
2809710月29日 雨 重 （29京都4）第9日 第1競走 ��1，400�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
1：23．4
1：23．0

不良
重

44 メイショウオーパス 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 496＋ 41：26．0 1．7�
66 コ ラ ー ド 牡2芦 55 高倉 稜名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 490＋ 61：26．42� 20．5�
22 スカイルーク 牡2鹿 55 藤岡 康太菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 460＋ 81：26．71� 13．9�
11 ダンツタイヨウ 牡2黒鹿55 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 61：26．8� 5．4�
79 スズカビレッジ 牡2栗 55 国分 恭介永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 442－ 61：27．33 55．0�
78 ノーボーダー 牡2栗 55 浜中 俊林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 474＋ 41：27．51� 4．2	
811 モスアゲート 牝2鹿 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 杵臼牧場 422－ 21：27．92� 56．8�
33 カネコメハナコヨ 牝2芦 54

52 △森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 村上牧場 460－ 21：28．32� 107．1�
67 ジュンホープ 牡2青 55

52 ▲三津谷隼人河合 純二氏 畠山 吉宏 新ひだか 水上 習孝 402－ 41：29．36 128．9
55 クリノユメジ 牡2栗 55 水口 優也栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 山際 辰夫 426－ 41：30．04 77．7�
810 ドンナマニーフィカ 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極加藤 徹氏 荒川 義之 新冠 大栄牧場 460－ 61：30．63� 91．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，289，200円 複勝： 36，518，700円 枠連： 7，466，300円
馬連： 38，524，300円 馬単： 24，850，000円 ワイド： 20，789，300円
3連複： 53，399，900円 3連単： 101，758，500円 計： 304，596，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 290円 � 200円 枠 連（4－6） 1，550円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 550円 �� 340円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 8，590円

票 数

単勝票数 計 212892 的中 � 102100（1番人気）
複勝票数 計 365187 的中 � 236795（1番人気）� 12119（5番人気）� 20514（4番人気）
枠連票数 計 74663 的中 （4－6） 3717（5番人気）
馬連票数 計 385243 的中 �� 18795（5番人気）
馬単票数 計 248500 的中 �� 10339（8番人気）
ワイド票数 計 207893 的中 �� 9587（7番人気）�� 17388（4番人気）�� 3861（10番人気）
3連複票数 計 533999 的中 ��� 17110（7番人気）
3連単票数 計1017585 的中 ��� 8586（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．9―47．2―1：00．0―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオーパス �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．7．8 中京8着

2015．3．22生 牡2黒鹿 母 マンハッタンミート 母母 ダノンエトランゼル 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 クリノユメジ号の騎手水口優也は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

2809810月29日 雨 重 （29京都4）第9日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：11．0
1：10．2

重
不良

79 タガノヒバナ 牡2栗 55 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476＋ 21：12．5 1．8�

68 メイショウダブル 牡2黒鹿 55
54 ☆荻野 極松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 482± 01：12．81� 8．8�

55 タガノアルタイル 牡2鹿 55 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470＋ 81：13．22� 47．6�

11 キッチンウイッチ 牝2栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 440± 01：13．62� 10．7�
22 メイショウアキツ 牡2黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 456－ 21：13．7� 16．6�
56 クリノマンチェスー 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 白井牧場 408－ 61：14．01� 100．4�
811 ワールドカフェ 牡2栗 55 四位 洋文寺田千代乃氏 斉藤 崇史 新ひだか 矢野牧場 512＋121：14．1� 6．4	
33 ターキッシュバン 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 折手牧場 420－ 61：14．2� 22．3

710 プリンセスブーケ 牝2栗 54 松山 弘平竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 竹原 孝昭 454＋141：14．3� 7．5�
67 コンヴィーヴォ 牝2栗 54 藤懸 貴志永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 430± 01：14．62 137．8�
812 ジャスパームーン 牡2鹿 55 松若 風馬加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 浜口牧場 420－ 21：15．87 93．3
44 クロヅルストーリー 牝2黒鹿54 川須 栄彦杉浦 和也氏 作田 誠二 宮崎 田上 勝雄 432＋ 6 〃 ハナ 182．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，102，600円 複勝： 20，960，500円 枠連： 7，656，200円
馬連： 36，486，700円 馬単： 18，346，300円 ワイド： 19，815，900円
3連複： 48，859，700円 3連単： 69，448，000円 計： 239，675，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 580円 枠 連（6－7） 490円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，200円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 12，920円

