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2802510月10日 晴 稍重 （28京都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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

47 クレスコブレイブ 牡2栗 55 浜中 俊堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 518－ 21：52．9 16．3�
35 ナムラスパルタクス 牡2黒鹿55 松山 弘平奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 448± 01：53．0� 3．9�
11 ノーブルサターン 牡2黒鹿55 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 506－ 8 〃 アタマ 65．1�
48 アロマティカス 牡2鹿 55

53 △城戸 義政山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B438＋ 41：54．27 92．1�
23 ミズデッポウ 牡2栗 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 浜本牧場 470＋ 41：54．3クビ 63．7�
714 セルリアンアラシ 牡2栗 55 国分 優作�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 476＋ 61：54．4� 2．7	
24 ヤマニンフィオレロ 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 日高 道見牧場 460＋ 61：54．61� 16．8

36 シゲルオカピ 牡2黒鹿55 菱田 裕二森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 大典牧場 454＋101：54．7クビ 8．6�
612 ワンダーウマス 牡2鹿 55 M．デムーロ山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか 白井 吉美 462－ 41：56．08 5．8�
713 メザセテッペン 牡2栗 55

52 ▲森 裕太朗西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 456＋ 41：56．63� 93．2
59 ランドジュピター 牡2鹿 55 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 458＋ 61：57．02� 39．0�
816 ゴールドシチー 牡2黒鹿55 小牧 太本間 茂氏 山内 研二 浦河 大道牧場 468± 01：57．32 22．3�
611 シャーロック 牡2鹿 55 酒井 学薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 470－ 81：57．51� 125．9�
12 ビップディオス 牡2栗 55 F．ヴェロン鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 484－ 41：57．82 54．3�

（仏）

815 ヘヴンウェイ 牡2鹿 55
52 ▲荻野 極野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 本桐牧場 474± 01：58．01 15．6�

510 シゲルマサイキリン 牡2芦 55
53 △義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 青森 青南ムラカミ

ファーム 468＋ 21：58．85 115．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，016，200円 複勝： 29，810，000円 枠連： 13，455，300円
馬連： 46，499，100円 馬単： 25，759，700円 ワイド： 30，697，800円
3連複： 71，526，800円 3連単： 90，129，100円 計： 327，894，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 530円 � 170円 � 1，480円 枠 連（3－4） 1，820円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 6，780円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 13，900円 �� 4，760円

3 連 複 ��� 92，970円 3 連 単 ��� 526，960円

票 数

単勝票数 計 200162 的中 � 9786（6番人気）
複勝票数 計 298100 的中 � 12856（7番人気）� 60618（2番人気）� 4186（13番人気）
枠連票数 計 134553 的中 （3－4） 5708（8番人気）
馬連票数 計 464991 的中 �� 11315（12番人気）
馬単票数 計 257597 的中 �� 2847（23番人気）
ワイド票数 計 306978 的中 �� 7762（11番人気）�� 555（73番人気）�� 1638（43番人気）
3連複票数 計 715268 的中 ��� 577（163番人気）
3連単票数 計 901291 的中 ��� 124（915番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．1―12．9―12．8―12．9―12．9―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．0―48．9―1：01．7―1：14．6―1：27．5―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クレスコブレイブ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2016．8．14 新潟9着

2014．2．28生 牡2栗 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ワンダーウマス号の騎手M．デムーロは，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

ミズデッポウ号の騎手水口優也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番）
ナムラスパルタクス号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘヴンウェイ号・シゲルマサイキリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年
11月10日まで平地競走に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2802610月10日 晴 良 （28京都4）第3日 第2競走 ��
��1，400�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
1：20．5
1：20．3

良
良

11 ボンセルヴィーソ 牡2栗 55 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 470± 01：21．6 5．1�
66 ラニカイサンデー 牡2鹿 55 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 442＋ 41：21．81� 3．7�
810 シュンヒーロー 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 畠山牧場 470± 01：22．22	 38．3�
33 シゲルブルドッグ 牡2黒鹿55 田中 健森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 三村 卓也 450－ 41：22．51
 109．9�
55 メイショウハガネ 牡2黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 日高 下河辺牧場 456＋ 2 〃 ハナ 5．6�
79 ブライトメジャー 牝2栗 54 C．ルメール 谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 446＋ 6 〃 アタマ 2．7	
811 ヤクシャハソロッタ 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星小田切 光氏 寺島 良 浦河 木村牧場 432－ 21：22．6	 45．9

