
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

2800110月8日 曇 良 （28京都4）第1日 第1競走 ��
��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

711 ブルベアバブーン 牡2栗 55
52 ▲森 裕太朗 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 中本牧場 480± 01：12．1 169．5�

33 メイショウミズカゼ 牡2栗 55 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 456＋ 61：12．31� 3．5�
812 ウイナーズロード 牝2青鹿 54

51 ▲荻野 極�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 428＋121：13．04 2．9�
56 シゲルシャチ 牡2栗 55 幸 英明森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 石田牧場 476± 01：13．21� 20．5�
813� ジーエンゲージ 牝2黒鹿54 四位 洋文�グランプリ 昆 貢 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

456－101：13．62	 3．1	
69 ロードコランダム 牡2黒鹿55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 470± 01：13．81� 9．5

44 キングラズベリー 牡2栗 55 松山 弘平山本美佐江氏 目野 哲也 新冠 武田 修一 456＋ 21：14．12 121．3�
11 サンシャワー 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 452－ 41：14．52	 10．1�
45 エイユーエンプレス 牝2鹿 54 田中 健笹部 義則氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 406± 01：15．03 151．4
57 クリノイサベル 牝2栗 54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 446＋ 41：15．1	 162．2�
22 メイショウラクエン 牡2黒鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 454＋101：15．31� 59．6�
68 トミケンナプロスト 牡2鹿 55

53 △義 英真冨樫 賢二氏 清水 久詞 青森 石田 英機 456＋ 41：15．62 163．4�
710 タイガーヴェロス 牡2黒鹿55 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 谷口牧場 438－ 61：15．91
 91．0�
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売 得 金
単勝： 23，582，700円 複勝： 31，606，200円 枠連： 10，002，500円
馬連： 44，013，800円 馬単： 26，384，100円 ワイド： 26，586，400円
3連複： 63，974，900円 3連単： 99，896，900円 計： 326，047，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，950円 複 勝 � 2，230円 � 120円 � 120円 枠 連（3－7） 6，500円

馬 連 �� 29，430円 馬 単 �� 76，690円

ワ イ ド �� 5，350円 �� 6，530円 �� 190円

3 連 複 ��� 16，580円 3 連 単 ��� 306，880円

票 数

単勝票数 計 235827 的中 � 1113（13番人気）
複勝票数 計 316062 的中 � 1753（13番人気）� 80152（2番人気）� 92682（1番人気）
枠連票数 計 100025 的中 （3－7） 1191（15番人気）
馬連票数 計 440138 的中 �� 1159（34番人気）
馬単票数 計 263841 的中 �� 258（75番人気）
ワイド票数 計 265864 的中 �� 1066（31番人気）�� 871（36番人気）�� 46210（1番人気）
3連複票数 計 639749 的中 ��� 2893（35番人気）
3連単票数 計 998969 的中 ��� 236（387番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．2―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．2―47．4―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルベアバブーン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．9．17 阪神16着

2014．4．18生 牡2栗 母 シルクヴェルサイユ 母母 シルクフレアー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

2800210月8日 曇 良 （28京都4）第1日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

44 ベ ル カ プ リ 牝2鹿 54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 462± 01：33．7 1．5�
66 リネンロマン 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 406－ 61：34．12� 38．5�
78 スパイクナード 牝2黒鹿54 武 豊今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋ 41：34．2� 6．6�
22 マルムーティエ 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464± 01：34．3� 6．1�
810 アルメリアブルーム 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 416＋ 21：34．51� 10．0�
811 マ ジ ョ ラ ム 牝2鹿 54 和田 竜二	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428－ 81：34．6� 13．9

55 エイシンルーシー 牝2芦 54 酒井 学	栄進堂 田所 秀孝 浦河 多田 善弘 494± 0 〃 ハナ 25．2�
67 マッシヴエレガンス 牝2鹿 54 幸 英明小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 474－ 61：34．92 91．4�
33 ピンクスター 牝2鹿 54 北村 友一チームユッキレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 454－ 21：35．0クビ 103．9
11 ノ ゾ ミ 牝2黒鹿 54

51 ▲荻野 極平川 浩之氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 452＋121：35．85 36．5�
79 レイナプティ 牝2芦 54 岡田 祥嗣田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 446－ 2 〃 ハナ 144．6�
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売 得 金
単勝： 23，159，300円 複勝： 97，911，000円 枠連： 9，812，600円
馬連： 41，626，100円 馬単： 32，827，500円 ワイド： 27，287，100円
3連複： 58，594，200円 3連単： 118，494，200円 計： 409，712，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 450円 � 160円 枠 連（4－6） 1，560円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 720円 �� 250円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 13，610円

