 複勝： 67，910，900円 枠連： 発売なし
馬連： 41，152，900円 馬単： 28，955，200円 ワイド： 26，947，400円
3連複： 50，101，500円 3連単： 122，064，400円 計： 370，736，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 110円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 130円 �� 410円 �� 540円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 336044 的中 � 180482（1番人気）
複勝票数 計 679109 的中 � 510125（1番人気）� 64546（2番人気）� 13724（5番人気）
馬連票数 計 411529 的中 �� 136484（1番人気）
馬単票数 計 289552 的中 �� 66850（1番人気）
ワイド票数 計 269474 的中 �� 74486（1番人気）�� 13078（6番人気）�� 9544（9番人気）
3連複票数 計 501015 的中 ��� 48741（3番人気）
3連単票数 計1220644 的中 ��� 48542（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．3―12．1―12．0―12．1―12．1―12．5―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．9―48．0―1：00．0―1：12．1―1：24．2―1：36．7―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブ ラ ヴ ァ ス 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．7．8 中京3着

2016．1．22生 牡2鹿 母 ヴィルシーナ 母母 ハルーワスウィート 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出走取消馬 ゴットパシオン号（疾病〔感冒〕のため）

2806410月20日 晴 良 （30京都4）第6日 第4競走 ��1，800�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
1：51．0
1：50．9

重
不良

78 ゴルトマイスター 牡2栗 55 三浦 皇成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 562 ―1：54．0 2．2�

811 ゴールドラグーン 牡2栗 55 古川 吉洋吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 492 ―1：54．63� 5．7�
66 エスコビージャ 牡2黒鹿55 岩田 康誠 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：56．09 4．4�
810 ヒミノブルー 牡2青鹿55 荻野 琢真佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 492 ―1：56．74 63．5�
33 バンディエラ 牡2栗 55 秋山真一郎東海林貴大氏 竹内 正洋 新冠 松本 信行 516 ―1：57．55 22．6	
79 ダンツコーラル 牡2鹿 55 小牧 太山元 哲二氏 谷 潔 新冠 新冠橋本牧場 474 ―1：58．03 83．1

55 スペシャルワン 牡2栗 55 太宰 啓介寺田千代乃氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 458 ―2：00．1大差 8．9�
22 ヤマカツマッハ 牡2黒鹿55 松山 弘平山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 506 ―2：00．42 27．0�
44 クリノドドンパ 牝2栗 54

52 △富田 暁栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 坂本牧場 488 ―2：00．71� 141．7
11 タイセイスマーティ 牡2鹿 55 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 千代田牧場 514 ―2：01．33� 12．5�
67 モクレンノツボミ 牝2黒鹿54 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 512 ―2：04．0大差 25．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，623，700円 複勝： 22，248，300円 枠連： 7，736，200円
馬連： 35，341，400円 馬単： 18，340，600円 ワイド： 22，269，600円
3連複： 45，800，100円 3連単： 60，669，200円 計： 236，029，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 150円 � 130円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 260円 �� 210円 �� 390円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 3，130円

票 数

単勝票数 計 236237 的中 � 88169（1番人気）
複勝票数 計 222483 的中 � 56978（1番人気）� 33368（3番人気）� 41716（2番人気）
枠連票数 計 77362 的中 （7－8） 10531（2番人気）
馬連票数 計 353414 的中 �� 44186（2番人気）
馬単票数 計 183406 的中 �� 13985（2番人気）
ワイド票数 計 222696 的中 �� 22175（2番人気）�� 29981（1番人気）�� 12652（4番人気）
3連複票数 計 458001 的中 ��� 44503（1番人気）
3連単票数 計 606692 的中 ��� 14029（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．3―13．1―12．7―12．9―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．5―50．6―1：03．3―1：16．2―1：28．8―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴルトマイスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2016．2．18生 牡2栗 母 ナスケンアイリス 母母 オブザーヴァント 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スペシャルワン号・ヤマカツマッハ号・クリノドドンパ号・タイセイスマーティ号・モクレンノツボミ号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月20日まで平地競走に出走できな
い。

※クリノドドンパ号・ゴルトマイスター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2806510月20日 晴 良 （30京都4）第6日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25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