票 数

単勝票数 計 181026 的中 � 81066（1番人気）
複勝票数 計 209605 的中 � 90852（1番人気）� 23611（2番人気）� 4750（8番人気）
枠連票数 計 76562 的中 （6－7） 11899（1番人気）
馬連票数 計 364867 的中 �� 41344（1番人気）
馬単票数 計 183463 的中 �� 14590（1番人気）
ワイド票数 計 198159 的中 �� 20749（1番人気）�� 3913（16番人気）�� 2054（25番人気）
3連複票数 計 488597 的中 ��� 7418（17番人気）
3連単票数 計 694480 的中 ��� 3896（41番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．2―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．3―47．5―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノヒバナ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 Smart Strike デビュー 2017．8．27 新潟2着

2015．2．24生 牡2栗 母 シャイニンバイパー 母母 Shinin’ Ruby 3戦1勝 賞金 8，550，000円

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９日



2809910月29日 雨 重 （29京都4）第9日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時50分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

33 バトルガラクシア 牝2鹿 54
53 ☆荻野 極宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 476－ 41：52．6 9．4�

56 メイショウハニー 牝2黒鹿 54
52 △森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 422± 0 〃 クビ 22．8�

44 フリーダムソート 牡2栗 55 国分 恭介西森 鶴氏 西村 真幸 様似 清水スタッド 446＋ 21：52．7� 26．9�
55 ウインエスキース 牝2栗 54 松若 風馬�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 446＋ 21：52．9� 13．9�
11 アリイタヤス 牡2鹿 55 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 492＋ 61：53．21� 23．6�
67 ド ゥ リ ト ル 牡2黒鹿55 柴田 大知大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋ 21：53．51� 14．7	
710 セイウンフォーカス 牡2鹿 55 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 468＋141：54．13� 11．2

812 タマモキンバリー 牡2黒鹿55 �島 良太タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 428＋ 21：54．73� 70．4�
68 ワイルドアクター 牡2鹿 55 川須 栄彦小川 勲氏 作田 誠二 むかわ 上水牧場 432－ 61：55．23 112．8�
79 クロンプリンツ 牡2青鹿55 藤岡 康太 社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 452－ 41：55．41� 52．0�
22 イダエンペラー 牡2青鹿55 浜中 俊張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486－101：55．61� 2．4�
811 ジュンエスポワール 牡2黒鹿55 北村 友一河合 純二氏 森 秀行 浦河 杵臼牧場 482＋261：56．02� 3．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，822，200円 複勝： 28，939，300円 枠連： 11，093，000円
馬連： 47，414，800円 馬単： 24，000，000円 ワイド： 30，259，500円
3連複： 64，001，500円 3連単： 83，276，600円 計： 312，806，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 270円 � 470円 � 540円 枠 連（3－5） 3，050円

馬 連 �� 8，700円 馬 単 �� 17，090円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 1，580円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 33，100円 3 連 単 ��� 227，830円

票 数

単勝票数 計 238222 的中 � 21310（3番人気）
複勝票数 計 289393 的中 � 31173（3番人気）� 15548（7番人気）� 13242（9番人気）
枠連票数 計 110930 的中 （3－5） 2811（13番人気）
馬連票数 計 474148 的中 �� 4220（28番人気）
馬単票数 計 240000 的中 �� 1053（52番人気）
ワイド票数 計 302595 的中 �� 3596（24番人気）�� 5021（20番人気）�� 1924（40番人気）
3連複票数 計 640015 的中 ��� 1450（91番人気）
3連単票数 計 832766 的中 ��� 265（533番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．1―12．5―12．9―12．9―12．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．5―49．0―1：01．9―1：14．8―1：27．7―1：40．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルガラクシア �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2017．8．20 新潟9着

2015．2．20生 牝2鹿 母 ライジングフラッグ 母母 チームカラーズ 4戦1勝 賞金 5，750，000円

2810010月29日 雨 不良 （29京都4）第9日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時20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
1：51．3
1：50．9

重
不良

813 マ リ オ 牡2鹿 55 古川 吉洋サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 486 ―1：53．9 19．8�
814 マ ン ナ ム 牡2鹿 55 幸 英明永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 490 ―1：54．11� 18．8�
69 トランシャン 牡2黒鹿55 国分 恭介奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 前田ファーム 516 ―1：54．2クビ 32．7�
11 ムーヴィング 牡2鹿 55 浜中 俊西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 510 ―1：54．3� 7．7�
712 オウケンキング 牡2青鹿55 北村 友一福井 明氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 510 ― 〃 アタマ 8．9�
33 ペプチドシャプネス 牡2黒鹿55 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 日高 木村牧場 494 ―1：54．4クビ 4．4�

（ペプチドシヤプネス）

58 キングズテソーロ 牡2栗 55 国分 優作了德寺健二氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 458 ―1：54．82� 92．9	
45 チョウリアリティ 牡2鹿 55 松山 弘平丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 草薙 利昭 472 ―1：55．01� 4．9

57 スターフォース 牡2鹿 55 �島 良太橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 460 ―1：55．1� 46．6�
22 マースゴールド 牡2栗 55 藤岡 康太キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 466 ― 〃 アタマ 10．6�
34 ガ ブ リ ヨ リ 牡2栗 55 松田 大作中西 功氏 加藤 敬二 新ひだか 小河 豊水 498 ―1：55．2クビ 61．8
610 ナンヨーブルジョン 牡2芦 55

54 ☆荻野 極中村 德也氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 458 ―1：55．52 90．3�
46 クリスエステソーロ 牡2鹿 55 松若 風馬了德寺健二氏 小崎 憲 新ひだか 大滝 康晴 498 ―1：55．6� 4．8�
711 タガノブディーノ 牝2栗 54 川須 栄彦八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490 ― （競走中止） 37．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，991，800円 複勝： 31，671，200円 枠連： 14，488，000円
馬連： 43，456，800円 馬単： 20，828，200円 ワイド： 28，434，100円
3連複： 59，363，000円 3連単： 67，289，700円 計： 290，522，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 630円 � 480円 � 890円 枠 連（8－8） 8，550円

馬 連 �� 10，950円 馬 単 �� 21，390円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 6，030円 �� 5，270円

3 連 複 ��� 91，230円 3 連 単 ��� 473，640円

票 数

単勝票数 計 249918 的中 � 10652（8番人気）
複勝票数 計 316712 的中 � 13175（8番人気）� 18198（7番人気）� 9065（9番人気）
枠連票数 計 144880 的中 （8－8） 1313（25番人気）
馬連票数 計 434568 的中 �� 3075（37番人気）
馬単票数 計 208282 的中 �� 730（76番人気）
ワイド票数 計 284341 的中 �� 2660（35番人気）�� 1210（61番人気）�� 1386（53番人気）
3連複票数 計 593630 的中 ��� 488（209番人気）
3連単票数 計 672897 的中 ��� 103（1125番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．9―13．0―12．7―12．5―12．9―13．0―13．1

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
・（1，5）4，2，12（3，6）9，10，14（7，8）13＝11・（1，5）6（2，3）（4，12）9，7（13，10，8）－14＝11

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

勝馬の
紹 介

マ リ オ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 オペラハウス 初出走

2015．3．7生 牡2鹿 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 タガノブディーノ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔その他〕 チョウリアリティ号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



2810110月29日 雨 不良 （29京都4）第9日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時10分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

611 レッドサクヤ 牝2黒鹿54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 462 ―1：39．7 2．8�
816 ナ イ ス ド ゥ 牝2栗 54

52 △森 裕太朗田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 424 ―1：40．12� 58．5�
48 クリノアスコット 牝2黒鹿54 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 432 ―1：40．42 54．4�
59 コンキスタドール 牡2鹿 55 松田 大作�KTレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500 ―1：40．5� 11．5�
713 マイネルルティレ 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 428 ―1：40．6クビ 79．4�
510 フィールドドウサン 牡2黒鹿55 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 526 ― 〃 ハナ 5．9	
23 ネプチュナイト 牡2黒鹿55 藤岡 康太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468 ―1：40．7� 3．4

11 サツマノクロジョカ 牡2黒鹿55 北村 友一山下 良子氏 作田 誠二 新冠 ヤマタケ牧場 448 ―1：41．87 114．4�
24 マーティンルナ 牝2鹿 54 国分 優作大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 478 ―1：42．01� 48．1�
47 コパノメンデス 牡2栗 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 若林 順一 452 ―1：42．74 173．2
36 サンライズカイザー 牡2鹿 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 470 ―1：42．8� 65．1�
815 モズマーチャン 牡2黒鹿55 松若 風馬 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新ひだか 上村 清志 498 ―1：43．33 8．7�
612 ソルフェージュ 牡2鹿 55 四位 洋文ライオンレースホース� 小崎 憲 新ひだか タイヘイ牧場 430 ―1：43．4クビ 36．8�
12 アンサーズヒア 牡2黒鹿55 幸 英明�ノースヒルズ 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：43．93 20．5�
714 アイファーフライト 牡2青鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 静内山田牧場 480 ―1：44．0� 315．5�
35 イズジョーブラック 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 加野牧場 504 ―1：44．63� 167．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，413，600円 複勝： 28，692，900円 枠連： 13，922，700円
馬連： 47，049，200円 馬単： 23，322，600円 ワイド： 29，488，700円
3連複： 61，092，200円 3連単： 74，555，300円 計： 308，537，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 170円 � 1，030円 � 870円 枠 連（6－8） 1，080円