78 ビップソルダー 牡2鹿 55 小牧 太鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 452－ 4 〃 ハナ 37．5�
22 ヒデサンレガシー 牡2黒鹿55 畑端 省吾井之口二三雄氏 服部 利之 浦河 富田牧場 B454－ 61：22．7	 14．6�
44 シゲルカモシカ 牡2鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水丸牧場 438－ 61：23．01
 63．3
67 キ ャ ラ バ ン 牡2栗 55 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 486－ 41：23．74 12．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，922，300円 複勝： 33，418，700円 枠連： 10，425，000円
馬連： 50，100，600円 馬単： 29，005，600円 ワイド： 29，038，900円
3連複： 72，349，500円 3連単： 108，834，500円 計： 356，095，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 160円 � 750円 枠 連（1－6） 650円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，940円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 20，880円

票 数

単勝票数 計 229223 的中 � 35818（3番人気）
複勝票数 計 334187 的中 � 50625（3番人気）� 67922（2番人気）� 8210（7番人気）
枠連票数 計 104250 的中 （1－6） 12346（2番人気）
馬連票数 計 501006 的中 �� 51834（2番人気）
馬単票数 計 290056 的中 �� 14813（5番人気）
ワイド票数 計 290389 的中 �� 23538（3番人気）�� 3595（21番人気）�� 3661（19番人気）
3連複票数 計 723495 的中 ��� 9503（18番人気）
3連単票数 計1088345 的中 ��� 3778（69番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．4―11．2―11．6―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．1―46．3―57．9―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンセルヴィーソ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 サクラローレル デビュー 2016．8．20 小倉8着

2014．3．8生 牡2栗 母 バ イ モ ユ リ 母母 リュバンドール 3戦1勝 賞金 5，750，000円

第４回 京都競馬 第３日



2802710月10日 晴 良 （28京都4）第3日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時55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
1：32．3
1：32．3

良
良

815 リ ナ ー テ 牝2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468 ―1：38．0 2．2�
611 ダンツストーク 牝2青鹿54 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 442 ―1：38．1� 144．9�
48 ダノンディーヴァ 牝2黒鹿54 松山 弘平�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 462 ―1：38．31� 20．9�
35 ローズストリート 牝2鹿 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476 ―1：38．4� 5．8�
713 イ ズ ナ 牝2黒鹿54 秋山真一郎杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 426 ― 〃 クビ 118．3	
816 ヴ ィ ニ ー 牝2鹿 54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482 ―1：38．5クビ 4．5

510 ワンダーアマービレ 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極山本 信行氏 日吉 正和 新ひだか 城地 清満 436 ―1：38．71� 97．2�
47 レッドストーリア 牝2鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 410 ― 〃 ハナ 12．7�
714 トーホウボニータ 牝2芦 54

52 △義 英真東豊物産� 崎山 博樹 新ひだか 前川 正美 434 ― 〃 ハナ 189．8
23 アグネスリュウメ 牝2鹿 54 岩田 康誠渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 464 ―1：38．8� 35．6�
36 ディセントラ 牝2鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456 ― 〃 クビ 76．9�
11 バ ル ベ ー ラ 牝2青鹿54 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 430 ―1：38．9クビ 29．7�
59 キタノユーリン 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 476 ― 〃 クビ 87．0�
12 クールデザイン 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 436 ―1：39．0クビ 7．0�
612 レインボータワー 牝2青鹿54 菱田 裕二�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 422 ―1：39．32 273．5�
24 スニグラーチカ 牝2鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458 ―1：40．68 36．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，822，300円 複勝： 39，636，400円 枠連： 19，910，100円
馬連： 56，080，600円 馬単： 31，582，300円 ワイド： 33，485，400円
3連複： 76，176，700円 3連単： 109，642，100円 計： 404，335，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 2，390円 � 420円 枠 連（6－8） 4，720円

馬 連 �� 16，650円 馬 単 �� 20，090円

ワ イ ド �� 5，050円 �� 1，100円 �� 15，920円

3 連 複 ��� 68，750円 3 連 単 ��� 275，050円

票 数

単勝票数 計 378223 的中 � 133538（1番人気）
複勝票数 計 396364 的中 � 118233（1番人気）� 2947（14番人気）� 19637（6番人気）
枠連票数 計 199101 的中 （6－8） 3267（14番人気）
馬連票数 計 560806 的中 �� 2609（34番人気）
馬単票数 計 315823 的中 �� 1179（54番人気）
ワイド票数 計 334854 的中 �� 1684（41番人気）�� 8158（10番人気）�� 529（77番人気）
3連複票数 計 761767 的中 ��� 831（129番人気）
3連単票数 計1096421 的中 ��� 289（584番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．5―13．2―13．1―12．5―11．3―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．8―50．0―1：03．1―1：15．6―1：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F34．9
3 ・（11，12）15（8，13）（9，14）（3，6，5，16）7（2，10）（1，4） 4 ・（11，12）15（8，13，14）（3，9，5，16）（6，7）（2，10）4，1