817 キセキノカガヤキ 牝2黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太ライオンレースホース� 小崎 憲 洞�湖 レイクヴィラファーム 428 ―1：22．7 232．1�

510 テ ィ レ ニ ア 牝2栗 54 浜中 俊 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 428 ― 〃 アタマ 8．3�
11 ブランノワール 牝2鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 ハナ 2．8�
59 ハ ニ エ ル 牝2鹿 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414 ―1：22．91 6．5�
713 エメラルドスピアー 牝2黒鹿54 国分 優作 �社台レースホース西浦 勝一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ― 〃 ハナ 23．5	
714 メイショウオウギ 牝2芦 54 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 420 ―1：23．11� 53．1

816 ロ ナ 牝2黒鹿54 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464 ―1：23．2� 4．0�
12 エールドール 牝2栗 54 和田 竜二長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 442 ―1：23．52 7．8
48 トウケイストーム 牝2栗 54 国分 恭介木村 信彦氏 池添 兼雄 新冠 村上牧場 446 ―1：24．13� 93．8�
818 ケ ア ナ エ 牝2黒鹿54 高倉 稜守内 満氏 西橋 豊治 浦河 栄進牧場 450 ―1：24．41� 77．4�
612 プ ロ ポ ー ズ 牝2青鹿54 高田 潤前田 亘輝氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 424 ―1：24．61� 171．3�
24 アドマイヤコメット 牝2黒鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 450 ― 〃 クビ 13．2�
36 サウンドウイング 牝2栗 54 古川 吉洋増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 飛渡牧場 408 ― 〃 アタマ 328．1�
715 ハクユウセンター 牝2栗 54

52 △富田 暁 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 むかわ 上水牧場 472 ―1：24．81 204．5�
611 サーチュイン 牝2芦 54 太宰 啓介加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 474 ―1：25．43� 298．6�
47 ビ ー ジ ー ナ 牝2鹿 54 水口 優也馬場 祥晃氏 牧田 和弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ―1：26．03� 342．0�
23 キングイチヒメ 牝2鹿 54 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 482 ―1：27．610 138．5�
35 アイファーグロー 牝2芦 54

51 ▲服部 寿希中島 稔氏 森 秀行 新ひだか 原 則夫 460 ―1：31．0大差 212．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，517，500円 複勝： 29，382，300円 枠連： 16，002，600円
馬連： 47，163，000円 馬単： 21，390，400円 ワイド： 29，236，600円
3連複： 62，184，200円 3連単： 71，585，600円 計： 302，462，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 23，210円 複 勝 � 3，830円 � 300円 � 150円 枠 連（5－8） 700円

馬 連 �� 121，030円 馬 単 �� 401，070円

ワ イ ド �� 18，180円 �� 9，280円 �� 570円

3 連 複 ��� 90，030円 3 連 単 ��� 1，729，980円

票 数

単勝票数 計 255175 的中 � 934（15番人気）
複勝票数 計 293823 的中 � 1423（14番人気）� 24221（6番人気）� 67747（1番人気）
枠連票数 計 160026 的中 （5－8） 17562（3番人気）
馬連票数 計 471630 的中 �� 302（83番人気）
馬単票数 計 213904 的中 �� 40（197番人気）
ワイド票数 計 292366 的中 �� 395（77番人気）�� 777（46番人気）�� 14272（5番人気）
3連複票数 計 621842 的中 ��� 518（133番人気）
3連単票数 計 715856 的中 ��� 30（1360番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―47．0―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キセキノカガヤキ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2016．4．25生 牝2黒鹿 母 マチカネセキガハラ 母母 マチカネチコウヨレ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーグロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月20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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エイシンポジション号・チャンスウィルカム号・メイショウクサブエ号

2806610月20日 晴 良 （30京都4）第6日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時55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
1：23．4
1：23．0

不良
重

66 グルーヴィット 牡2鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492 ―1：26．2 2．3�
67 キョウワドリヴン 牡2栗 55 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 482 ―1：27．15 4．5�
22 メイショウランセツ 牡2栗 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 川越ファーム 446 ―1：27．52� 39．2�
33 シンゼンマックス 牡2栗 55 三浦 皇成原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 480 ― 〃 クビ 3．1�
55 イチバンヤリ 牡2黒鹿 55

