
2801310月8日 晴 重 （29京都4）第2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
1：23．6
1：23．0

重
重

55 マッスルマサムネ 牡2鹿 55 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 486＋ 61：24．9 2．1�
810 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 492－ 21：25．43 4．7�
66 スカイルーク 牡2鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 452－ 41：26．14 34．3�
22 サンドクイーン 牝2栗 54 福永 祐一�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 502－ 41：26．2� 4．1�
44 オルボンディール 牝2黒鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 41：27．47 7．1	
33 ダイキリシマ 牡2黒鹿55 国分 恭介西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 468± 01：27．5クビ 193．8

11 シミズミナト 牡2栗 55

54 ☆岩崎 翼山本 茂氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田 猛 480＋ 4 〃 アタマ 174．2�
78 テ オ ゲ ネ ス 牡2鹿 55 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 462＋ 21：27．71	 21．4�
79 マ エ ガ ミ 牝2黒鹿54 柴田 未崎副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 424－101：28．12� 158．2
67 ヒ ダ ザ ク ラ 牝2黒鹿54 北村 友一日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 ハナ 46．6�
811 アイファーアピール 牝2鹿 54 和田 竜二中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 474＋ 41：28．41� 90．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，054，500円 複勝： 40，387，100円 枠連： 9，230，000円
馬連： 48，366，900円 馬単： 31，712，800円 ワイド： 27，669，200円
3連複： 71，645，400円 3連単： 132，641，500円 計： 388，707，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 500円 枠 連（5－8） 390円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 230円 �� 710円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 5，870円

票 数

単勝票数 計 270545 的中 � 107374（1番人気）
複勝票数 計 403871 的中 � 165716（1番人気）� 68425（3番人気）� 10015（6番人気）
枠連票数 計 92300 的中 （5－8） 17898（2番人気）
馬連票数 計 483669 的中 �� 94228（2番人気）
馬単票数 計 317128 的中 �� 35778（2番人気）
ワイド票数 計 276692 的中 �� 37534（2番人気）�� 8986（7番人気）�� 6816（9番人気）
3連複票数 計 716454 的中 ��� 29282（4番人気）
3連単票数 計1326415 的中 ��� 16356（18番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッスルマサムネ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．6．17 阪神3着

2015．2．8生 牡2鹿 母 プントバンコ 母母 ポリーズフリート 3戦1勝 賞金 8，800，000円

2801410月8日 晴 稍重 （29京都4）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：08．0
1：07．8

良
良

67 スノーガーデン 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 456－ 41：09．2 101．6�
11 メイショウトラマツ 牡2栗 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 492± 01：09．41� 2．7�
79 ディアボレット 牝2栗 54

51 ▲富田 暁�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 428－ 21：09．5� 13．9�
33 タガノヒバナ 牡2栗 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± 01：09．6� 2．8�
22 キンショーブラック 牝2黒鹿54 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 新冠 土井牧場 470＋10 〃 クビ 24．6�
66 シゲルエダマメ 牡2青鹿55 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 日高 高山 博 504＋121：09．81 62．1	
55 ラペールノアール 牝2青 54 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 384－ 61：09．9� 5．5

44 ゴーオンザステージ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太前田 剛氏 宮本 博 新ひだか 岡田スタツド 392＋ 21：10．0� 174．5�
810 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 486＋ 6 〃 クビ 7．4�
811 ローズベスト 牝2鹿 54 川須 栄彦中島 俊房氏 作田 誠二 新ひだか 小河 豊水 450＋ 4 〃 アタマ 109．0
78 ネオテスタメント 牡2青鹿 55

52 ▲森 裕太朗吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 日の出牧場 442＋101：10．21� 60．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 27，736，200円 複勝： 33，169，900円 枠連： 9，233，800円
馬連： 49，666，400円 馬単： 29，661，000円 ワイド： 32，161，400円
3連複： 70，734，300円 3連単： 116，575，600円 計： 368，938，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，160円 複 勝 � 1，150円 � 140円 � 300円 枠 連（1－6） 4，740円

馬 連 �� 10，790円 馬 単 �� 32，000円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 5，390円 �� 520円