勝馬の
紹 介

リ ナ ー テ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Orpen 初出走

2014．1．31生 牝2黒鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2802810月10日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（28京都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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：11．2良・重

66 マイネルレハイム 牡4栗 60 熊沢 重文 �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 478＋ 23：22．5 2．1�

11 メイショウクローバ 牝5鹿 58 平沢 健治松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 532＋ 83：23．13� 3．2�
44 � スズカグランデ �5栗 60 林 満明永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 432＋103：24．05 21．8�
77 トウケイドライヴ 牡3鹿 58 黒岩 悠木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 466± 03：25．59 40．6�
22 クリノイザナミ 牝5青 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 456＋ 63：25．71� 5．2�
55 アルスマルカート 牡8栗 60 西谷 誠池田 正孝氏 森田 直行 新ひだか 矢野牧場 490＋ 83：29．9大差 23．6	
88 マンテンロード 牡3黒鹿58 田村 太雅小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 466＋ 63：34．1大差 13．0

33 サウンドウィケット 牡3青鹿58 植野 貴也増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 大北牧場 464－ 2 （競走中止） 11．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 16，785，700円 複勝： 14，358，800円 枠連： 発売なし
馬連： 32，172，100円 馬単： 22，202，900円 ワイド： 16，240，900円
3連複： 43，380，800円 3連単： 99，019，800円 計： 244，161，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 270円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 200円 �� 730円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 7，320円

票 数

単勝票数 計 167857 的中 � 63917（1番人気）
複勝票数 計 143588 的中 � 51592（1番人気）� 25810（2番人気）� 8079（6番人気）
馬連票数 計 321721 的中 �� 73386（1番人気）
馬単票数 計 222029 的中 �� 25832（2番人気）
ワイド票数 計 162409 的中 �� 25481（1番人気）�� 5016（11番人気）�� 3732（14番人気）
3連複票数 計 433808 的中 ��� 13108（10番人気）
3連単票数 計 990198 的中 ��� 9807（23番人気）
上り 1マイル 1：47．7 4F 51．3－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

�
�
2－6－（3，1，4）＝7－5＝8・（2，6）－1－4＝7＝5＝8

勝馬の
紹 介

マイネルレハイム �

父 マツリダゴッホ �


母父 スターオブコジーン デビュー 2014．6．14 阪神7着

2012．4．13生 牡4栗 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル 障害：3戦1勝 賞金 11，250，000円
〔騎手変更〕 マンテンロード号の騎手佐久間寛志は，第2日第4競走での落馬負傷のため田村太雅に変更。
〔競走中止〕 サウンドウィケット号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



2802910月10日 晴 良 （28京都4）第3日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．8
1：59．8

良
良

810 レッドコルディス 牝2黒鹿54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 474 ―2：04．8 3．0�
77 アディラート 牡2黒鹿55 M．デムーロ安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 494 ―2：04．9� 4．1�
11 サンジェルヴェ 牡2青鹿55 池添 謙一 �社台レースホース浜田多実雄 安平 追分ファーム 460 ―2：05．32� 23．6�
22 ア ヴ ァ ン ト 牡2栗 55 岩田 康誠佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 484 ―2：05．4� 6．4�
89 ハニーゴールド 	2鹿 55 川田 将雅青芝商事� 池江 泰寿 新ひだか グランド牧場 488 ―2：05．71� 3．8	
66 ロ キ 牡2黒鹿 55

52 ▲荻野 極野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 林 孝輝 472 ― 〃 クビ 42．4

55 アーチザスカイ 牡2栗 55 F．ヴェロン �グリーンファーム中村 均 新ひだか 前田ファーム 508 ―2：05．8� 29．9�

（仏）

44 グランドエポワール 牡2黒鹿55 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 日高 スウィング
フィールド牧場 462 ―2：06．01� 19．5�

33 エンドオール 牡2栗 55 C．ルメール 前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486 ―2：07．38 9．8

78 ビップエクレア 牡2鹿 55
52 ▲坂井 瑠星鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 白瀬 盛雄 482 ―2：07．4� 73．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，541，400円 複勝： 30，135，300円 枠連： 11，642，100円
馬連： 47，104，700円 馬単： 30，045，700円 ワイド： 28，782，000円
3連複： 62，152，800円 3連単： 111，178，400円 計： 350，582，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 160円 � 460円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，260円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 14，460円