53 △富田 暁岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 488 ―1：28．35 76．9�
79 トウケイダヴィンチ 牝2栗 54 藤懸 貴志木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか 坂本 智広 458 ―1：28．51� 56．5	
44 ブラボーフェスタ 牡2栗 55 幸 英明杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 490 ―1：28．6� 21．9

11 レッドアルビオン 牡2黒鹿55 四位 洋文 �東京ホースレーシング 昆 貢 日高 下河辺牧場 522 ―1：29．34 13．6�
78 クリノクルミチャン 牝2芦 54 松山 弘平栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 480 ―1：29．4クビ 90．4
811 スペースコロニー 牡2栗 55 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 440 ―1：29．93 24．3�
810 テイエムヒットバセ 牡2青 55 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 408 ―1：32．2大差 153．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，763，100円 複勝： 19，663，400円 枠連： 9，128，500円
馬連： 35，185，300円 馬単： 18，858，200円 ワイド： 21，922，200円
3連複： 46，935，800円 3連単： 70，822，200円 計： 247，278，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 380円 枠 連（6－6） 510円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，180円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 12，700円

票 数

単勝票数 計 247631 的中 � 86961（1番人気）
複勝票数 計 196634 的中 � 57923（1番人気）� 37929（3番人気）� 8207（7番人気）
枠連票数 計 91285 的中 （6－6） 13866（2番人気）
馬連票数 計 351853 的中 �� 52164（2番人気）
馬単票数 計 188582 的中 �� 16219（3番人気）
ワイド票数 計 219222 的中 �� 30958（2番人気）�� 4192（15番人気）�� 4470（14番人気）
3連複票数 計 469358 的中 ��� 7982（13番人気）
3連単票数 計 708222 的中 ��� 4041（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．2―47．4―1：00．1―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．8
3 4－（11，3）－（6，2）7，5－（9，8）＝10－1 4 4，3（11，6）2，7－5（9，8）＝10－1

勝馬の
紹 介

グルーヴィット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2016．4．5生 牡2鹿 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 シンゼンマックス号の騎手秋山真一郎は，下見所での落馬負傷のため三浦皇成に変更。



2806710月20日 晴 良 （30京都4）第6日 第7競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

66 ワンダーウマス 牡4鹿 57 岩田 康誠山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 490＋ 21：52．7 2．9�
55 カ レ ン カ カ 牡4芦 57 三浦 皇成鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 494－ 4 〃 アタマ 4．0�
11 ネオテスタメント 牡3青鹿 55

54 ☆加藤 祥太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 日の出牧場 444－ 41：52．8� 3．1�
22 キクノウェスター 牡3鹿 55 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 矢野牧場 492－ 21：53．33 4．7�
44 アサケハーツ 牡4栗 57 幸 英明大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 462＋ 21：54．36 114．8�
88 アグネススターダム 牡5栗 57 和田 竜二渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 466＋ 61：54．4� 10．4�
33 クリノアントニヌス 牡4栗 57 �島 良太栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 530＋ 21：54．61 48．0	
77 コウエイユキチャン �3栗 55 小林 徹弥伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 田原牧場 500＋ 61：56．19 83．5


（8頭）

売 得 金
単勝： 25，577，500円 複勝： 20，677，200円 枠連： 発売なし
馬連： 43，837，500円 馬単： 23，673，300円 ワイド： 22，325，100円
3連複： 46，214，000円 3連単： 99，211，100円 計： 281，515，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 160円 �� 180円 �� 280円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，750円

票 数

単勝票数 計 255775 的中 � 69696（1番人気）
複勝票数 計 206772 的中 � 67651（1番人気）� 49032（2番人気）� 28784（4番人気）
馬連票数 計 438375 的中 �� 81309（1番人気）
馬単票数 計 236733 的中 �� 23938（1番人気）
ワイド票数 計 223251 的中 �� 40105（1番人気）�� 31558（2番人気）�� 16818（5番人気）
3連複票数 計 462140 的中 ��� 80152（1番人気）
3連単票数 計 992111 的中 ��� 40874（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．7―12．6―12．7―12．5―12．7―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．5―49．1―1：01．8―1：14．3―1：27．0―1：39．9