馬 連 �� 9，590円 馬 単 �� 12，530円

ワ イ ド �� 3，530円 �� 2，570円 �� 9，510円

3 連 複 ��� 67，770円 3 連 単 ��� 266，260円

票 数

単勝票数 計 304136 的中 � 88330（1番人気）
複勝票数 計 286929 的中 � 58231（1番人気）� 5991（12番人気）� 7221（10番人気）
枠連票数 計 139227 的中 （6－8） 9904（4番人気）
馬連票数 計 470492 的中 �� 3802（26番人気）
馬単票数 計 233226 的中 �� 1395（37番人気）
ワイド票数 計 294887 的中 �� 2161（36番人気）�� 2985（21番人気）�� 791（70番人気）
3連複票数 計 610922 的中 ��� 676（147番人気）
3連単票数 計 745553 的中 ��� 203（624番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．0―37．2―50．0―1：02．6―1：15．0―1：27．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドサクヤ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ イ ン ヒ ル 初出走

2015．2．11生 牝2黒鹿 母 サクラサクⅡ 母母 サクラフブキ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ナイスドゥ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2810210月29日 雨 不良 （29京都4）第9日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時40分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：07．8

良
良

77 ア ン ヴ ァ ル 牝2鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 61：12．1 1．9�

55 タイセイアベニール 牡2鹿 55 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 468＋101：12．63 6．0�
11 ペ ガ ッ ソ 牡2黒鹿 55

53 △森 裕太朗ちくしCLUB 谷 潔 浦河 津島 優治 482± 0 〃 クビ 18．9�
22 サ イ エ ン 牝2栗 54 松若 風馬 �二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 416＋ 61：13．13 16．8�
44 ナムラバンザイ 牡2鹿 55 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 428＋ 81：13．42 9．8�
88 ガ ゼ ボ 牡2青 55 北村 友一吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：13．6� 5．2	
66 ブラウハーツ 牡2鹿 55 秋山真一郎金山 敏也氏 鈴木 孝志 浦河 栄進牧場 438＋ 81：13．92 19．3

33 シンデレラマキ 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人岡 浩二氏 和田 正道 浦河 絵笛牧場 432－161：16．1大差 18．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 34，025，100円 複勝： 33，629，700円 枠連： 発売なし
馬連： 50，599，600円 馬単： 29，495，000円 ワイド： 27，753，300円
3連複： 57，301，400円 3連単： 126，749，600円 計： 359，553，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 300円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 260円 �� 830円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 10，150円

票 数

単勝票数 計 340251 的中 � 146122（1番人気）
複勝票数 計 336297 的中 � 153809（1番人気）� 42971（2番人気）� 14966（8番人気）
馬連票数 計 505996 的中 �� 62368（2番人気）
馬単票数 計 294950 的中 �� 24269（2番人気）
ワイド票数 計 277533 的中 �� 32380（2番人気）�� 7871（10番人気）�� 5354（21番人気）
3連複票数 計 573014 的中 ��� 14157（13番人気）
3連単票数 計1267496 的中 ��� 9051（33番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―11．8―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．9―46．7―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．2
3 ・（1，3，4）－7（2，5）－8－6 4 1，4，3（2，7）5，8＝6

勝馬の
紹 介

ア ン ヴ ァ ル �

父 ロードカナロア �


母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．20 小倉3着

2015．1．28生 牝2鹿 母 アルーリングボイス 母母 アルーリングアクト 3戦2勝 賞金 14，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンデレラマキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月29日まで平地

競走に出走できない。



2810310月29日 雨 不良 （29京都4）第9日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13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
1：47．8
1：47．8

重
重

67 クリノライメイ 牡3青鹿55 藤岡 康太栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 518＋ 21：51．7 3．7�
811� タガノジーニアス 牡4鹿 57 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506＋ 81：51．91 5．1�
810 デ フ ィ 牡3鹿 55

54 ☆荻野 極佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 510＋ 41：52．11	 9．8�
66 
 ホワイトドラゴン 牡3白 55 松山 弘平窪田 康志氏 �島 一歩 米 Patchen Wilkes