票 数

単勝票数 計 295414 的中 � 76859（1番人気）
複勝票数 計 301353 的中 � 65609（1番人気）� 52413（3番人気）� 11887（7番人気）
枠連票数 計 116421 的中 （7－8） 26445（1番人気）
馬連票数 計 471047 的中 �� 46988（3番人気）
馬単票数 計 300457 的中 �� 15986（3番人気）
ワイド票数 計 287820 的中 �� 29148（2番人気）�� 5374（16番人気）�� 5883（14番人気）
3連複票数 計 621528 的中 ��� 9965（17番人気）
3連単票数 計1111784 的中 ��� 5573（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．6―38．1―51．5―1：04．5―1：17．4―1：30．0―1：42．3―1：53．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドコルディス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Smart Strike 初出走

2014．3．14生 牝2黒鹿 母 ストライキングヴェイル 母母 Yashmak 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2803010月10日 晴 稍重 （28京都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

11 グレイトパール 牡3鹿 55 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 540－ 61：58．5 5．4�
710 キングサムソン 牡4鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 478± 01：59．13� 14．2�
57 グランジャー 牡3栗 55 F．ヴェロン水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 518－ 61：59．2� 29．2�

（仏）

22 サウスオブボーダー 牡3鹿 55 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 クビ 4．0�
68 キングルアウ 牡4鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム 512－ 21：59．41 13．4�
711 メイショウダッサイ 牡3黒鹿 55

53 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 486＋ 61：59．5� 56．3	
33 アナザープラネット 牡3鹿 55 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス
 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 482＋101：59．81� 2．2�
56 ディスピュート 牡3鹿 55

54 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 432＋ 62：00．33 27．9�
44 フジノナデシコ 牝3鹿 53 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 450＋ 2 〃 クビ 17．8
45 タマモベルガモ 牡3栗 55

52 ▲荻野 極タマモ
 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 482＋ 62：00．51� 16．5�
812 ネコハーバー 牡3鹿 55

52 ▲坂井 瑠星谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 462＋ 42：01．24 157．4�
813 ウォータースイング 牝3鹿 53 北村 友一山岡 良一氏 	島 一歩 浦河 畔高牧場 428－102：01．83� 202．0�
69 アドマイヤデライト 牡3黒鹿55 酒井 学近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 514－ 22：03．07 95．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，806，600円 複勝： 38，149，400円 枠連： 12，593，600円
馬連： 57，624，500円 馬単： 33，578，800円 ワイド： 38，955，500円
3連複： 89，668，100円 3連単： 138，846，000円 計： 442，222，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 270円 � 390円 � 860円 枠 連（1－7） 4，300円

馬 連 �� 5，730円 馬 単 �� 9，460円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 3，740円 �� 5，120円

3 連 複 ��� 50，450円 3 連 単 ��� 229，820円

票 数

単勝票数 計 328066 的中 � 48514（3番人気）
複勝票数 計 381494 的中 � 41693（3番人気）� 26006（5番人気）� 10272（9番人気）
枠連票数 計 125936 的中 （1－7） 2269（17番人気）
馬連票数 計 576245 的中 �� 7791（16番人気）
馬単票数 計 335788 的中 �� 2660（29番人気）
ワイド票数 計 389555 的中 �� 5392（18番人気）�� 2672（31番人気）�� 1941（36番人気）
3連複票数 計 896681 的中 ��� 1333（93番人気）
3連単票数 計1388460 的中 ��� 438（453番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―11．3―12．4―12．8―13．2―13．1―13．0―12．0―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．8―18．0―29．3―41．7―54．5―1：07．7―1：20．8―1：33．8―1：45．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレイトパール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．1．5 京都1着

2013．3．29生 牡3鹿 母 フォーチュンワード 母母 コパノオマモリ 4戦2勝 賞金 13，500，000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10日 晴 稍重 （28京都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）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

59 キョウワエステル 牝3鹿 53 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 480＋121：12．1 49．1�
713 ノーブルヴィーナス 牝4黒鹿55 四位 洋文吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 452＋ 2 〃 クビ 7．9�
612 アナフィエル 牝3栗 53 武 豊�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 4 〃 ハナ 25．3�
714 スーセントマリー 牝3鹿 53 M．デムーロ �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 494＋101：12．2アタマ 4．2�
611 プリティクイーン 牝3栗 53