票 数

単勝票数 計 231593 的中 � 119712（1番人気）
複勝票数 計 979110 的中 � 767044（1番人気）� 10821（7番人気）� 47970（3番人気）
枠連票数 計 98126 的中 （4－6） 4862（4番人気）
馬連票数 計 416261 的中 �� 14894（7番人気）
馬単票数 計 328275 的中 �� 9529（9番人気）
ワイド票数 計 272871 的中 �� 9108（9番人気）�� 33125（2番人気）�� 3018（20番人気）
3連複票数 計 585942 的中 ��� 13036（12番人気）
3連単票数 計1184942 的中 ��� 6311（43番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．5―12．3―12．0―12．0―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．7―47．0―59．0―1：11．0―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル カ プ リ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Montjeu デビュー 2016．7．3 中京4着

2014．5．1生 牝2鹿 母 ボ ラ ン ス 母母 エクソセット 5戦1勝 賞金 11，400，000円

第４回 京都競馬 第１日



2800310月8日 曇 良 （28京都4）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時55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 1，025，000
1，025，000

円
円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．5
1：45．9

良
良

33 プラチナヴォイス 牡2鹿 55 和田 竜二本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 496－ 41：45．9レコード 6．4�
44 シェルブルック 牡2鹿 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 502± 01：46．64 34．7�
22 スマートシグルズ 牡2栗 55 川田 将雅大川 徹氏 池江 泰寿 日高 戸川牧場 430－ 21：46．92 8．0�
810 テイエムシュート 牡2鹿 55 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 上村 清志 458± 0 〃 同着 6．0�
11 ラピッドシップ 牡2黒鹿55 浜中 俊飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 468＋ 4 〃 アタマ 22．1�
79 マイティドリーム 牡2青鹿55 武 豊矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 476± 01：47．53� 2．6	
67 タガノアルーア 牡2鹿 55 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422－ 21：47．6� 201．6

66 ワンフォーオール 牡2芦 55 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋101：47．7クビ 3．6�
811 ヴォカツィオーネ 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 444－ 2 〃 クビ 115．7

55 ブルベアエイプス 牡2鹿 55
52 ▲坂井 瑠星 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460－ 21：48．44 141．8�

78 ディープウィンダム 牡2鹿 55 池添 謙一深見 敏男氏 池添 学 新ひだか 桜井牧場 480＋ 41：49．57 16．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 24，981，500円 複勝： 32，627，500円 枠連： 9，399，000円
馬連： 50，262，700円 馬単： 30，095，800円 ワイド： 28，343，400円
3連複： 67，386，200円 3連単： 108，275，200円 計： 351，371，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 160円 � 530円 �
�

180円
150円 枠 連（3－4） 11，310円

馬 連 �� 8，250円 馬 単 �� 14，800円

ワ イ ド �� 1，040円 ��
��

430円
320円

��
��

1，620円
1，460円

3 連 複 ���
���

8，600円
5，340円 3 連 単 ���

���
52，450円
36，310円

票 数

単勝票数 計 249815 的中 � 31223（4番人気）
複勝票数 計 326275 的中 �

�
43616
52418

（4番人気）
（3番人気）

� 8117（8番人気）� 36346（5番人気）

枠連票数 計 93990 的中 （3－4） 644（21番人気）
馬連票数 計 502627 的中 �� 4718（23番人気）
馬単票数 計 300958 的中 �� 1525（42番人気）
ワイド票数 計 283434 的中 ��

��
3975
2490
（22番人気）
（25番人気）

��
��

10818
2776
（10番人気）
（24番人気）

�� 15396（5番人気）

3連複票数 計 673862 的中 ��� 2929（43番人気）��� 4742（34番人気）
3連単票数 計1082752 的中 ��� 748（256番人気） ��� 1081（212番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―35．0―46．9―58．6―1：10．3―1：22．0―1：33．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラチナヴォイス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．7．17 函館4着

2014．3．10生 牡2鹿 母 プレザントブリーズ 母母 スターズインハーアイズ 3戦1勝 賞金 6，850，000円

2800410月8日 曇 良 （28京都4）第1日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時25分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

69 スプリングタイム 牝2黒鹿54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442 ―1：25．5 13．2�

813 メイショウジーク 牡2鹿 55 岩田 康誠松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 456 ―1：25．71� 2．5�
46 ウニオミュスティカ 牡2栗 55 武 豊吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 494 ―1：26．65 4．7�
22 ジューンスキント 牡2栗 55

53 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか シンボリ牧場 466 ―1：27．13 74．5�
610 アグネスシャレード 牝2芦 54

53 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 452 ―1：27．52� 17．2�
57 ティモシーブルー 牡2鹿 55 北村 友一中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 486 ―1：27．6� 61．9	
711 マルカテノール 牡2鹿 55 福永 祐一日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 クビ 9．8