Farm, LLC 510± 01：52．2� 22．3�
22 メイショウバンカラ 牡3鹿 55 秋山真一郎松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 502＋ 8 〃 クビ 14．7�
11 サウスオブボーダー 牡4鹿 57 北村 友一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B464＋ 41：52．51� 2．3�
79 サンマルエンパイア 牡3鹿 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 466＋ 21：52．81 20．1	
78 � ジョウショーチカラ 牡5青鹿57 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 528＋ 61：52．9 41．0

55 アイファーマグオー 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 512＋ 41：53．0 277．8�
44 パイオニアシーザー 牡3黒鹿 55

53 △森 裕太朗 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 518＋201：53．1 77．5
33 ワンフォーオール �3芦 55 松若 風馬前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋161：53．84 15．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，385，100円 複勝： 35，948，900円 枠連： 15，102，700円
馬連： 62，881，100円 馬単： 30，467，700円 ワイド： 39，116，300円
3連複： 84，460，800円 3連単： 119，056，800円 計： 417，419，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 180円 � 260円 枠 連（6－8） 590円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 400円 �� 840円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 13，320円

票 数

単勝票数 計 303851 的中 � 64757（2番人気）
複勝票数 計 359489 的中 � 60937（2番人気）� 55996（3番人気）� 31117（4番人気）
枠連票数 計 151027 的中 （6－8） 19517（3番人気）
馬連票数 計 628811 的中 �� 45486（3番人気）
馬単票数 計 304677 的中 �� 11803（5番人気）
ワイド票数 計 391163 的中 �� 26843（3番人気）�� 11445（13番人気）�� 14720（6番人気）
3連複票数 計 844608 的中 ��� 19131（11番人気）
3連単票数 計1190568 的中 ��� 6478（37番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．9―12．2―12．1―12．1―12．2―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．1―49．3―1：01．4―1：13．5―1：25．7―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．2
1
3

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

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

クリノライメイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．10．9 京都9着

2014．3．9生 牡3青鹿 母 クリノスペシャル 母母 ペパーミントグラス 14戦2勝 賞金 25，850，000円

2810410月29日 雨 不良 （29京都4）第9日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

24 レッドリボン 牝3鹿 53 四位 洋文甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 450－ 61：24．4 10．8�
48 メイショウサチシオ 牝3黒鹿53 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 492－ 61：24．72 2．0�
714� ショウサングランド 牡4鹿 57 国分 恭介鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 490－ 21：24．8クビ 30．5�
12 メイショウオオヅツ 牡3鹿 55 高倉 稜松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 536＋101：25．01� 61．1�
510 バ レ ー ロ 牡3黒鹿 55

54 ☆荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 クビ 7．2�
816 ハクサンベル 牡3鹿 55 藤岡 康太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 456＋ 21：25．31� 7．4	
713 バ リ キ 牡5栗 57 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 458＋ 4 〃 クビ 15．6

11 シュンノカミ 牡3青鹿55 松若 風馬石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 504± 01：25．4	 48．9�
612� ゼ ラ ル ダ 牝4栗 55 松山 弘平幅田 昌伸氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 470－ 2 〃 クビ 131．3�
59 ア タ ミ 牡3黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 476＋201：25．71� 61．1
35 イイデメモリー 牝3鹿 53 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 550＋ 61：26．01� 6．6�
47 スナークライデン 牡3芦 55 水口 優也杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 476＋ 61：26．2� 93．8�
611 ウォーターダンテ 牡3栗 55 柴田 未崎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 496＋ 71：26．3	 177．5�
36 ショーアッシ 牡3鹿 55 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 松田牧場 494＋ 11：26．51� 79．8�
23 テイケイレーヴ 牝4鹿 55

53 △森 裕太朗兼松 忠男氏 荒川 義之 洞
湖 レイクヴィラファーム 520－ 61：27．13	 36．3�
815 カフジグローリー 牡3黒鹿55 秋山真一郎加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 522＋161：28．8大差 21．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，840，400円 複勝： 43，507，400円 枠連： 19，499，800円
馬連： 77，816，000円 馬単： 35，409，000円 ワイド： 47，638，600円
3連複： 103，743，500円 3連単： 133，153，100円 計： 493，607，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 300円 � 140円 � 470円 枠 連（2－4） 1，190円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，780円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 36，880円