3 連 複 ��� 20，770円 3 連 単 ��� 224，780円

票 数

単勝票数 計 277362 的中 � 2318（9番人気）
複勝票数 計 331699 的中 � 5273（9番人気）� 89694（1番人気）� 24620（5番人気）
枠連票数 計 92338 的中 （1－6） 1507（15番人気）
馬連票数 計 496664 的中 �� 3565（21番人気）
馬単票数 計 296610 的中 �� 695（52番人気）
ワイド票数 計 321614 的中 �� 3044（21番人気）�� 1456（35番人気）�� 17134（6番人気）
3連複票数 計 707343 的中 ��� 2554（43番人気）
3連単票数 計1165756 的中 ��� 376（339番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―11．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．1―45．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノーガーデン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．8 中京11着

2015．4．10生 牝2鹿 母 ユキノレッシャ 母母 レイサッシュ 4戦1勝 賞金 5，000，000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２日



2801510月8日 晴 稍重 （29京都4）第2日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時55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

88 ウォーターパルフェ 牡2鹿 55 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 474－ 22：01．2 3．9�
11 ウォルビスベイ 牡2黒鹿55 武 豊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450± 02：01．3� 1．4�
33 ウインイノベーター 牡2鹿 55 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 448＋ 22：01．51� 16．2�
55 キングフォルテ 牡2鹿 55 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 492－ 22：01．71� 67．5�
66 リバプールタウン 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 480－ 4 〃 クビ 34．3	
22 モンファロン 牡2黒鹿55 和田 竜二杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 460－ 22：01．91� 12．8

44 ヴィンセント 牡2黒鹿55 岩田 康誠�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422± 02：02．43 14．6�
89 ロイヤルパールス 牡2鹿 55 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 492＋ 22：02．82� 40．1�
77 ドストライク 牡2黒鹿55 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 490－102：03．01� 172．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 31，782，500円 複勝： 93，344，500円 枠連： 8，523，600円
馬連： 45，885，000円 馬単： 34，307，000円 ワイド： 32，155，700円
3連複： 57，860，200円 3連単： 150，302，400円 計： 454，160，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 100円 � 100円 � 160円 枠 連（1－8） 170円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 110円 �� 340円 �� 310円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 2，750円

票 数

単勝票数 計 317825 的中 � 67299（2番人気）
複勝票数 計 933445 的中 � 105609（2番人気）� 703313（1番人気）� 28559（4番人気）
枠連票数 計 85236 的中 （1－8） 38769（1番人気）
馬連票数 計 458850 的中 �� 202495（1番人気）
馬単票数 計 343070 的中 �� 41321（2番人気）
ワイド票数 計 321557 的中 �� 111073（1番人気）�� 16739（6番人気）�� 19021（5番人気）
3連複票数 計 578602 的中 ��� 83640（2番人気）
3連単票数 計1503024 的中 ��� 39516（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．4―48．9―1：01．4―1：14．1―1：26．0―1：38．0―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォーターパルフェ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．7．23 中京5着

2015．1．28生 牡2鹿 母 ウォータープレミア 母母 ラ パ シ オ ン 5戦1勝 賞金 11，700，000円
〔その他〕 ドストライク号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。

2801610月8日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （29京都4）第2日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：28．4良・良

11 トーアディラン �4栗 60 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 478－ 63：35．7 7．4�
77 ミヤジタイガ 牡7鹿 62 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 508＋103：36．33� 1．6�
44 ビコーピリラニ 牡7栗 61 田村 太雅�レジェンド 田所 秀孝 日高 高柳 隆男 496＋103：36．51 20．4�
66 ゼンノトライブ 牡4黒鹿60 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 450＋123：36．6� 5．7�
22 マイネルフェアネス 牡3栗 58 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 浦河 斉藤英牧場 496－ 83：38．09 12．6	
55 クリノダイコクテン 牡6栃栗62 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 482＋ 83：38．32 4．9

33 ハギノセゾン 牝6青鹿58 中村 将之安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 494＋ 63：38．4� 49．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 18，547，600円 複勝： 16，620，800円 枠連： 発売なし
馬連： 31，392，400円 馬単： 22，262，600円 ワイド： 17，110，800円
3連複： 39，027，700円 3連単： 110，675，100円 計： 255，637，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，280円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 15，920円