712 フライングスター 牡2栗 55 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 504 ―1：28．02� 50．9�
58 シゲルクロネコ 牡2黒鹿55 松山 弘平森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 細川牧場 408 ―1：28．21� 114．3�
814 ダムガルヌンナ 牝2鹿 54 国分 恭介原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 416 ―1：28．41� 23．2
45 チュウワグルーヴ 牝2黒鹿54 浜中 俊中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462 ― 〃 ハナ 4．6�
11 ゲストテーブル 牝2栗 54 幸 英明中地賢次郎氏 中村 均 青森 町屋 勝幸 494 ―1：28．61� 34．6�
34 ト ダ メ チ ャ 牡2黒鹿55 松田 大作名古屋友豊� 木原 一良 新冠 松浦牧場 458 ―1：28．7	 56．6�
33 サティーヌアロム 牝2鹿 54 和田 竜二飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 458 ―1：30．4大差 22．7�
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売 得 金
単勝： 25，712，800円 複勝： 26，456，600円 枠連： 15，726，600円
馬連： 40，682，800円 馬単： 23，247，100円 ワイド： 26，171，700円
3連複： 56，758，900円 3連単： 74，528，800円 計： 289，285，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 280円 � 140円 � 170円 枠 連（6－8） 730円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，350円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 25，450円

票 数

単勝票数 計 257128 的中 � 15514（5番人気）
複勝票数 計 264566 的中 � 18803（5番人気）� 59475（1番人気）� 39706（3番人気）
枠連票数 計 157266 的中 （6－8） 16606（2番人気）
馬連票数 計 406828 的中 �� 19929（5番人気）
馬単票数 計 232471 的中 �� 3766（15番人気）
ワイド票数 計 261717 的中 �� 9949（6番人気）�� 4639（14番人気）�� 18349（2番人気）
3連複票数 計 567589 的中 ��� 13434（7番人気）
3連単票数 計 745288 的中 ��� 2123（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．4―47．8―1：00．3―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．7
3 ・（13，14）6（3，4，9）1，5，10（2，8）－（11，12）＝7 4 13（14，6）（4，9）－1（3，5）（2，10，8）（11，12）－7

勝馬の
紹 介

スプリングタイム �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2014．4．17生 牝2黒鹿 母 ヒントオブスプリング 母母 Cherokee Rose 1戦1勝 賞金 7，000，000円



2800510月8日 曇 良 （28京都4）第1日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時15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

814 タイセイスターリー 牡2鹿 55 川田 将雅田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 522 ―1：21．6 1．4�
46 ブレイヴバローズ 牡2黒鹿55 和田 竜二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 472 ―1：21．81� 5．4�
34 ミスティクィーン 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太阿部東亜子氏 斉藤 崇史 浦河 山田 昇史 402 ―1：22．75 81．3�
47 モンスールデジール 牝2鹿 54 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 464 ―1：22．8� 18．2�
22 ダンツプラズマ 牡2黒鹿55 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 厚真 大川牧場 460 ―1：23．01� 70．4�
713 キセキノホシ 牡2鹿 55 浜中 俊サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 498 ―1：23．1	 27．2�
35 ローズクイーン 牝2鹿 54 藤岡 佑介ライオンレースホース	 木原 一良 浦河 モトスファーム 454 ―1：23．31 150．0

611
 ポヴォゼーニャ 牝2鹿 54 幸 英明	ノースヒルズ 中竹 和也 米 North Hills

Co. Limited 430 ―1：23．51� 75．2�
23 アグネスヴォルツ 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 480 ―1：23．92� 67．6�
11 アイファーフドオー 牡2鹿 55 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新冠 川上 悦夫 458 ― 〃 クビ 144．6
610 ダイヤグラム 牡2鹿 55 藤岡 康太小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 天羽 禮治 498 ―1：24．11� 53．6�
815
 アウトスマート 牝2黒鹿54 福永 祐一橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米

St George Farm
LLC &
Spurrmont, LLC

440 ―1：24．2� 13．7�
712 メイショウヒカル 牡2鹿 55 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 444 ―1：24．41� 9．7�
58 ス ク リ ー バ 牝2栗 54 高倉 稜 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 富本 茂喜 432 ―1：24．5	 142．4�
59 ブルベアガゼル 牡2鹿 55 太宰 啓介 	ブルアンドベア 鈴木 孝志 伊達 高橋農場 468 ―1：29．7大差 156．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，722，800円 複勝： 105，319，400円 枠連： 15，629，200円
馬連： 43，079，100円 馬単： 35，994，200円 ワイド： 30，920，100円
3連複： 61，667，800円 3連単： 115，426，800円 計： 443，759，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 150円 � 610円 枠 連（4－8） 250円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，250円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 11，600円