コーナー
通過順位

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

2
4
1，2，8，6，5，4，3，7
1（2，8）5，6（3，4）－7

勝馬の
紹 介

ワンダーウマス �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．8．14 新潟5着

2014．5．24生 牡4鹿 母 コーブライミー 母母 イノセントラジー 17戦3勝 賞金 33，450，000円
〔発走状況〕 コウエイユキチャン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

2806810月20日 晴 良 （30京都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

66 プティットクルール 牝4黒鹿55 田中 健首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 444－ 22：14．8 21．8�
33 スマートレイブン 牡3鹿 54 藤岡 佑介大川 徹氏 池江 泰寿 新ひだか 静内山田牧場 466＋ 62：14．9� 6．1�
810 ナ ム ラ マ ル 牡4鹿 57 太宰 啓介奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 510－ 22：15．11� 6．3�
79 アドマイヤデジタル 牡3青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458＋122：15．2� 2．9�
55 ブライトムーン 牝4黒鹿55 和田 竜二�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436＋ 62：15．41 2．8�
67 モンファロン 牡3黒鹿54 松山 弘平杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 470＋102：15．5� 33．9	
11 エリンズロマーネ 牝3栗 52 浜中 俊吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 アタマ 10．8

44 バ リ エ ン テ 牡3黒鹿54 幸 英明畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 444－ 22：15．82 105．8�
22 	 ギ ャ ツ ビ ー 牡5栗 57

55 △富田 暁 �CHEVAL AT-
TACHE 
島 一歩 浦河 村下 明博 456＋ 22：15．9クビ 116．8�

811 エンドゲーム 牡4鹿 57 中井 裕二ゴドルフィン 安田 隆行 新冠 パカパカ
ファーム 486＋ 62：16．21� 59．3

78 タガノシャルドネ 牡4鹿 57 古川 吉洋八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448＋ 42：16．41� 26．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，985，100円 複勝： 32，274，100円 枠連： 12，348，100円
馬連： 57，886，800円 馬単： 27，851，100円 ワイド： 35，206，700円
3連複： 74，296，100円 3連単： 111，338，100円 計： 380，186，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 460円 � 220円 � 200円 枠 連（3－6） 3，530円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 11，790円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，750円 �� 850円

3 連 複 ��� 12，960円 3 連 単 ��� 91，200円

票 数

単勝票数 計 289851 的中 � 10623（6番人気）
複勝票数 計 322741 的中 � 15353（6番人気）� 40958（4番人気）� 46490（3番人気）
枠連票数 計 123481 的中 （3－6） 2705（13番人気）
馬連票数 計 578868 的中 �� 7303（18番人気）
馬単票数 計 278511 的中 �� 1771（35番人気）
ワイド票数 計 352067 的中 �� 5740（17番人気）�� 5096（19番人気）�� 11021（10番人気）
3連複票数 計 742961 的中 ��� 4299（37番人気）
3連単票数 計1113381 的中 ��� 885（233番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．5―12．5―12．6―12．6―12．8―12．8―12．7―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―23．3―35．8―48．3―1：00．9―1：13．5―1：26．3―1：39．1―1：51．8―2：03．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．7
1
3
11－10－（2，6）1，9（5，3）－（4，7）－8
11，10－（2，6）（5，1）9，4，3（8，7）

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

勝馬の
紹 介

プティットクルール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2016．7．17 函館6着

2014．3．9生 牝4黒鹿 母 ロ ー リ エ 母母 ナカミシュンラン 22戦3勝 賞金 26，828，000円
〔騎手変更〕 ナムラマル号の騎手秋山真一郎は，第6競走における下見所での落馬負傷のため太宰啓介に変更。



2806910月20日 晴 良 （30京都4）第6日 第9競走 ��
��1，200�

み ぶ

壬 生 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，29．10．21以降30．10．14まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

510 ニシノキントウン 牡3黒鹿53 池添 謙一西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 454＋ 41：09．3 18．6�
59 イサチルホープ 牡6栗 55 国分 恭介小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 478＋ 61：09．4� 19．1�
12 ブレッシングテレサ 牝5青鹿53 藤岡 佑介 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：09．5� 6．9�
48 メイショウカリン 牝4鹿 55 浜中 俊松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 486± 0 〃 アタマ 5．8�
715 エンゲルヘン 牝4栗 55 国分 優作 �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 468＋ 4 〃 ハナ 5．1	
714 ブ リ ク ス ト 牡6黒鹿55 四位 洋文 �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム B494± 0 〃 クビ 108．5