50 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 440＋121：12．62� 41．6	
815 ボストンビリーヴ 牝6栗 55

53 △城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462－ 61：12．7クビ 49．2

12 オンリーワンスター 牝3鹿 53

50 ▲森 裕太朗�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 450－ 21：13．01� 3．3�
23 ウォーターラボ 牝4青鹿55 F．ヴェロン山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 468± 01：13．21� 7．8�

（仏）

36 フェアラフィネ 牝4芦 55 松山 弘平髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 440－ 81：13．3クビ 12．0
816 エイシンガイア 牝4鹿 55

53 △義 英真�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 464－10 〃 アタマ 157．5�
35 グルーヴァー 牝5青鹿 55

52 ▲荻野 極吉田 勝己氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：13．4� 7．6�
24 ラッシュストーム 牝3黒鹿 53

52 ☆中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 470＋ 21：13．61	 145．1�

48 ライラムーン 牝3鹿 53
52 ☆
島 克駿 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：13．7� 15．9�

510 マ チ ル ダ 牝5栗 55 田中 健萩 英男氏 福島 信晴 日高 中川 哲也 470＋ 41：14．44 98．1�
47 ジュエルメッセージ 牝3鹿 53 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 458＋ 4 〃 ハナ 28．2�
11 ライディングハイ 牝3鹿 53

50 ▲坂井 瑠星�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 474－ 81：14．82� 60．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，675，800円 複勝： 47，343，900円 枠連： 21，105，300円
馬連： 73，347，200円 馬単： 34，922，300円 ワイド： 45，075，300円
3連複： 104，778，200円 3連単： 140，998，800円 計： 501，246，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，910円 複 勝 � 1，040円 � 250円 � 580円 枠 連（5－7） 3，940円

馬 連 �� 17，850円 馬 単 �� 39，030円

ワ イ ド �� 4，390円 �� 11，570円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 102，850円 3 連 単 ��� 724，990円

票 数

単勝票数 計 336758 的中 � 5477（11番人気）
複勝票数 計 473439 的中 � 10657（11番人気）� 57976（3番人気）� 20214（8番人気）
枠連票数 計 211053 的中 （5－7） 4141（15番人気）
馬連票数 計 733472 的中 �� 3184（46番人気）
馬単票数 計 349223 的中 �� 671（99番人気）
ワイド票数 計 450753 的中 �� 2637（43番人気）�� 991（76番人気）�� 5982（21番人気）
3連複票数 計1047782 的中 ��� 764（216番人気）
3連単票数 計1409988 的中 ��� 141（1339番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．3―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワエステル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2016．2．27 阪神4着

2013．4．14生 牝3鹿 母 キョウワモンロー 母母 プティットイル 4戦2勝 賞金 13，200，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。

2803210月10日 晴 稍重 （28京都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）

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

811 ウォーターレスター 牡3黒鹿55 武 豊山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 526－ 21：52．7 12．1�
79 ドラゴンバローズ 牡4栗 57 浜中 俊猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 508± 0 〃 ハナ 2．3�
22 ゴールドインゴット 牡3黒鹿55 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 468± 01：52．91� 5．4�
33 イェドプリオル 牡4青鹿57 川田 将雅�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 522＋ 21：53．11� 3．8�
44 ウインランブル 牡3鹿 55 松山 弘平�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 468－ 8 〃 クビ 21．1�
67 ピッツバーグ 牡3鹿 55

52 ▲坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 506－ 21：53．2クビ 9．4	
810� メイショウハクラク 牡5栗 57 小林 徹弥松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 下河辺牧場 500± 01：53．41� 113．6

11 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿53 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 01：53．61� 12．3�
78 ダイナミックアロー 牡3鹿 55 秋山真一郎小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 492－ 41：54．23� 65．7�
55 カ ペ ナ 牡4芦 57 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 千歳 社台ファーム 540－ 6 〃 クビ 27．1
66 � サンライズフレンチ 牡5栗 57

55 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 526± 01：54．3クビ 86．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，473，600円 複勝： 37，612，100円 枠連： 14，168，600円
馬連： 67，496，700円 馬単： 41，059，600円 ワイド： 40，583，000円
3連複： 95，451，200円 3連単： 165，878，600円 計： 492，723，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 270円 � 120円 � 160円 枠 連（7－8） 850円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，100円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 17，920円