票 数

単勝票数 計 357228 的中 � 200146（1番人気）
複勝票数 計1053194 的中 � 854209（1番人気）� 49869（2番人気）� 7139（9番人気）
枠連票数 計 156292 的中 （4－8） 47250（1番人気）
馬連票数 計 430791 的中 �� 86500（1番人気）
馬単票数 計 359942 的中 �� 55870（1番人気）
ワイド票数 計 309201 的中 �� 52273（1番人気）�� 5456（13番人気）�� 2856（22番人気）
3連複票数 計 616678 的中 ��� 8771（13番人気）
3連単票数 計1154268 的中 ��� 7214（28番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―11．9―11．8―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．0―46．9―58．7―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．7
3 ・（1，6）14（2，3）（7，15）（5，12）（4，13）－11＝8－10，9 4 ・（1，6）14（2，3）7（5，15）（4，12）13，11－10－8＝9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイスターリー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

2014．4．9生 牡2鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアガゼル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月8日まで平地

競走に出走できない。

2800610月8日 曇 良 （28京都4）第1日 第6競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

79 ドルチェリア �3鹿 55 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 518＋ 21：51．7 14．1�
22 マッシヴランナー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 516± 01：51．91 5．1�
33 ダノンレーザー 牡3栗 55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 520＋ 41：52．22 1．7�
68 アナザーワールド 牝3鹿 53 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 448＋ 4 〃 クビ 10．5�
44 タ イ ユ ー ル 牡4芦 57 F．ヴェロン前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B498－ 41：52．3� 7．3�

（仏）

11 クールジョーカー 牡5黒鹿57 柴田 未崎小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 452－ 41：52．4クビ 52．4	
55 フィールドリアン 牡4黒鹿57 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 474＋ 61：53．03� 60．7

56 カシノエイシ 牡3鹿 55

53 △義 英真柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 540± 01：53．53 131．3�
811 シゲルキハダマグロ 牡3栗 55 松山 弘平森中 蕃氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 444＋ 61：53．71� 8．3�
812 アイオシルケン 牡4黒鹿57 和田 竜二石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 484± 01：54．23 48．9
710 カジノクイーン 牝3栗 53

50 ▲坂井 瑠星内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 446＋ 31：54．41� 168．7�
67 タツデンコーセッカ 牝3栗 53 北村 友一鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 456＋ 41：55．99 122．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，466，900円 複勝： 77，936，900円 枠連： 10，682，800円
馬連： 52，674，900円 馬単： 35，041，200円 ワイド： 32，673，300円
3連複： 71，955，800円 3連単： 131，433，100円 計： 441，864，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 240円 � 140円 � 110円 枠 連（2－7） 3，290円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 680円 �� 360円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 15，900円

票 数

単勝票数 計 294669 的中 � 16713（6番人気）
複勝票数 計 779369 的中 � 28546（6番人気）� 67701（2番人気）� 511726（1番人気）
枠連票数 計 106828 的中 （2－7） 2513（11番人気）
馬連票数 計 526749 的中 �� 14380（9番人気）
馬単票数 計 350412 的中 �� 3702（21番人気）
ワイド票数 計 326733 的中 �� 10521（9番人気）�� 22263（4番人気）�� 46652（1番人気）
3連複票数 計 719558 的中 ��� 42204（4番人気）
3連単票数 計1314331 的中 ��� 5993（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．8―49．3―1：01．8―1：13．9―1：26．1―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドルチェリア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Green Desert デビュー 2016．7．17 中京4着

2013．3．5生 �3鹿 母 テンザンデザート 母母 スプリンターキャット 4戦1勝 賞金 10，120，000円
※カジノクイーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



2800710月8日 曇 良 （28京都4）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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
1：21．7
1：21．5

重
不良

815 ブライスガウ 牝3栗 53 中谷 雄太一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 488＋161：24．3 3．7�
24 テイエムジョウネツ 牝4黒鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 448＋30 〃 クビ 69．8�
12 � スパイラルステップ 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 勝己氏 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 41：24．51� 2．0�
48 オールスマイル 牝3青鹿53 小牧 太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋161：24．6� 23．3�
35 ベ ル ク リ ア 牝3芦 53 福永 祐一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 466＋ 21：24．7クビ 13．6�
23 ディナスティーア 牝4鹿 55

52 ▲坂井 瑠星下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 516＋22 〃 アタマ 50．6	
713 ス ル タ ー ナ 牝4鹿 55 古川 吉洋
ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 484＋301：24．91� 22．3�
47 ボクノナオミ 牝4鹿 55 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490＋121：25．11� 9．3�
816 ウインクルミラクル 牝5鹿 55 太宰 啓介有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 B488＋ 4 〃 ハナ 115．9�
11 グランドポピー 牝4栗 55 秋山真一郎田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 490＋ 61：25．52� 33．0�
59 � コパノディール 牝3黒鹿 53