票 数

単勝票数 計 185476 的中 � 19788（4番人気）
複勝票数 計 166208 的中 � 21426（4番人気）� 71048（1番人気）
馬連票数 計 313924 的中 �� 41949（3番人気）
馬単票数 計 222626 的中 �� 9320（7番人気）
ワイド票数 計 171108 的中 �� 20239（3番人気）�� 2991（15番人気）�� 8278（7番人気）
3連複票数 計 390277 的中 ��� 11715（9番人気）
3連単票数 計1106751 的中 ��� 5038（50番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．6－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

�
�
6－7－4－1（5，2）－3・（6，7）（1，4）＝2，5－3

勝馬の
紹 介

トーアディラン �

父 カ ン パ ニ ー �


母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．6．21 東京9着

2013．2．14生 �4栗 母 トーアビバリーヒル 母母 トーアハリウッド 障害：11戦2勝 賞金 32，700，000円
〔制裁〕 ビコーピリラニ号の騎手田村太雅は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



2801710月8日 晴 良 （29京都4）第2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 ジュンヴァルロ 牡2栗 55 藤岡 康太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482 ―2：01．3 12．6�
67 ドミナートゥス 牡2黒鹿55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 478 ―2：01．61� 5．2�
22 アルゴセイコウ 牡2黒鹿55 武 豊エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 470 ―2：01．81� 9．1�
44 ピ リ カ ク ル 牝2鹿 54 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 490 ―2：02．22	 12．7�
66 カズロレンツォ 牡2黒鹿55 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 辻 牧場 474 ―2：02．62	 17．4	
33 テーオーフォース 牡2黒鹿55 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 468 ―2：02．91� 48．9

78 スターズテソーロ 牡2鹿 55 浜中 俊了德寺健二氏 吉村 圭司 新冠 つつみ牧場 502 ―2：03．21� 54．5�
11 ダノンフォワード 牡2栗 55 福永 祐一�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450 ―2：03．41 1．8�
811 クロンプリンツ 牡2青鹿55 北村 友一 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 456 ―2：03．5� 123．8
79 モズリュウオウ 牡2黒鹿55 和田 竜二 �キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 500 ―2：03．81� 18．7�
55 タイガートゥーレ 牡2芦 55 小牧 太伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 杵臼牧場 470 ―2：04．54 66．1�
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売 得 金
単勝： 37，680，400円 複勝： 47，125，900円 枠連： 12，228，800円
馬連： 53，877，400円 馬単： 32，463，000円 ワイド： 34，743，000円
3連複： 70，795，500円 3連単： 113，604，200円 計： 402，518，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 350円 � 200円 � 260円 枠 連（6－8） 1，230円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 780円 �� 990円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 29，170円

票 数

単勝票数 計 376804 的中 � 25164（4番人気）
複勝票数 計 471259 的中 � 31558（4番人気）� 66891（2番人気）� 48041（3番人気）
枠連票数 計 122288 的中 （6－8） 7664（6番人気）
馬連票数 計 538774 的中 �� 17564（8番人気）
馬単票数 計 324630 的中 �� 4605（18番人気）
ワイド票数 計 347430 的中 �� 11306（8番人気）�� 8727（11番人気）�� 16080（6番人気）
3連複票数 計 707955 的中 ��� 10866（17番人気）
3連単票数 計1136042 的中 ��� 2823（96番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．5―12．3―12．3―12．6―12．7―12．2―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．9―48．2―1：00．5―1：13．1―1：25．8―1：38．0―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジュンヴァルロ �
�
父 New Approach �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

2015．3．29生 牡2栗 母 ウェイクミーアップ 母母 Hymn of the Dawn 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2801810月8日 晴 重 （29京都4）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走12時45分（番組第8競走を順序変更） （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

22 � タ ピ ゾ ー 牡3芦 55 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.
Rutherford 494＋ 21：52．3 2．4�

11 セヴィルロアー 牡3鹿 55 和田 竜二北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 41：52．62 14．2�
88 シンゼンガンプ 牡5鹿 57

54 ▲富田 暁原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 472＋ 81：52．81 6．8�
55 スズカマイゲスト 牡3鹿 55