票 数

単勝票数 計 304736 的中 � 20076（5番人気）
複勝票数 計 376121 的中 � 25599（6番人気）� 109241（1番人気）� 55248（3番人気）
枠連票数 計 141686 的中 （7－8） 12791（3番人気）
馬連票数 計 674967 的中 �� 43323（4番人気）
馬単票数 計 410596 的中 �� 9762（12番人気）
ワイド票数 計 405830 的中 �� 23605（4番人気）�� 8409（14番人気）�� 37916（2番人気）
3連複票数 計 954512 的中 ��� 28524（8番人気）
3連単票数 計1658786 的中 ��� 6711（58番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―13．4―12．7―12．8―12．2―12．1―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．8―50．5―1：03．3―1：15．5―1：27．6―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォーターレスター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．7．2 中京4着

2013．3．7生 牡3黒鹿 母 グラールホーリー 母母 オオシマダリア 4戦1勝 賞金 10，120，000円
※ピッツバーグ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2803310月10日 晴 稍重 （28京都4）第3日 第9競走
顕彰者選定記念

��
��1，200�レジェンドトレーナーカップ

発走14時25分 （橋口弘次郎元調教師） （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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

815 ショコラブラン 牡4芦 57 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472± 01：11．0 2．4�
713 コパノリスボン 牡3栗 55 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 500＋12 〃 クビ 39．1�
24 � ブロンズテーラー 牝5青鹿55 国分 恭介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 468＋201：11．1	 48．4�
11 ライドオンウインド 牡4栗 57 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 496－ 41：11．2クビ 62．8�
714� エビスグレイト 
6黒鹿57 菱田 裕二加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 488± 01：11．52 31．1	
47 ア レ ッ ト 
5青 57 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋16 〃 クビ 17．6

35 セクシーボーイ 牡5鹿 57 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478－ 21：11．6クビ 26．1�
510 プレシャスルージュ 
4黒鹿57 秋山真一郎 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 81：11．7� 19．5�
48 ラフィネシチー 牝5青鹿55 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 470＋121：11．8クビ 30．9
12 ヨウライフク 
4栗 57 北村 友一小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B502＋ 61：12．01� 27．9�
816 ツィンクルソード 牡5芦 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 ハナ 45．5�
611 ヨ ン カ ー 牡3芦 55 C．ルメール 吉田 和美氏 和田正一郎 米

Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

556＋ 8 〃 クビ 3．7�
36 ラブミークン 牡4栗 57 F．ヴェロン小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 496＋101：12．21� 33．4�

（仏）

23 サンライズトーク 
6芦 57 �島 克駿松岡 隆雄氏 渡辺 薫彦 新ひだか 鳥井牧場 498＋ 61：12．41 191．1�
612 シルバードリーム 牝3栃栗53 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 462＋ 61：12．5� 12．7�
59 ミ ス キ ラ ラ 牝3黒鹿53 池添 謙一窪田 康志氏 池添 学 新冠 若林牧場 490＋ 61：13．35 8．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，013，000円 複勝： 68，990，400円 枠連： 33，408，800円
馬連： 128，179，600円 馬単： 63，720，500円 ワイド： 74，897，800円
3連複： 182，072，400円 3連単： 255，305，200円 計： 853，587，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 960円 � 920円 枠 連（7－8） 1，960円

馬 連 �� 4，980円 馬 単 �� 7，260円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，970円 �� 15，010円

3 連 複 ��� 48，180円 3 連 単 ��� 164，090円

票 数

単勝票数 計 470130 的中 � 155968（1番人気）
複勝票数 計 689904 的中 � 223747（1番人気）� 13278（14番人気）� 13788（13番人気）
枠連票数 計 334088 的中 （7－8） 13193（8番人気）
馬連票数 計1281796 的中 �� 19916（16番人気）
馬単票数 計 637205 的中 �� 6576（22番人気）
ワイド票数 計 748978 的中 �� 9230（21番人気）�� 9896（19番人気）�� 1260（99番人気）
3連複票数 計1820724 的中 ��� 2834（134番人気）
3連単票数 計2553052 的中 ��� 1128（468番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．0―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．3―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショコラブラン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．22 京都1着

2012．3．21生 牡4芦 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 18戦4勝 賞金 88，828，000円
※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。
（非抽選馬） 6頭 エルフィンコーブ号・オルフィーク号・キャプテンシップ号・スリラーインマニラ号・タッチシタイ号・

トーセンミッション号
※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。

2803410月10日 晴 良 （28京都4）第3日 第10競走
顕彰馬選定記念

��
��2，000�ジェンティルドンナメモリアル

発走15時00分 （芝・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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