51 △義 英真小林 祥晃氏 崎山 博樹 むかわ 市川牧場 422－ 21：25．71� 19．1�
612 デアリングエッジ 牝3栗 53 川田 将雅 
社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 442＋141：26．01	 28．7�
36 � ファミリーズオナー 牝4栗 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 白瀬 盛雄 470＋ 11：26．1クビ 48．5�
510 ピエノフィオレ 牝4黒鹿55 幸 英明 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 462＋201：26．73� 50．2�
714 アリエスムーン 牝5青鹿 55

54 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 440－141：27．12� 120．1�
611 サンレイルージュ 牝4鹿 55 
島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 470－ 4 〃 アタマ 69．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，246，200円 複勝： 58，231，800円 枠連： 17，982，300円
馬連： 76，975，400円 馬単： 40，039，700円 ワイド： 48，219，300円
3連複： 105，279，200円 3連単： 136，374，000円 計： 520，347，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 750円 � 110円 枠 連（2－8） 5，610円

馬 連 �� 11，930円 馬 単 �� 18，760円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 270円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 59，630円

票 数

単勝票数 計 372462 的中 � 79144（2番人気）
複勝票数 計 582318 的中 � 107261（2番人気）� 10610（12番人気）� 195227（1番人気）
枠連票数 計 179823 的中 （2－8） 2480（21番人気）
馬連票数 計 769754 的中 �� 4997（35番人気）
馬単票数 計 400397 的中 �� 1600（57番人気）
ワイド票数 計 482193 的中 �� 4085（34番人気）�� 53960（1番人気）�� 5759（22番人気）
3連複票数 計1052792 的中 ��� 11949（18番人気）
3連単票数 計1363740 的中 ��� 1658（172番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．7―12．1―12．4―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．7―34．4―46．5―58．9―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライスガウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．17 中京1着

2013．5．11生 牝3栗 母 プリモスター 母母 チ ー タ ー 4戦2勝 賞金 18，310，000円
〔制裁〕 オールスマイル号の騎手小牧太は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

ブライスガウ号の騎手中谷雄太は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

2800810月8日 曇 良 （28京都4）第1日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

713 サンデーウィザード 牡4鹿 57 浜中 俊巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：57．9 4．6�
59 エイシンティンクル 牝3芦 53 武 豊�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 500＋18 〃 アタマ 4．0�
611 サクレディーヴァ 牝3芦 53 F．ヴェロン K.S．ヤップ氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 512± 0 〃 クビ 34．8�

（仏）

24 ドルフィンマーク �3黒鹿55 岩田 康誠大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B496＋ 41：58．11	 33．3�
48 ビービーブレスユー 牡3鹿 55 北村 友一�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 494＋121：58．2
 21．4	
612 エルプシャフト 牡3青鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 440－ 41：58．3クビ 2．2

36 クリノサンスーシ 牝3鹿 53 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 432＋ 41：58．51	 100．9�
510 アドマイヤウイング 牝5鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：58．6
 195．1�
35 ディアスプマンテ 牝3栗 53 太宰 啓介 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 452＋ 21：58．7� 80．6
11 ヘ イ ム ダ ル 牡4黒鹿 57

54 ▲荻野 極岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 492＋ 6 〃 ハナ 19．9�
817� グラブザフラッグ �4栗 57 川島 信二前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 486＋ 81：58．8� 53．4�
23  リ プ カ 牝4栗 55 川須 栄彦佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 382－ 81：58．9
 506．5�
816 デルマオギン 牝3鹿 53 松山 弘平浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470＋101：59．0クビ 234．5�
815 グランノーブル 牡3鹿 55

52 ▲坂井 瑠星三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 494＋ 2 〃 アタマ 72．0�
47 シンゼンドリーム 牡3黒鹿55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 474＋ 61：59．31� 12．8�
714 グルーヴィタイム 牡3鹿 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 426－ 41：59．4
 163．0�
12 ゼンノブレーメン 牡4鹿 57 和田 竜二大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 492＋ 41：59．5� 30．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 44，389，100円 複勝： 61，075，100円 枠連： 21，298，100円
馬連： 84，908，100円 馬単： 45，523，000円 ワイド： 53，475，100円
3連複： 124，393，700円 3連単： 169，448，100円 計： 604，510，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 180円 � 630円 枠 連（5－7） 840円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，550円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 7，270円 3 連 単 ��� 34，220円

