
2802510月9日 晴 稍重 （29京都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
1：51．3
1：50．9

重
不良

11 ビップデヴィット 牡2栗 55 M．デムーロ鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 466－ 21：54．4 4．8�
22 クリノカポネ 牡2鹿 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 41：55．46 13．2�
33 シゲルホウレンソウ 牡2栗 55 岩田 康誠森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 490＋ 2 〃 ハナ 1．4�
44 プラチナバローズ 牡2青鹿55 池添 謙一猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 バンダム牧場 470＋ 21：55．82� 89．5�
78 キョウワトレンチ 牡2鹿 55 小牧 太�協和牧場 飯田 祐史 新冠 協和牧場 484－ 61：55．9� 16．7�
66 レッドジョルト 牡2栗 55 和田 竜二 	東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 490± 01：56．43 12．6

810 ラストクルセイド 牡2鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム 466－ 21：56．5クビ 11．5�
55 デュアルウィールド 牝2栗 54 幸 英明 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 474± 01：57．77 75．5�
79 ナムラシシマル 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 492－ 41：57．8� 143．3
811 ブリーズドゥース 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 506＋ 81：58．12 118．2�
67 デンコウグランデ 牡2鹿 55 松若 風馬田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 478＋ 21：58．2� 193．8�
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売 得 金
単勝： 28，621，500円 複勝： 93，031，800円 枠連： 8，841，500円
馬連： 46，984，000円 馬単： 32，073，300円 ワイド： 30，432，000円
3連複： 64，716，400円 3連単： 125，720，600円 計： 430，421，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 120円 � 170円 � 110円 枠 連（1－2） 2，080円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 460円 �� 140円 �� 270円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 5，570円

票 数

単勝票数 計 286215 的中 � 49647（2番人気）
複勝票数 計 930318 的中 � 73651（2番人気）� 34046（5番人気）� 705049（1番人気）
枠連票数 計 88415 的中 （1－2） 3286（6番人気）
馬連票数 計 469840 的中 �� 14042（7番人気）
馬単票数 計 320733 的中 �� 6497（11番人気）
ワイド票数 計 304320 的中 �� 12964（7番人気）�� 73180（1番人気）�� 25209（4番人気）
3連複票数 計 647164 的中 ��� 85510（1番人気）
3連単票数 計1257206 的中 ��� 16341（21番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―13．2―13．5―12．9―12．8―12．7―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．8―50．3―1：03．2―1：16．0―1：28．7―1：41．3

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

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

勝馬の
紹 介

ビップデヴィット �
�
父 キングズベスト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．9．17 阪神9着

2015．4．5生 牡2栗 母 ビップピュアレディ 母母 プ レ イ ン 3戦1勝 賞金 7，000，000円

2802610月9日 晴 良 （29京都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

33 ピエナミント 牝2鹿 54 武 豊本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 432± 01：22．2 4．0�
88 ステラローザ 牝2鹿 54 C．ルメール 星野 康三氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448＋241：22．51� 6．0�
66 ピ カ バ 牝2鹿 54 岩田 康誠�大栄牧場 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 442＋ 21：22．92� 7．4�
44 ロードラナキラ 牡2鹿 55 池添 謙一 �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 454＋ 8 〃 ハナ 1．7�
11 ジ ュ ヴ ィ 牝2鹿 54

53 ☆	島 克駿井高 義光氏 松下 武士 新ひだか 井高牧場 452－ 41：23．0� 25．0	
22 ロワデベット 牡2栗 55 和田 竜二ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 476＋121：23．21� 33．5

77 ケイティノーブル 牡2栗 55 幸 英明瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 446－ 81：23．41
 100．4�
55 サ ラ ー ト 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 萱野 浩二 新ひだか 大典牧場 444± 01：24．25 331．2�
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売 得 金
単勝： 36，367，700円 複勝： 75，803，100円 枠連： 発売なし
馬連： 46，974，600円 馬単： 34，251，000円 ワイド： 28，345，500円
3連複： 51，588，600円 3連単： 145，088，100円 計： 418，418，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 280円 � 440円 � 400円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 370円 �� 310円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 7，010円