22 トーセンビクトリー 牝4鹿 55 武 幸四郎島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464＋101：59．4 9．0�
55 ステイインシアトル 牡5黒鹿57 武 豊青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 8．6�
77 マキシマムドパリ 牝4芦 55 川田 将雅 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 460＋ 21：59．5� 5．0�
11 ショウナンバーキン 牝6青 55 F．ヴェロン国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 480＋ 81：59．71	 53．1�

（仏）

44 パドルウィール 牡5芦 57 池添 謙一 	シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486± 0 〃 ハナ 7．1


33 エアアンセム 牡5黒鹿57 C．ルメール �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 492－ 21：59．8
 5．9�
89 エーティータラント 牡6芦 57 古川 吉洋荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 504＋ 62：00．01	 41．6�
810 バ イ ガ エ シ 牡4黒鹿57 M．デムーロ菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 510＋ 22：00．21	 2．2
78 タマモネイヴィー 牡5鹿 57 岩田 康誠タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 504＋ 42：00．41	 89．9�
66 トミケンスラーヴァ 牡6鹿 57 松山 弘平冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 492－ 2 〃 アタマ 53．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 59，340，100円 複勝： 69，295，600円 枠連： 21，004，600円
馬連： 136，233，700円 馬単： 76，307，500円 ワイド： 68，401，300円
3連複： 175，405，700円 3連単： 348，671，200円 計： 954，659，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 280円 � 170円 枠 連（2－5） 3，370円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 940円 �� 690円 �� 700円

3 連 複 ��� 5，240円 3 連 単 ��� 35，870円

票 数

単勝票数 計 593401 的中 � 52246（6番人気）
複勝票数 計 692956 的中 � 65905（5番人気）� 58211（6番人気）� 122521（3番人気）
枠連票数 計 210046 的中 （2－5） 4823（15番人気）
馬連票数 計1362337 的中 �� 32623（14番人気）
馬単票数 計 763075 的中 �� 8663（29番人気）
ワイド票数 計 684013 的中 �� 18297（13番人気）�� 25743（9番人気）�� 25426（10番人気）
3連複票数 計1754057 的中 ��� 25064（19番人気）
3連単票数 計3486712 的中 ��� 7047（129番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．1―12．3―12．0―12．2―11．9―11．6―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―37．1―49．4―1：01．4―1：13．6―1：25．5―1：37．1―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F33．9
1
3
2，5（1，6）7（3，4）10（8，9）
2，5（1，6）（7，4）（3，9，10）8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンビクトリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．3 札幌3着

2012．4．23生 牝4鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 14戦5勝 賞金 88，679，000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10日 晴 良 （28京都4）第3日 第11競走
第51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，27．10．10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，27．10．9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 700，000円 200，000円 100，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

11 キタサンブラック 牡4鹿 58 武 豊�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 538＋ 22：25．5 1．8�
33 アドマイヤデウス 牡5栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 490± 0 〃 クビ 17．0�
810 ラブリーデイ 牡6黒鹿58 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：25．6� 4．4�
78 サウンズオブアース 牡5黒鹿56 M．デムーロ吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 510＋ 82：25．7� 4．8�
89 ヒットザターゲット 牡8栗 56 小牧 太前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 514＋ 22：25．91 49．0	
77 アクションスター 牡6栗 56 北村 友一福井 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 472－ 4 〃 ハナ 178．5

44 ラストインパクト 牡6青鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 角居 勝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋102：26．11	 11．9�
66 ヤマカツライデン 牡4黒鹿56 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 532± 02：26．31	 11．4�
22 ファタモルガーナ 
8鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 500＋ 8 〃 クビ 85．1
55 タマモベストプレイ 牡6栗 56 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 478－ 42：26．93� 74．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 254，599，300円 複勝： 375，817，600円 枠連： 80，467，000円
馬連： 645，841，900円 馬単： 440，511，800円 ワイド： 306，876，000円
3連複： 947，004，200円 3連単： 2，713，168，900円 計： 5，764，286，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 230円 � 140円 枠 連（1－3） 1，260円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 400円 �� 190円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 7，400円

票 数

単勝票数 計2545993 的中 � 1102891（1番人気）
複勝票数 計3758176 的中 � 2159996（1番人気）� 173456（6番人気）� 415679（3番人気）
枠連票数 計 804670 的中 （1－3） 49128（6番人気）
馬連票数 計6458419 的中 �� 351205（6番人気）
馬単票数 計4405118 的中 �� 167181（7番人気）
ワイド票数 計3068760 的中 �� 183047（6番人気）�� 491742（2番人気）�� 79986（11番人気）
3連複票数 計9470042 的中 ��� 466283（7番人気）
3連単票数 計27131689 的中 ��� 265743（24番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．0―13．0―12．8―12．2―12．7―13．0―11．9―11．1―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．2―36．2―49．2―1：02．0―1：14．2―1：26．9―1：39．9―1：51．8―2：02．9―2：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．6―3F33．7
1
3
6，1（3，10）4（9，5）8－7＝2・（6，1）（3，10）（4，5）（9，2）8，7