票 数

単勝票数 計 443891 的中 � 75713（3番人気）
複勝票数 計 610751 的中 � 108818（2番人気）� 97821（3番人気）� 18663（9番人気）
枠連票数 計 212981 的中 （5－7） 19590（3番人気）
馬連票数 計 849081 的中 �� 70637（3番人気）
馬単票数 計 455230 的中 �� 17088（6番人気）
ワイド票数 計 534751 的中 �� 33267（3番人気）�� 8496（17番人気）�� 6482（21番人気）
3連複票数 計1243937 的中 ��� 12817（20番人気）
3連単票数 計1694481 的中 ��� 3590（88番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―12．0―11．7―12．3―12．6―11．9―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．6―34．6―46．3―58．6―1：11．2―1：23．1―1：34．5―1：45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．8
1
3
9－8（5，15）（1，2，16）14，17（4，6，13，12）（3，11）＝（10，7）
9－（5，8，15，16）（1，14）（2，17）4（13，12）（3，6，11）－（10，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンデーウィザード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Include デビュー 2014．8．10 小倉2着

2012．2．14生 牡4鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 17戦3勝 賞金 48，299，000円
〔制裁〕 ヘイムダル号の騎手荻野極は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
※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。



2800910月8日 曇 良 （28京都4）第1日 第9競走 ��
��1，900�

あ た ご

愛 宕 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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

815 マイティティー 牝4鹿 55 松山 弘平五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 81：57．0 11．3�
11 オールマンリバー 牡4黒鹿57 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 502＋ 41：57．53 2．2�
611� サハラファイター 牡3鹿 55 藤岡 佑介本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 516＋241：57．71	 5．3�
47 コンセギール 牡4黒鹿57 和田 竜二前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 61：58．12
 19．8�
35 マイネルボルソー 牡5鹿 57 F．ヴェロン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 468－ 6 〃 クビ 109．6�
（仏）

59 マルカウォーレン 牡4黒鹿57 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 522＋ 6 〃 ハナ 5．8	
48 タニノマンボ 牡6鹿 57 浜中 俊谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 480－ 41：58．2
 41．0

713 フミノメモリー 牡6黒鹿57 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 520－ 21：58．3
 47．9�
23 フジインザスカイ 牝5鹿 55 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 450－ 21：58．4� 305．9�
36 デ モ ニ オ 牡5青 57 国分 恭介 サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：58．6� 66．2�
816 スワーヴカイザー �5青 57 小牧 太�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 534＋12 〃 クビ 7．1�
714 セルリアンサーロス 牡6栗 57 菱田 裕二イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 516－101：58．81 255．9�
24 � メジャーシップ 牡5鹿 57 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 478－ 41：59．43
 83．8�
612 モ ズ ス タ ー 牡5鹿 57 国分 優作 �キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 宮内牧場 496＋ 61：59．5
 15．7�
510 スズカアドニス 牡6栗 57 義 英真永井 宏明氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 494＋ 21：59．71	 189．0�
12 ワンダーフォルテ 牡8栗 57 田中 健山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 504＋ 22：00．02 311．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，592，200円 複勝： 73，029，500円 枠連： 27，745，200円
馬連： 111，178，900円 馬単： 55，999，900円 ワイド： 57，911，800円
3連複： 146，485，300円 3連単： 218，620，000円 計： 735，562，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 260円 � 110円 � 170円 枠 連（1－8） 490円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，140円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 19，170円

票 数

単勝票数 計 445922 的中 � 31429（5番人気）
複勝票数 計 730295 的中 � 46634（5番人気）� 266329（1番人気）� 91270（3番人気）
枠連票数 計 277452 的中 （1－8） 43324（2番人気）
馬連票数 計1111789 的中 �� 61336（4番人気）
馬単票数 計 559999 的中 �� 13446（10番人気）
ワイド票数 計 579118 的中 �� 24082（7番人気）�� 11867（12番人気）�� 53478（2番人気）
3連複票数 計1464853 的中 ��� 46497（4番人気）
3連単票数 計2186200 的中 ��� 8266（53番人気）

ハロンタイム 7．2―10．7―11．7―12．9―12．8―12．5―12．5―12．3―12．0―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―17．9―29．6―42．5―55．3―1：07．8―1：20．3―1：32．6―1：44．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイティティー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．8．10 小倉5着

2012．3．6生 牝4鹿 母 チアズガディス 母母 チアズグレイス 20戦4勝 賞金 42，207，000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。

2801010月8日 曇 良 （28京都4）第1日 第10競走 ��
��1，400�

く た

久 多 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

33 ラ ク ア ミ 牝4栗 55 松山 弘平西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B448＋ 21：20．4 19．4�
22 ダノンシーザー 牡4鹿 57 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 462± 01：20．5� 3．7�
46 ビナイーグル 牡3鹿 55 和田 竜二井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 502＋14 〃 アタマ 13．5�
711 スマートカルロス 牡4鹿 57 幸 英明大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 474± 01：20．6	 23．6�
11 ピンストライプ 牡4青鹿57 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 536＋ 6 〃 クビ 3．6�
45 グレイスミノル 牝4青鹿55 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 472－ 41：20．7クビ 5．8	
58 マテンロウハピネス 牡4鹿 57 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B444＋ 21：20．8� 13．0