54 ☆	島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 476－ 6 〃 クビ 4．7�
44 アテンフェスタ 牡4栗 57 松山 弘平河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 B506＋ 61：52．9
 5．3�
66 テイケイラフイン 牝3青鹿 53

52 ☆城戸 義政兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 402－ 81：53．21� 74．7	
33 � マテラヴィクトリー 牡4栗 57 岡田 祥嗣大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Boolteenagh

Bloodstock 480－ 41：53．41
 5．3

89 スナークレッド 牡4鹿 57 丸山 元気杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 490± 01：54．14 59．3�
77 マヤノパーチェム 牡5栗 57 藤岡 佑介田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 482＋ 21：54．2クビ 78．7�
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売 得 金
単勝： 27，955，200円 複勝： 30，955，100円 枠連： 9，261，100円
馬連： 51，415，800円 馬単： 30，028，000円 ワイド： 29，771，700円
3連複： 60，058，400円 3連単： 114，098，400円 計： 353，543，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 310円 � 200円 枠 連（1－2） 2，020円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 540円 �� 370円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 10，480円

票 数

単勝票数 計 279552 的中 � 90452（1番人気）
複勝票数 計 309551 的中 � 76764（1番人気）� 19903（6番人気）� 38426（5番人気）
枠連票数 計 92611 的中 （1－2） 3547（11番人気）
馬連票数 計 514158 的中 �� 24671（9番人気）
馬単票数 計 300280 的中 �� 9639（11番人気）
ワイド票数 計 297717 的中 �� 14031（9番人気）�� 22001（6番人気）�� 7885（13番人気）
3連複票数 計 600584 的中 ��� 21061（10番人気）
3連単票数 計1140984 的中 ��� 7889（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―37．0―49．6―1：02．0―1：14．3―1：26．5―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
・（2，4）－（1，7，8）（6，3，5，9）・（2，4，8）（1，5，7）－（3，9）6

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

勝馬の
紹 介

�タ ピ ゾ ー 
�
父 Tapizar 

�
母父 Bernardini デビュー 2016．9．17 阪神4着

2014．3．27生 牡3芦 母 Refugio 母母 Storm Minstrel 6戦2勝 賞金 15，600，000円
〔制裁〕 セヴィルロアー号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。



2801910月8日 晴 重 （29京都4）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分（番組第6競走を順序変更） （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

69 メイショウササユリ 牝3黒鹿 53
50 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 490± 01：51．7 2．6�

33 � バイオレットフィズ 牝5黒鹿55 酒井 学中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 448＋ 61：52．23 38．4�
711 リュミエールドール 牝3鹿 53 丸山 元気 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 8 〃 アタマ 10．0�
814 イイコトバカリ 牝3鹿 53 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 478＋ 61：52．41� 37．7�
22 チェリーボンボン 牝3青鹿 53

50 ▲富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 444± 01：52．72 96．1�
34 メイショウアケボノ 牝4鹿 55 藤岡 康太松本 好	氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 516＋ 4 〃 ハナ 57．5

58 エ キ ド ナ 牝4青鹿55 和田 竜二�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 502＋181：52．8クビ 4．9�
813 レッドリボン 牝3鹿 53 池添 謙一甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 456＋141：52．9� 8．0
46 � オンザフロウ 牝4鹿 55 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 41：53．21� 47．3�
11 ヤ ン ベ 牝3栗 53 幸 英明杉澤 光雄氏 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 416＋101：53．3クビ 20．4�
610 ナガラエンカ 牝3鹿 53

50 ▲川又 賢治長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ
ングセンター 450－ 21：53．4� 30．9�

45 エンパイアガール 牝3黒鹿 53
52 ☆坂井 瑠星太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 464＋12 〃 クビ 6．9�

712 ディアスプマンテ 牝4栗 55 松山 弘平 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 460＋181：53．93 161．7�
57 ミ ザ イ 牝3芦 53 武 豊山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 488± 01：54．85 9．1�
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売 得 金
単勝： 30，925，300円 複勝： 46，160，800円 枠連： 19，856，500円
馬連： 74，837，900円 馬単： 32，387，400円 ワイド： 45，030，900円
3連複： 97，915，200円 3連単： 122，478，000円 計： 469，592，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 600円 � 260円 枠 連（3－6） 2，760円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 6，400円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 550円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 45，930円