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

勝馬の
紹 介

キタサンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．1．31 東京1着

2012．3．10生 牡4鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 12戦7勝 賞金 642，793，000円
〔制裁〕 サウンズオブアース号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

ヒットザターゲット号の騎手小牧太は，最後の直線コース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）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりキタサンブラック号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

2803610月10日 晴 稍重 （28京都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
1：21．5

重
不良

816 ジ オ ラ マ 牡3栗 55 C．ルメール �G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 522－ 81：24．1 4．7�
815 ファビラスヒーロー �3芦 55

53 △義 英真吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 468＋ 61：24．2� 63．8�
36 � キングカーティス 牡4鹿 57 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 452－101：24．3	 118．5�
59 � タイキレガトゥス 牡4栗 57 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B466± 01：24．62 7．4�
23 ペプチドブラッサム 牝3鹿 53 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 410－ 61：25．13 32．7	
12 アリアカンタービレ 牝3青鹿53 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 434－101：25．2クビ 79．3

510 メイショウグンパイ 牡3黒鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 480＋ 2 〃 クビ 5．9�
714 タイセイプレゼンス 牡3黒鹿55 川須 栄彦田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 480＋ 61：25．3	 15．9�
47 アグネスエーデル 牡4鹿 57 武 豊渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 514－ 61：25．51
 3．9
11 コパノアラジン 牡3栗 55 藤岡 康太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 524＋ 21：25．6クビ 17．2�
713 パセンジャーシップ 牝4芦 55

52 ▲荻野 極吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 494－18 〃 ハナ 8．6�
24 サンディークス �4黒鹿57 酒井 学 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B452＋ 61：25．81	 130．7�
611 ブラックバード 牡4鹿 57 川田 将雅 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 462－ 81：26．12 10．1�
48 � エンプレスペスカ 牝5青鹿55 熊沢 重文山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 478－ 4 〃 クビ 86．1�
35 � アイファーウタオー 牡3黒鹿 55

54 ☆�島 克駿中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 B488－ 41：27．710 54．2�
612 セカンドエフォート 牡3青鹿55 F．ヴェロン �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 494＋ 8 （競走中止） 22．2�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，345，000円 複勝： 70，123，000円 枠連： 42，308，900円
馬連： 182，030，100円 馬単： 70，613，000円 ワイド： 84，901，700円
3連複： 233，911，400円 3連単： 346，854，000円 計： 1，092，087，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 1，760円 � 2，730円 枠 連（8－8） 14，260円

馬 連 �� 17，700円 馬 単 �� 22，420円

ワ イ ド �� 5，120円 �� 9，650円 �� 64，240円

3 連 複 ��� 480，630円 3 連 単 ��� 1，676，460円

票 数

単勝票数 計 613450 的中 � 103010（2番人気）
複勝票数 計 701230 的中 � 110595（2番人気）� 9088（13番人気）� 5773（16番人気）
枠連票数 計 423089 的中 （8－8） 2299（31番人気）
馬連票数 計1820301 的中 �� 8482（40番人気）
馬単票数 計 706130 的中 �� 2362（69番人気）
ワイド票数 計 849017 的中 �� 4307（43番人気）�� 2272（69番人気）�� 339（120番人気）
3連複票数 計2339114 的中 ��� 365（422番人気）
3連単票数 計3468540 的中 ��� 150（2005番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．6―12．3―12．4―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．7―34．3―46．6―59．0―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ オ ラ マ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2015．11．8 京都4着

2013．5．6生 牡3栗 母 マウンテンエンジェル 母母 All An Angel 5戦2勝 賞金 14，350，000円
〔競走中止〕 セカンドエフォート号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 チョウエンペラー号
（非抽選馬） 2頭 アルパーシャン号・サンライズアルプス号
※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。

４レース目



（28京都4）第3日 10月10日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 153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 手 当

308，070，000円
2，530，000円
10，720，000円
1，880，000円
34，680，000円
61，086，500円
4，613，600円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
646，341，300円
854，691，200円
280，489，300円
1，522，710，800円
899，309，700円
797，935，600円
2，153，877，800円
4，628，526，600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 11，783，882，300円

総入場人員 39，104名 （有料入場人員 ）
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