713 パルティトゥーラ 牝4黒鹿55 三浦 皇成 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 ハナ 49．9�
816 イエローマリンバ 牝3青鹿51 高倉 稜松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 440± 01：09．6クビ 5．0�
817 アドマイヤデライト 牡5黒鹿55 松山 弘平近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 536＋ 41：09．7� 29．2
23 ペ ス カ ネ ラ 牝4黒鹿54 中井 裕二山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 448＋ 21：09．8クビ 17．3�
36 ウォーターラボ 牝6青鹿53 古川 吉洋山岡 良一氏 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム 466± 01：09．9� 32．0�
35 ロイヤルメジャー 牝4鹿 55 岩田 康誠本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 460＋ 4 〃 アタマ 11．4�
11 スパイチャクラ 牝5黒鹿52 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 458－ 6 〃 クビ 15．4�
818
 ゴーフォワード �5鹿 53 田中 健前田 剛氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 61：10．0クビ 348．2�
611
 ハ イ ブ ロ グ 牡4鹿 53 小牧 太服部 新平氏 森 秀行 浦河 �川フアーム 538＋ 3 〃 クビ 256．1�
612 ト ン ボ イ 牝3栗 51 加藤 祥太幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 430＋ 81：10．1クビ 22．1�
24 ニシノラディアント 牡5鹿 56 太宰 啓介西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 488＋121：10．2� 50．4�
47 グランシェリー 牝7芦 53 和田 竜二間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 528＋ 41：10．73 16．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，168，200円 複勝： 55，370，600円 枠連： 28，267，400円
馬連： 94，970，800円 馬単： 34，355，300円 ワイド： 63，491，400円
3連複： 146，432，900円 3連単： 154，802，300円 計： 611，858，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 500円 � 600円 � 250円 枠 連（5－5） 14，260円

馬 連 �� 16，020円 馬 単 �� 28，850円

ワ イ ド �� 4，680円 �� 2，420円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 41，160円 3 連 単 ��� 292，260円

票 数

単勝票数 計 341682 的中 � 14648（9番人気）
複勝票数 計 553706 的中 � 27238（6番人気）� 22139（11番人気）� 67999（3番人気）
枠連票数 計 282674 的中 （5－5） 1536（33番人気）
馬連票数 計 949708 的中 �� 4594（60番人気）
馬単票数 計 343553 的中 �� 893（116番人気）
ワイド票数 計 634914 的中 �� 3458（64番人気）�� 6786（35番人気）�� 7572（27番人気）
3連複票数 計1464329 的中 ��� 2668（171番人気）
3連単票数 計1548023 的中 ��� 384（1125番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―11．6―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノキントウン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．10．15 京都3着

2015．3．27生 牡3黒鹿 母 ニシノモレッタ 母母 ミストラスト 11戦3勝 賞金 36，100，000円
〔騎手変更〕 ペスカネラ号の騎手秋山真一郎は，第6競走における下見所での落馬負傷のため中井裕二に変更。

2807010月20日 晴 良 （30京都4）第6日 第10競走 ��
��1，800�トルマリンステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，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
53�4歳以上55�

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
1：43．9
1：43．9

良
良

66 ディメンシオン 牝4鹿 55 浜中 俊広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 458＋101：46．4 1．9�
55 ブラックスビーチ 牝4鹿 55 藤岡 佑介山本 英俊氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 466＋101：46．71� 8．5�
33 アッフィラート 牝5鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 81：46．8	 6．3�
89 ヴゼットジョリー 牝4黒鹿55 和田 竜二 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 474＋101：47．22	 9．3�
11 クリノラホール 牝5芦 55 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 460＋101：47．52 6．7	
77 エ マ ノ ン 牝5黒鹿55 松山 弘平丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 494± 01：47．71
 6．6