票 数

単勝票数 計 328404 的中 � 24161（5番人気）
複勝票数 計 435074 的中 � 32314（5番人気）� 117803（1番人気）� 17973（7番人気）
枠連票数 計 194998 的中 （2－4） 12635（5番人気）
馬連票数 計 778160 的中 �� 36083（5番人気）
馬単票数 計 354090 的中 �� 6085（13番人気）
ワイド票数 計 476386 的中 �� 19381（5番人気）�� 6660（19番人気）�� 9897（10番人気）
3連複票数 計1037435 的中 ��� 9303（26番人気）
3連単票数 計1331531 的中 ��� 2617（104番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―12．2―12．4―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．8―59．2―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドリボン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．12．4 阪神2着

2014．3．3生 牝3鹿 母 タフネスデジタル 母母 タフネススター 7戦2勝 賞金 16，050，000円



2810510月29日 雨 不良 （29京都4）第9日 第9競走 ��
��2，200�

な る た き

鳴 滝 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

33 � エリモジパング 牡7青鹿57 松田 大作山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 468± 02：22．7 27．2�
77 タイセイアプローズ 牡5鹿 57 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 472＋ 82：23．02 13．8�
22 デンコウインパルス 牡5鹿 57 浜中 俊田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 496＋ 22：23．31	 2．0�
44 サダムロードショー 牡7鹿 57 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 42：23．51
 27．2�
55 マイネルレオーネ 牡5黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 404＋ 82：23．71
 4．0�
89 ダブルイーグル 牡9鹿 57 松若 風馬田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 480－ 2 〃 ハナ 23．1	
66 オールドクラシック 牡4青鹿57 荻野 極
リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋122：23．91� 13．3�
88 タガノアシュラ 牡3黒鹿54 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 522＋122：25．49 4．3�
11 マイネボニータ 牝6栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 424± 02：26．03
 45．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 31，212，900円 複勝： 29，194，200円 枠連： 11，788，700円
馬連： 71，054，300円 馬単： 40，294，500円 ワイド： 35，500，100円
3連複： 92，654，900円 3連単： 188，624，600円 計： 500，324，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 330円 � 240円 � 120円 枠 連（3－7） 10，640円

馬 連 �� 8，260円 馬 単 �� 20，850円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 670円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 55，840円

票 数

単勝票数 計 312129 的中 � 9162（7番人気）
複勝票数 計 291942 的中 � 15792（7番人気）� 24330（5番人気）� 98260（1番人気）
枠連票数 計 117887 的中 （3－7） 858（23番人気）
馬連票数 計 710543 的中 �� 6665（23番人気）
馬単票数 計 402945 的中 �� 1449（49番人気）
ワイド票数 計 355001 的中 �� 4707（22番人気）�� 13417（7番人気）�� 24114（4番人気）
3連複票数 計 926549 的中 ��� 18521（13番人気）
3連単票数 計1886246 的中 ��� 2449（164番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―13．4―13．4―13．2―13．2―13．0―12．8―12．5―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―25．3―38．7―52．1―1：05．3―1：18．5―1：31．5―1：44．3―1：56．8―2：09．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エリモジパング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム

2010．3．9生 牡7青鹿 母 エリモアテナ 母母 エリモパッション 18戦1勝 賞金 21，713，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦1勝］

2810610月29日 雨 不良 （29京都4）第9日 第10競走 ��
��1，800�

みささぎ

御陵ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，28．10．29以降29．10．22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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

47 マイネルバサラ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 474－ 21：50．1 16．3�

48 イーストオブザサン 牡4黒鹿55 川須 栄彦三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 476＋ 61：50．52� 13．7�
12 ヒロブレイブ 牡4鹿 56 四位 洋文石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 478＋ 2 〃 アタマ 5．2�
35 カフェリュウジン 牡7鹿 52 森 裕太朗西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 530＋ 21：50．81� 134．2�
510 ミキノグランプリ 牡6栗 53 田中 健谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 478＋ 81：51．11� 79．3�
714 サージェントバッジ 牡5黒鹿57 幸 英明大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B506－121：51．2クビ 26．9	
36 クラシックメタル 	6鹿 56 浜中 俊吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：51．3� 4．0

23 
 ペイシャゴンジセ 牡6鹿 54 松若 風馬北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 492＋ 21：51．4� 42．6�
815 エ ポ ッ ク 牡4黒鹿55 松山 弘平吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 506＋10 〃 クビ 5．1�
713 コンセギール 牡5黒鹿55 国分 恭介前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋ 61：51．6� 55．8
612 ジュンスパーヒカル 牡5鹿 55 藤岡 康太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 6．1�
611 メイスンウォー 牡7鹿 53 松田 大作梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：52．23� 94．0�
59 � アースコネクター 牡6栗 54 �島 良太 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B512± 01：53．05 30．7�
11 カルムパシオン 	4鹿 54 高倉 稜前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524± 01：53．21 6．5�
24 ラインルーフ 牡5栗 56 秋山真一郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 516± 01：53．62� 57．0�
816 エバーキュート 牝5栗 52 水口 優也宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 444－101：56．3大差 107．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，487，400円 複勝： 58，265，700円 枠連： 33，253，800円
馬連： 131，040，700円 馬単： 51，635，100円 ワイド： 66，528，800円
3連複： 178，485，400円 3連単： 227，627，100円 計： 789，324，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 430円 � 380円 � 220円 枠 連（4－4） 7，610円