票 数

単勝票数 計 309253 的中 � 94615（1番人気）
複勝票数 計 461608 的中 � 121592（1番人気）� 14579（9番人気）� 40163（5番人気）
枠連票数 計 198565 的中 （3－6） 5564（13番人気）
馬連票数 計 748379 的中 �� 13655（18番人気）
馬単票数 計 323874 的中 �� 3790（24番人気）
ワイド票数 計 450309 的中 �� 10384（12番人気）�� 22500（4番人気）�� 3355（39番人気）
3連複票数 計 979152 的中 ��� 9036（24番人気）
3連単票数 計1224780 的中 ��� 1933（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―36．4―48．7―1：00．9―1：13．1―1：25．7―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウササユリ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．1 阪神9着

2014．3．26生 牝3黒鹿 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 10戦2勝 賞金 19，500，000円

2802010月8日 晴 重 （29京都4）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分（番組第7競走を順序変更） （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

510 ユアマイラブ 牡4鹿 57
54 ▲富田 暁ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 440－ 41：12．1 9．3�

815 アユツリオヤジ 牡3栗 55 菱田 裕二 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 482± 01：12．2� 28．1�
47 � メイショウアバラガ 牡5鹿 57 古川 吉洋松本 和子氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 524－ 61：12．62� 68．0�
816 カ ロ ス 牡3栗 55 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 486＋ 2 〃 クビ 9．6�
48 バシレウスライオン 牡4鹿 57

56 ☆坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470－ 61：12．7� 8．8�
24 キョウワエステル 牝4鹿 55 福永 祐一	協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 484＋ 2 〃 クビ 3．0

59 スナークライデン 牡3芦 55 丸山 元気杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470± 01：12．8クビ 94．6�
12 サンマルスカイ 牡5鹿 57 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 434＋ 2 〃 ハナ 79．9�
11 � ワンダープレジール 牡5黒鹿 57

56 ☆城戸 義政山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B456＋ 2 〃 ハナ 117．6
611 ウォーターミリオン 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 446＋ 8 〃 アタマ 154．6�
35 エスペランサリュウ 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太江上 幸�氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 484＋ 41：13．01� 48．0�
612 カゼノカムイ 牡4鹿 57 和田 竜二菅原 広隆氏 寺島 良 青森 荒谷牧場 B472± 01：13．1� 14．0�
23 クリノサンレオ 牡4栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 440± 01：13．2� 3．1�
714 メイショウフレイヤ 牝4栗 55 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 462＋ 31：13．73 26．7�
36 スリーミスヨハネス 牝3鹿 53 岩田 康誠永井商事� 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 454＋ 41：13．9	 19．3�
713� ヒデサンエース 牡4栗 57 難波 剛健井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 富田牧場 454－ 31：14．64 261．4�
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売 得 金
単勝： 35，334，700円 複勝： 53，658，500円 枠連： 26，848，200円
馬連： 92，551，200円 馬単： 44，071，200円 ワイド： 57，699，100円
3連複： 124，319，100円 3連単： 170，694，000円 計： 605，176，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 250円 � 660円 � 1，630円 枠 連（5－8） 2，970円

馬 連 �� 12，670円 馬 単 �� 23，710円

ワ イ ド �� 3，140円 �� 7，850円 �� 17，520円

3 連 複 ��� 198，800円 3 連 単 ��� 788，230円

票 数

単勝票数 計 353347 的中 � 30241（4番人気）
複勝票数 計 536585 的中 � 66406（3番人気）� 20078（8番人気）� 7573（11番人気）
枠連票数 計 268482 的中 （5－8） 7001（8番人気）
馬連票数 計 925512 的中 �� 5659（34番人気）
馬単票数 計 440712 的中 �� 1394（67番人気）
ワイド票数 計 576991 的中 �� 4793（30番人気）�� 1891（52番人気）�� 843（80番人気）
3連複票数 計1243191 的中 ��� 469（248番人気）
3連単票数 計1706940 的中 ��� 157（1130番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．1―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．3―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―3F36．8
3 ・（14，16）15（6，12）（10，7）（9，3，5）4（2，13）（1，8）11 4 ・（14，16，15）（12，7）（6，10，3）（9，4，5）（1，2）（8，13）11