69 キアロスクーロ 
3黒鹿55 武 豊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 488± 01：21．01� 5．6�
814 キタサンラブコール 牡5鹿 57 岩田 康誠�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 478＋ 61：21．1� 52．0
813 ラッフォルツァート 牝4鹿 55 F．ヴェロン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 21：21．2	 79．9�
（仏）

57 � クレアドール 牝5青鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 514＋141：21．41	 64．5�
712� ハイマウンテン 牝6鹿 55 国分 恭介北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 456± 01：21．5� 283．8�
34  エルフィンコーブ 牝3鹿 53 北村 友一吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

B508＋ 2 〃 ハナ 15．8�
610 ラフジェントリー 牡6黒鹿57 蛯名 正義今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B506＋101：22．56 184．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，013，800円 複勝： 84，687，500円 枠連： 29，376，200円
馬連： 143，065，200円 馬単： 65，898，000円 ワイド： 77，602，200円
3連複： 200，894，000円 3連単： 297，544，400円 計： 950，081，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 560円 � 190円 � 420円 枠 連（2－3） 2，010円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 10，750円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 3，310円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 14，660円 3 連 単 ��� 104，710円

票 数

単勝票数 計 510138 的中 � 20978（8番人気）
複勝票数 計 846875 的中 � 34490（8番人気）� 140465（2番人気）� 47698（6番人気）
枠連票数 計 293762 的中 （2－3） 11325（9番人気）
馬連票数 計1430652 的中 �� 25840（19番人気）
馬単票数 計 658980 的中 �� 4597（44番人気）
ワイド票数 計 776022 的中 �� 13767（19番人気）�� 5898（30番人気）�� 17866（11番人気）
3連複票数 計2008940 的中 ��� 10276（48番人気）
3連単票数 計2975444 的中 ��� 2060（331番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．2―46．9―58．1―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．5
3 ・（3，8）9（2，5，10）（7，13，14）（1，4）12，6，11 4 ・（3，8）（2，5，9）（7，10）（1，14）（4，13）（6，12）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ク ア ミ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．9．13 阪神2着

2012．1．30生 牝4栗 母 レイズアンドコール 母母 モーリストンベル 16戦3勝 賞金 39，892，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※エルフィンコーブ号は，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。



2801110月8日 曇 良 （28京都4）第1日 第11競走 ��
��1，800�

へいじょうきょう

平城京ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

68 タムロミラクル 牡4青鹿57 川田 将雅谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 470－ 61：50．3 4．8�
811 モズライジン 牡4芦 57 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 478－ 61：50．4� 2．4�
55 トップディーヴォ 牡4鹿 57 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 488－ 21：50．72 7．6�
33 アドマイヤシャイ 牝4黒鹿55 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 ハナ 13．0�
22 ヨヨギマック 牡5栗 57 岩田 康誠一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 502－ 4 〃 アタマ 6．9	
710 エアカミュゼ 牡5黒鹿57 F．ヴェロン �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512＋ 61：50．9� 49．9


（仏）

812 ア ル タ イ ル 牡4栗 57 蛯名 正義藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B486＋ 21：51．21� 7．1�
44 シ ュ ミ ッ ト 牡6芦 57 和田 竜二杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 畠山牧場 496－ 41：51．3� 88．7�
79 タイガークラウン 牡5黒鹿57 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 482＋ 8 〃 クビ 123．6
11 アドマイヤランディ 牡5栗 57 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 522± 01：51．51	 18．2�
67 リーゼントロック 牡5黒鹿57 坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 522－ 61：51．6クビ 37．6�
56 ポイントブランク 牡6栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 554－ 21：52．02
 38．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 68，970，000円 複勝： 105，934，000円 枠連： 45，746，400円
馬連： 244，752，400円 馬単： 110，927，100円 ワイド： 110，895，800円
3連複： 341，626，900円 3連単： 574，481，700円 計： 1，603，334，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 120円 � 120円 � 190円 枠 連（6－8） 400円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 220円 �� 510円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 5，840円

票 数

単勝票数 計 689700 的中 � 112690（2番人気）
複勝票数 計1059340 的中 � 245042（2番人気）� 285192（1番人気）� 98286（5番人気）
枠連票数 計 457464 的中 （6－8） 88112（1番人気）
馬連票数 計2447524 的中 �� 323362（1番人気）
馬単票数 計1109271 的中 �� 63051（3番人気）
ワイド票数 計1108958 的中 �� 147140（1番人気）�� 50177（6番人気）�� 69760（4番人気）
3連複票数 計3416269 的中 ��� 208492（3番人気）
3連単票数 計5744817 的中 ��� 71224（10番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．8―12．7―12．9―12．5―12．2―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．9―35．7―48．4―1：01．3―1：13．8―1：26．0―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
3（6，7）＝（2，12）－（8，11）10，4，5－（1，9）
3（6，7）（2，12）（8，11）（4，10）5（1，9）