88 ワンダーピルエット 牝5鹿 55 藤懸 貴志山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 496－ 8 〃 アタマ 201．1�
44 プレミオテーラー 牝6黒鹿55 太宰 啓介中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 492＋ 21：48．12	 22．4�
22 ライジングリーズン 牝4青鹿55 池添 謙一岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 488＋ 41：48．52	 50．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，916，400円 複勝： 43，675，600円 枠連： 13，923，900円
馬連： 85，534，300円 馬単： 41，806，000円 ワイド： 46，143，500円
3連複： 94，434，000円 3連単： 181，040，000円 計： 549，473，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 � 140円 枠 連（5－6） 630円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 310円 �� 240円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 2，800円

票 数

単勝票数 計 429164 的中 � 172178（1番人気）
複勝票数 計 436756 的中 � 114172（1番人気）� 51940（5番人気）� 80168（2番人気）
枠連票数 計 139239 的中 （5－6） 16934（2番人気）
馬連票数 計 855343 的中 �� 92837（2番人気）
馬単票数 計 418060 的中 �� 31236（3番人気）
ワイド票数 計 461435 的中 �� 38429（4番人気）�� 54594（1番人気）�� 18429（9番人気）
3連複票数 計 944340 的中 ��� 67902（1番人気）
3連単票数 計1810400 的中 ��� 46848（1番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．4―11．4―11．9―12．3―12．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―34．8―46．2―58．1―1：10．4―1：23．0―1：34．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディメンシオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Montjeu デビュー 2017．3．11 阪神2着

2014．2．9生 牝4鹿 母 ミスペンバリー 母母 Stitching 9戦5勝 賞金 63，303，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2807110月20日 晴 良 （30京都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，29．10．21以降30．10．14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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

510� オールドベイリー 牡4黒鹿54 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 米 Elm Tree
Farm, LLC 468－ 81：10．5 6．3�

713 ヴェンジェンス 牡5栗 54 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 486＋ 21：10．71� 6．4�
612 スマートアヴァロン 牡6黒鹿57 和田 竜二大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 516＋ 41：10．91� 9．8�
48 キングズガード 牡7鹿 58 藤岡 佑介�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 472＋ 2 〃 ハナ 8．9�
11 ア ー ド ラ ー 牡4鹿 55 古川 吉洋吉澤 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 478＋ 81：11．0	 9．7�
35 ブルミラコロ 牡6鹿 56 岩田 康誠髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 516± 01：11．1	 4．2	
47 ゴールドクイーン 牝3栗 51 富田 暁加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 浦河土肥牧場 462－ 4 〃 ハナ 12．9

714 サトノファンタシー 牡5鹿 56 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 490＋ 61：11．2クビ 30．3�
816 コウエイエンブレム 牡5栗 57．5 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 530± 0 〃 クビ 8．1
36 ショコラブラン 牡6芦 56 田中 健 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム B478＋ 41：11．3
 105．1�
12 バ イ ラ 牡3鹿 53 太宰 啓介杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 500－ 81：11．51 65．5�
815 キタサンサジン 牡6栗 56 小牧 太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 542＋ 81：11．71� 95．3�
59 ドライヴナイト 牡5黒鹿56 浜中 俊桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 522＋ 9 〃 アタマ 31．7�
23 ブライトライン 牡9青 57．5 高倉 稜�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 532＋ 41：11．9	 138．5�
611� ベストマッチョ �5黒鹿56 三浦 皇成馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

B474－101：12．11
 23．0�
24 � ナンチンノン 牡7栗 57 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 540－ 21：12．84 28．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 65，956，700円 複勝： 107，199，200円 枠連： 56，293，900円
馬連： 252，190，200円 馬単： 84，439，400円 ワイド： 134，460，700円
3連複： 389，214，200円 3連単： 434，600，900円 計： 1，524，355，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 240円 � 220円 枠 連（5－7） 1，700円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，110円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 38，050円

票 数

単勝票数 計 659567 的中 � 83453（2番人気）
複勝票数 計1071992 的中 � 122035（3番人気）� 113285（4番人気）� 128479（2番人気）
枠連票数 計 562939 的中 （5－7） 25572（7番人気）
馬連票数 計2521902 的中 �� 77179（7番人気）
馬単票数 計 844394 的中 �� 11928（15番人気）
ワイド票数 計1344607 的中 �� 33524（8番人気）�� 30991（10番人気）�� 29486（14番人気）
3連複票数 計3892142 的中 ��� 40944（19番人気）
3連単票数 計4346009 的中 ��� 8280（102番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．6―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．0―45．6―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．5
3 4，7，11（9，15）10（5，16，13）（6，14）3－1，12（8，2） 4 4，7，11（9，15，13）10，5（6，16，14）3－（8，1）12，2