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4鹿 母 デイトユアドリーム 母母 マ ハ ー ブ 10戦3勝 賞金 23，150，000円
〔制裁〕 ユアマイラブ号の騎手富田暁は，向正面で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：9番・4

番）



2802110月8日 晴 良 （29京都4）第2日 第9競走 ��
��1，400�り ん ど う 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
牝，2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，000，000
2，000，000

円
円 1，000，000円

付 加 賞 182，000円 52，000円 13，000
13，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

55 マドモアゼル 牝2黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 440＋ 21：21．7 11．3�
33 ア リ ア 牝2栗 54 丸山 元気樋口 稔氏 沖 芳夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋201：21．8� 5．5�
11 スズカフェラリー 牝2鹿 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 426－ 4 〃 アタマ 2．2�
66 レッドシャーロット 牝2鹿 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 454＋12 〃 同着 3．0�
44 サヤカチャン 牝2鹿 54 坂井 瑠星瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 456＋ 61：22．01� 13．2	
22 サ イ エ ン 牝2栗 54 富田 暁 
二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 410＋ 61：22．31� 21．3�
88 ヴーディーズピアス 牝2青鹿54 秋山真一郎田島 大史氏 青木 孝文 新冠 オリエント牧場 460－ 81：22．93� 56．5�
77 ラヴバインド 牝2鹿 54 中井 裕二 
コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 61：23．11	 126．7

（8頭）

売 得 金
単勝： 57，889，300円 複勝： 55，204，800円 枠連： 発売なし
馬連： 104，006，300円 馬単： 57，389，100円 ワイド： 47，441，600円
3連複： 101，594，600円 3連単： 250，525，700円 計： 674，051，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 110円 � 110円 �
�

110円
110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 290円 ��
��

210円
180円

��
��

170円
160円

3 連 複 ���
���

790円
710円 3 連 単 ���

���
7，660円
7，330円

票 数

単勝票数 計 578893 的中 � 42976（4番人気）
複勝票数 計 552048 的中 �

�
49773
156201

（4番人気）
（2番人気）

� 65921（3番人気）� 188078（1番人気）

馬連票数 計1040063 的中 �� 39653（8番人気）
馬単票数 計 573891 的中 �� 8381（19番人気）
ワイド票数 計 474416 的中 ��

��
20187
45217

（8番人気）
（3番人気）

��
��

31306
51812

（5番人気）
（2番人気）

�� 39709（4番人気）

3連複票数 計1015946 的中 ��� 47653（6番人気）��� 53914（5番人気）
3連単票数 計2505257 的中 ��� 11853（58番人気）��� 12381（56番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．0―11．6―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．0―47．0―58．6―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マドモアゼル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Pivotal デビュー 2017．7．15 福島2着

2015．4．12生 牝2黒鹿 母 ポールポジションⅡ 母母 Danehurst 3戦2勝 賞金 17，982，000円

2802210月8日 晴 良 （29京都4）第2日 第10競走 ��
��1，800�

き よ た き

清 滝 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，28．10．8以降29．10．1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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

812 クリノヤマトノオー 牡3鹿 54 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 448± 01：45．6 5．8�
57 ブランドベルグ �5青鹿57 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 9．9�
56 ワンダーアツレッタ 牡5黒鹿56 浜中 俊山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 492＋121：45．81� 12．8�
68 スズカメジャー 牡3鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 488± 01：45．9	 4．8�
44 ディープウェーブ 牡7青鹿55 幸 英明万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：46．1	 32．0�
22 
 ミスズダンディー 牡5鹿 55 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 466－ 4 〃 ハナ 15．9	
33 サマーローズ 牝5栗 53 小牧 太樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 482± 01：46．2� 12．8

711 ゴールドエッセンス 牝5鹿 52 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B428＋121：46．41� 43．1�
45 フ ァ シ ー ノ 牡6鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 474－ 2 〃 アタマ 38．2
11 ビオラフォーエバー �6栗 53 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 41：46．6	 28．1�
710 マ ナ ロ ー ラ 牝3黒鹿51 松若 風馬前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 21：46．91	 27．4�
813 タイセイアプローズ 牡5鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 464＋10 〃 ハナ 34．0�
69 ウォータービルド 牡3鹿 54 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 476－ 61：47．0	 2．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 63，171，600円 複勝： 82，223，700円 枠連： 38，168，900円
馬連： 170，391，400円 馬単： 74，547，300円 ワイド： 93，060，600円
3連複： 228，121，900円 3連単： 332，325，000円 計： 1，082，010，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 290円 � 330円 枠 連（5－8） 1，500円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，280円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 10，290円 3 連 単 ��� 55，100円