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

勝馬の
紹 介

タムロミラクル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2015．2．8 小倉2着

2012．3．15生 牡4青鹿 母 タムロイーネー 母母 フィールドロマン 20戦5勝 賞金 96，552，000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。

2801210月8日 曇 良 （28京都4）第1日 第12競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

23 ユアマイラブ 牡3鹿 55 F．ヴェロンユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444－ 21：12．2 5．6�
（仏）

11 ワキノハガクレ 牡4黒鹿57 川田 将雅脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 424－ 21：12．3� 3．8�
815 ローゼンタール 牝3栗 53 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 506－ 4 〃 クビ 5．3�
47 メイショウフレイヤ 牝3栗 53 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 464± 01：12．4� 18．2�
59 タガノフォルトゥナ 牡3鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 4 〃 クビ 3．9�
714� シゲルノマオイ 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 488＋ 21：12．5� 32．0�
24 テイエムリヴィエラ 牝5鹿 55 池添 謙一竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B476± 01：12．71	 19．4	
612 リバーサイドパーク 牝3鹿 53 福永 祐一
飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 442－ 21：12．8
 14．9�
816 クラウンヴォルカン 牡3青 55 荻野 琢真矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 502＋12 〃 ハナ 39．6�
611 セルリアンコスモ 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿
イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 518± 01：12．9� 99．9
12 シアワセデス 牝3鹿 53 和田 竜二窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 484＋101：13．0� 60．8�
713 ホイールバーニング 牡3栗 55 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 41：13．21� 23．7�
48 シンゼンスタチュー �3黒鹿55 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 498－ 81：13．62� 17．9�
510 ゴルトシュミット 牡3栗 55

52 ▲坂井 瑠星 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 61：13．91
 81．8�

36 サカダッシュ 牡4鹿 57 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 478＋ 81：14．0� 128．6�
（15頭）

35 ビリケンラッシュ 牡3鹿 55
53 △義 英真市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 浦河 谷川牧場 490－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 44，941，600円 複勝： 63，316，900円 枠連： 31，548，100円
馬連： 144，907，600円 馬単： 54，462，000円 ワイド： 68，115，900円
3連複： 171，151，900円 3連単： 242，868，500円 計： 821，312，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 150円 � 160円 枠 連（1－2） 860円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 500円 �� 570円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 12，610円

票 数

単勝票数 差引計 449416（返還計 11249） 的中 � 63441（4番人気）
複勝票数 差引計 633169（返還計 16775） 的中 � 89659（4番人気）� 121231（2番人気）� 101021（3番人気）
枠連票数 差引計 315481（返還計 315） 的中 （1－2） 28344（2番人気）
馬連票数 差引計1449076（返還計 80260） 的中 �� 90367（4番人気）
馬単票数 差引計 544620（返還計 30545） 的中 �� 14440（10番人気）
ワイド票数 差引計 681159（返還計 43776） 的中 �� 35231（5番人気）�� 29676（6番人気）�� 39940（4番人気）
3連複票数 差引計1711519（返還計183937） 的中 ��� 55755（4番人気）
3連単票数 差引計2428685（返還計245716） 的中 ��� 13954（19番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．1―12．1―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―36．2―48．3―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 ・（7，15）（3，10）（2，9）1，12（11，13）4（8，16）6，14 4 7，15（3，9）（1，10）（2，12）11（13，4）（6，16）（8，14）

勝馬の
紹 介

ユアマイラブ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 トワイニング デビュー 2015．11．1 京都4着

2013．2．24生 牡3鹿 母 デイトユアドリーム 母母 マ ハ ー ブ 5戦2勝 賞金 14，900，000円
〔競走除外〕 ビリケンラッシュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右肩部打撲傷〕を発症したため競走除外。

発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ビリケンラッシュ号は，平成28年10月9日から平成28年11月7日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノサンレオ号
（非抽選馬） 2頭 スリーパスポート号・トーコーブリザード号
※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。



（28京都4）第1日 10月8日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166頭 本 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 手 当

204，270，000円
13，190，000円
1，390，000円
20，780，000円
67，204，000円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
453，778，900円
818，132，400円
244，949，000円
1，078，127，000円
556，439，600円
588，202，100円
1，470，168，800円
2，287，391，700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 7，497，189，500円

総入場人員 16，576名 （有料入場人員 15，580名）
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