勝馬の
紹 介

�オールドベイリー �
�
父 To Honor and Serve �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2016．11．6 東京1着

2014．4．6生 牡4黒鹿 母 Passion Du Coeur 母母 Arianna’s Passion 13戦6勝 賞金 90，036，000円
〔騎手変更〕 ブルミラコロ号の騎手秋山真一郎は，第6競走における下見所での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 サングラス号・タイセイプライド号・ブライトアイディア号・プロトコル号・ベック号・マッチレスヒーロー号・

メイショウヒサカタ号・メイショウワダイコ号・ラテンロック号・ワンダーヴィーヴァ号

2807210月20日 晴 良 （30京都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

45 エジステンツァ 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B480－ 41：52．5 10．5�

44 スズカガルチ 牡4栗 57 国分 優作永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B520＋ 21：52．82 6．3�
68 � ヘヴントゥナイト 牡4芦 57 浜中 俊 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 482＋ 21：53．22� 2．0�
813 クリノライメイ 牡4青鹿 57

55 △富田 暁栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 512＋ 81：53．41� 69．6�
22 アームズレングス 牝5鹿 55 岩田 康誠諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496－ 4 〃 クビ 6．9�
711 ルドルフィーナ 牡5青鹿57 藤懸 貴志 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 488＋ 61：53．71	 17．3

57 カタヨクノテンシ 牡5鹿 57 中井 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B486－ 8 〃 アタマ 172．0�
69 デルマカルヴァドス 牡3鹿 55

54 ☆加藤 祥太浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 488＋ 41：54．01	 69．0�
812 コンプリートベスト 牝4鹿 55 太宰 啓介吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B472＋ 41：54．32 90．6
710 イェドプリオル 牡6青鹿57 幸 英明	ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 524＋ 41：54．62 68．8�
33 タ イ ユ ー ル 牡6芦 57 三浦 皇成前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B500－ 41：54．81 30．7�
56 ザ ク イ ー ン 牝4黒鹿55 和田 竜二	NICKS 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 484－ 41：55．01 6．1�
11 ショウボート 牡6栗 57 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482－ 41：55．42� 22．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，506，200円 複勝： 82，953，500円 枠連： 25，593，700円
馬連： 114，526，400円 馬単： 52，658，800円 ワイド： 63，937，700円
3連複： 151，206，600円 3連単： 224，780，100円 計： 760，163，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 200円 � 160円 � 110円 枠 連（4－4） 3，910円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 8，190円

ワ イ ド �� 740円 �� 340円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 18，960円

票 数

単勝票数 計 445062 的中 � 33624（5番人気）
複勝票数 計 829535 的中 � 61232（5番人気）� 86404（3番人気）� 401063（1番人気）
枠連票数 計 255937 的中 （4－4） 5071（12番人気）
馬連票数 計1145264 的中 �� 26795（10番人気）
馬単票数 計 526588 的中 �� 4821（25番人気）
ワイド票数 計 639377 的中 �� 19638（8番人気）�� 49398（4番人気）�� 60277（2番人気）
3連複票数 計1512066 的中 ��� 87054（3番人気）
3連単票数 計2247801 的中 ��� 8594（59番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．6―13．0―12．7―12．6―12．4―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．3―50．3―1：03．0―1：15．6―1：28．0―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

エジステンツァ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．24 中京8着

2014．1．6生 牡4鹿 母 リトルアマポーラ 母母 リトルハーモニー 21戦4勝 賞金 37，869，000円
〔騎手変更〕 デルマカルヴァドス号の騎手秋山真一郎は，第6競走における下見所での落馬負傷のため加藤祥太に変更。
※アームズレングス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（30京都4）第6日 10月20日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 143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

222，320，000円
2，570，000円
22，980，000円
1，430，000円
23，610，000円
59，829，500円
3，718，000円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
400，378，600円
640，450，700円
185，093，900円
889，409，500円
405，312，500円
524，506，600円
1，219，730，800円
1，724，107，400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 5，988，990，000円

総入場人員 18，495名 （有料入場人員 17，263名）
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