馬 連 �� 7，730円 馬 単 �� 15，180円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，480円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 13，910円 3 連 単 ��� 98，290円

票 数

単勝票数 計 424874 的中 � 20792（7番人気）
複勝票数 計 582657 的中 � 32522（7番人気）� 37544（6番人気）� 81658（3番人気）
枠連票数 計 332538 的中 （4－4） 3385（23番人気）
馬連票数 計1310407 的中 �� 13135（25番人気）
馬単票数 計 516351 的中 �� 2550（51番人気）
ワイド票数 計 665288 的中 �� 8364（24番人気）�� 11547（17番人気）�� 16511（14番人気）
3連複票数 計1784854 的中 ��� 9620（43番人気）
3連単票数 計2276271 的中 ��� 1679（301番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―12．1―12．0―12．1―12．3―12．8―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―22．7―34．8―46．8―58．9―1：11．2―1：24．0―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．9
1
3
10－9－15，1（12，16）－7，6－13，8，14，11－4－3，5，2
10，9，15（1，12）（7，6）（8，16）13（11，14）－5－（3，2）－4

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

勝馬の
紹 介

マイネルバサラ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2015．6．21 東京1着

2013．3．27生 牡4鹿 母 サザンレイスター 母母 レディプロフィール 19戦5勝 賞金 76，697，000円
〔発走状況〕 ラインルーフ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻4分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エバーキュート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月29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 ヴァローア号・クリノリトミシュル号・ジュエルメーカー号・ナムラケイト号・マイネルオフィール号・

ワンダーアシャード号

１レース目



2810710月29日 雨 不良 （29京都4）第9日 第11競走 ��
��1，800�カシオペアステークス

発走15時30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，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

813 アメリカズカップ 牡3黒鹿55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452＋ 41：53．4 7．7�
44 グァンチャーレ 牡5青鹿56 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 476＋ 81：54．03	 5．5�
11 メドウラーク 牡6鹿 56 北村 友一吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：54．31
 21．0�
710 ベ ル ー フ 牡5鹿 57 秋山真一郎 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 4 〃 クビ 18．4�
812 マイネルハニー 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 478＋ 41：54．62 2．7	
57 パールコード 牝4青鹿54 幸 英明 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 千歳 社台ファーム 514＋ 2 〃 アタマ 7．5

45 マイネルホウオウ 牡7栗 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 520＋ 61：55．02	 87．6�
711 シ ャ ル ー ル 牝5栗 54 四位 洋文 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 0 〃 アタマ 33．8�
33 アクションスター 牡7栗 56 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：55．1クビ 59．7
68 マテンロウボス 牡6黒鹿56 浜中 俊寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B484＋ 6 〃 クビ 14．5�
56 ケ ン ト オ ー 牡5黒鹿56 藤岡 康太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 470＋ 41：56．05 6．8�
22 クラリティシチー 牡6鹿 56 松田 大作 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 490± 0 〃 ハナ 13．6�
（12頭）

69 キ ョ ウ ヘ イ 牡3鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 60，250，000円 複勝： 66，641，500円 枠連： 46，585，700円
馬連： 210，510，300円 馬単： 82，765，500円 ワイド： 86，488，400円
3連複： 268，520，100円 3連単： 403，307，400円 計： 1，225，068，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 290円 � 200円 � 440円 枠 連（4－8） 680円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 960円 �� 2，710円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 16，340円 3 連 単 ��� 82，060円