票 数

単勝票数 計 631716 的中 � 86443（3番人気）
複勝票数 計 822237 的中 � 125916（2番人気）� 70180（5番人気）� 58736（6番人気）
枠連票数 計 381689 的中 （5－8） 19612（7番人気）
馬連票数 計1703914 的中 �� 45749（9番人気）
馬単票数 計 745473 的中 �� 9907（15番人気）
ワイド票数 計 930606 的中 �� 23525（7番人気）�� 18753（11番人気）�� 14611（20番人気）
3連複票数 計2281219 的中 ��� 16624（32番人気）
3連単票数 計3323250 的中 ��� 4372（153番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．1―46．9―59．1―1：10．9―1：22．4―1：33．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノヤマトノオー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．20 小倉1着

2014．3．5生 牡3鹿 母 ブリュンヒルト 母母 フィールディ 10戦3勝 賞金 43，303，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



2802310月8日 晴 良 （29京都4）第2日 第11競走 ��
��1，200�夕刊フジ杯オパールステークス

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，28．10．8以降29．10．1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

夕刊フジ杯（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 4，650，000
4，650，000

円
円 2，300，000円

付 加 賞 287，000円 82，000円 21，000
21，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

57 ソルヴェイグ 牝4栗 55 松山 弘平�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 61：07．5 2．3�

710� ヒルノデイバロー 牡6黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B524± 0 〃 クビ 26．5�
45 	 イ ッ テ ツ 牡5鹿 55 武 豊林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 488＋ 41：07．6
 13．3�
69 ラヴァーズポイント 牝7青鹿52 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 522＋10 〃 同着 82．2�
44 ダイシンサンダー 牡6鹿 55 岩田 康誠大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 502＋ 21：07．7� 17．8�
56 ミッキーラブソング 牡6黒鹿55 和田 竜二野田みづき氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464＋ 21：07．8
 32．4	
11 コウエイタケル 牡6鹿 54 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 498－ 4 〃 クビ 10．6

813 キングハート 牡4鹿 56 浜中 俊増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 482－12 〃 アタマ 4．6�
68 � クリノハッチャン 牝6鹿 48 酒井 学栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 474－ 41：08．01 160．0�
812 タマモブリリアン 牝4黒鹿52 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 474＋10 〃 クビ 8．6
22 フミノムーン 牡5栗 56 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 446－101：08．1クビ 8．4�
33 トウカイセンス 牝6鹿 52 荻野 極内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 452－ 4 〃 ハナ 54．4�
711 ティーハーフ 牡7栗 57 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 4 〃 クビ 21．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 83，668，500円 複勝： 107，854，100円 枠連： 67，819，900円
馬連： 313，113，900円 馬単： 142，251，200円 ワイド： 142，330，000円
3連複： 456，314，000円 3連単： 777，772，600円 計： 2，091，124，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 400円 �
�

320円
710円 枠 連（5－7） 1，340円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 760円 ��
��

520円
1，620円

��
��

2，460円
8，090円

3 連 複 ���
���

5，880円
30，360円 3 連 単 ���

���
24，710円
93，250円

票 数

単勝票数 計 836685 的中 � 284354（1番人気）
複勝票数 計1078541 的中 �

�
298872
20915

（1番人気）
（12番人気）

� 41285（9番人気）� 54630（8番人気）

枠連票数 計 678199 的中 （5－7） 39018（6番人気）
馬連票数 計3131139 的中 �� 77626（12番人気）
馬単票数 計1422512 的中 �� 25522（17番人気）
ワイド票数 計1423300 的中 ��

��
30011
8608
（14番人気）
（41番人気）

��
��

45380
2560
（8番人気）
（68番人気）

�� 13249（32番人気）

3連複票数 計4563140 的中 ��� 29238（44番人気）��� 5606（129番人気）
3連単票数 計7777726 的中 ��� 11422（164番人気） ��� 3020（476番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．1―11．2―10．8―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．3―45．5―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．3―3F33．2
3 7（12，13）（5，9，10）1，4，6，8，3，11，2 4 7（12，13）（5，9，10）（1，4）（6，8，11）（3，2）

勝馬の
紹 介

ソルヴェイグ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．11．15 京都1着

2013．3．4生 牝4栗 母 アスドゥクール 母母 アイリッシュカーリ 14戦4勝 賞金 184，623，000円

2802410月8日 晴 重 （29京都4）第2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）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

816 スマートレイチェル 牝3黒鹿53 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 482－ 41：24．1 3．5�
713 マルカソレイユ 牝3栗 53 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 472＋ 61：24．31� 6．2�
35 オールポッシブル 牝3鹿 53

52 ☆荻野 極�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 490－ 21：24．4クビ 9．6�
36 スズカプリズム 牝4栗 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 486＋ 4 〃 クビ 8．0�
12 ワンダーサジェス 牝4鹿 55 小牧 太山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 494＋ 61：24．72 7．8�
48 ティンバレス 牝5青鹿55 浜中 俊 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B502＋121：24．8クビ 32．9

24 シゲルメジロザメ 牝4鹿 55 中谷 雄太森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 464－ 4 〃 クビ 130．9�
23 マーブルケーキ 牝6白 55

52 ▲森 裕太朗金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 482± 01：25．01 55．7�

510 テイエムリヴィエラ 牝6鹿 55 中井 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B492－ 2 〃 ハナ 102．4
59 シャンデリアハウス 牝5黒鹿55 藤岡 康太 	サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 452－ 21：25．31� 23．0�
714 ショーウェイ 牝3鹿 53 藤懸 貴志吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 472＋ 2 〃 ハナ 29．8�
815 ブ ル ー ミ ン 牝3黒鹿53 高倉 稜佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 474＋ 61：25．72� 13．9�
612 サンレイルージュ 牝5鹿 55

54 ☆坂井 瑠星永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 482－ 41：25．91� 249．1�
611 メイショウサルーテ 牝6鹿 55

54 ☆城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 528＋ 81：26．11� 219．1�
11 ベルエスメラルダ 牝3黒鹿 53

52 ☆岩崎 翼内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 446＋ 4 〃 クビ 4．6�
47 ウ マ コ 牝3栗 53 幸 英明河原 義宏氏 森田 直行 新ひだか 城地 清満 412－ 91：26．73� 79．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，426，600円 複勝： 94，754，100円 枠連： 50，268，900円
馬連： 179，406，500円 馬単： 77，476，700円 ワイド： 94，352，900円
3連複： 237，608，300円 3連単： 344，698，500円 計： 1，148，992，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 200円 � 280円 枠 連（7－8） 800円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 490円 �� 710円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 13，960円

票 数

単勝票数 計 704266 的中 � 159756（1番人気）
複勝票数 計 947541 的中 � 177533（1番人気）� 125536（3番人気）� 74328（6番人気）
枠連票数 計 502689 的中 （7－8） 48293（4番人気）
馬連票数 計1794065 的中 �� 112705（2番人気）
馬単票数 計 774767 的中 �� 28054（2番人気）
ワイド票数 計 943529 的中 �� 52204（2番人気）�� 33744（7番人気）�� 23066（15番人気）
3連複票数 計2376083 的中 ��� 51912（7番人気）
3連単票数 計3446985 的中 ��� 17900（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―23．0―34．8―46．9―59．1―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレイチェル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．12．24 阪神2着

2014．1．25生 牝3黒鹿 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 7戦3勝 賞金 29，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シルバードリーム号・トロピカルスパート号
（非抽選馬） 1頭 ベルクリア号

４レース目



（29京都4）第2日 10月8日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 138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

221，800，000円
2，530，000円
16，150，000円
1，111，000円
23，680，000円
57，224，000円
3，995，400円
1，324，800円

勝馬投票券売得金
512，172，400円
701，459，300円
251，439，700円
1，214，911，100円
608，557，300円
653，526，900円
1，615，994，600円
2，736，391，000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
計 8，294，452，300円

総入場人員 26，691名 （有料入場人員 25，309名）
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