票 数

単勝票数 差引計 602500（返還計 3550） 的中 � 62582（5番人気）
複勝票数 差引計 666415（返還計 2567） 的中 � 58882（4番人気）� 98592（2番人気）� 34630（8番人気）
枠連票数 差引計 465857（返還計 208） 的中 （4－8） 52493（2番人気）
馬連票数 差引計2105103（返還計 26326） 的中 �� 65877（9番人気）
馬単票数 差引計 827655（返還計 10605） 的中 �� 12783（18番人気）
ワイド票数 差引計 864884（返還計 9288） 的中 �� 23812（10番人気）�� 8006（35番人気）�� 15051（21番人気）
3連複票数 差引計2685201（返還計 60979） 的中 ��� 12319（58番人気）
3連単票数 差引計4033074（返還計 93216） 的中 ��� 3563（293番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．2―12．6―12．6―12．4―12．7―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．2―49．8―1：02．4―1：14．8―1：27．5―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．6
3 ・（12，13）（7，8）4（6，10）（2，1）（3，5，11） 4 ・（12，4）（7，13）8，1（6，10，11）（2，3，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アメリカズカップ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2016．7．16 中京1着

2014．2．7生 牡3黒鹿 母 ベガスナイト 母母 Words of War 8戦4勝 賞金 85，791，000円
〔出走取消〕 キョウヘイ号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。

2810810月29日 雨 不良 （29京都4）第9日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

711 マイネルパラディ 牡3芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 474＋101：27．0 7．6�

710 キアロスクーロ �4黒鹿57 松山 弘平水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 492＋ 8 〃 アタマ 15．1�
56 イノバティブ 牡3鹿 55 松若 風馬畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 462＋ 6 〃 ハナ 21．6�
812 ジョーマイク �4栗 57 国分 恭介上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 472＋ 61：27．1	 7．2�
45 キッズライトオン 牡5栗 57 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 41：27．3	 64．5	
69 ナムラアッパー 牡6鹿 57 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 422± 01：27．4
 33．4

813 フェルトベルク 牝3鹿 53 藤岡 康太加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 426－ 81：27．5
 18．4�
11 テ ラ ノ ヴ ァ 牝4芦 55 浜中 俊 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494＋ 6 〃 クビ 2．5
44 シ ン ダ ー ズ 牝5青鹿55 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 61：27．71
 13．4�
57 オメガタックスマン 牡5鹿 57 北村 友一原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 472＋ 61：27．91� 4．8�
68 ベ ル カ プ リ 牝3鹿 53

52 ☆荻野 極合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 460± 01：28．32
 13．2�
22 モンラッシェ 牡6栗 57

55 △森 裕太朗吉澤 克己氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 468＋ 41：29．04 54．3�
33 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 57 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 478－ 2 〃 クビ 108．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 62，388，600円 複勝： 73，310，300円 枠連： 38，874，400円
馬連： 168，325，900円 馬単： 76，794，500円 ワイド： 85，504，000円
3連複： 222，486，200円 3連単： 350，784，000円 計： 1，078，467，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 310円 � 400円 � 580円 枠 連（7－7） 5，900円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 10，430円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 2，520円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 38，990円 3 連 単 ��� 190，500円

票 数

単勝票数 計 623886 的中 � 65131（4番人気）
複勝票数 計 733103 的中 � 66906（4番人気）� 48440（5番人気）� 30715（9番人気）
枠連票数 計 388744 的中 （7－7） 5103（16番人気）
馬連票数 計1683259 的中 �� 21938（20番人気）
馬単票数 計 767945 的中 �� 5517（37番人気）
ワイド票数 計 855040 的中 �� 12000（21番人気）�� 8751（31番人気）�� 4966（43番人気）
3連複票数 計2224862 的中 ��� 4279（110番人気）
3連単票数 計3507840 的中 ��� 1335（529番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―25．0―37．7―49．8―1：02．2―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルパラディ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Green Desert デビュー 2016．6．5 阪神2着

2014．2．14生 牡3芦 母 ロ ワ ー ジ 母母 Pamela Peach 14戦3勝 賞金 44，042，000円
※モンラッシェ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（29京都4）第9日 10月29日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後不良
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 150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

226，440，000円
7，590，000円
21，960，000円
1，220，000円
24，550，000円
61，630，000円
3，900，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
412，208，900円
487，280，300円
219，731，300円
985，159，700円
458，208，400円
517，317，000円
1，294，368，600円
1，945，630，700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 6，319，904，900円

総入場人員 20，253名 （有料入場人員 19，014名）



平成29年度 第4回京都競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，325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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，478，110，000円
35，110，000円
182，050，000円
62，601，000円
281，390，000円
5，000，000円
543，198，000円
37，364，600円
12，720，000円

勝馬投票券売得金
5，598，503，400円
7，640，501，600円
2，991，363，800円
13，778，163，200円
6，420，418，800円
7，090，022，600円
19，716，572，200円
32，133，996，300円
1，109，790，000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 96，479，331，900円

総入場延人員 213，465名 （有料入場延人員 164，294名）
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