票 数

単勝票数 計 363677 的中 � 74890（2番人気）
複勝票数 計 758031 的中 � 78318（2番人気）� 43132（4番人気）� 48955（3番人気）
馬連票数 計 469746 的中 �� 38637（4番人気）
馬単票数 計 342510 的中 �� 15232（6番人気）
ワイド票数 計 283455 的中 �� 19643（5番人気）�� 24323（4番人気）�� 15893（6番人気）
3連複票数 計 515886 的中 ��� 22696（5番人気）
3連単票数 計1450881 的中 ��� 14989（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．5―48．0―59．7―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピエナミント 
�
父 ノヴェリスト 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．9．10 阪神2着

2015．5．9生 牝2鹿 母 スペシャルフロート 母母 ダイイチフローネ 2戦1勝 賞金 7，800，000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３日



2802710月9日 晴 良 （29京都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

23 ソシアルクラブ 牝2栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 470 ―1：36．9 3．8�
48 ゴルトキルシェ 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 446 ― 〃 クビ 2．2�
36 ターフェルムジーク 牝2鹿 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 418 ― 〃 ハナ 28．2�
35 モンアムール 牝2黒鹿54 和田 竜二平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 438 ―1：37．0クビ 8．9�
816 マーガレットステラ 牝2鹿 54 菱田 裕二大森 悌次氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム 458 ― 〃 クビ 95．4�
59 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 444 ―1：37．21� 122．0

611 サトノルーリー 牝2黒鹿54 C．ルメール 里見 治氏 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 408 ―1：37．3� 5．1�
11 メイショウハニー 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 422 ―1：37．4� 172．3�
12 ピ ッ パ 牝2栗 54 北村 友一飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 462 ―1：37．5� 95．2
612 モハンマディ 牝2黒鹿54 武 豊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 430 ―1：37．6� 20．5�
815 スズカクイーン 牝2黒鹿54 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 ハナ 83．7�
24 タガノマリーチャン 牝2芦 54 藤岡 佑介八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450 ― 〃 クビ 316．9�
714 ハイエストクイーン 牝2黒鹿54 浜中 俊山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 460 ―1：37．7� 35．4�
510 ムーンライトクーラ 牝2黒鹿54 幸 英明國枝久美子氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 398 ―1：37．8� 85．1�
713 アイファーアイドル 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 加野牧場 390 ―1：38．01� 602．3�
47 テイエムアステル 牝2栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 480 ―1：38．32 271．7�
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売 得 金
単勝： 41，248，300円 複勝： 40，174，200円 枠連： 14，584，700円
馬連： 56，142，900円 馬単： 31，117，700円 ワイド： 34，822，500円
3連複： 79，170，400円 3連単： 105，913，200円 計： 403，173，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 120円 � 370円 枠 連（2－4） 520円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，220円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 12，840円

票 数

単勝票数 計 412483 的中 � 89813（2番人気）
複勝票数 計 401742 的中 � 73283（2番人気）� 114159（1番人気）� 17521（6番人気）
枠連票数 計 145847 的中 （2－4） 21421（2番人気）
馬連票数 計 561429 的中 �� 92644（1番人気）
馬単票数 計 311177 的中 �� 23779（3番人気）
ワイド票数 計 348225 的中 �� 47137（1番人気）�� 6461（13番人気）�� 8452（11番人気）
3連複票数 計 791704 的中 ��� 19076（8番人気）
3連単票数 計1059132 的中 ��� 5979（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．4―49．3―1：01．8―1：13．9―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソシアルクラブ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2015．1．26生 牝2栗 母 ブエナビスタ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ターフェルムジーク号の騎手池添謙一は，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。

ソシアルクラブ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

2802810月9日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（29京都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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：11．2良・重

11 サムライフォンテン 牡4黒鹿60 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 470± 03：19．4 2．1�
811 タガノアーバニティ 牡4栗 60 林 満明八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋20 〃 クビ 23．7�
67 メメニシコリ 牡4鹿 60 黒岩 悠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 460± 03：19．61� 4．1�
78 シゲルボスザル 牡3黒鹿58 平沢 健治森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 466＋ 23：19．81� 35．7�
22 � エイユービリーヴ �5鹿 60 田村 太雅笹部 義則氏 作田 誠二 浦河 赤田牧場 486＋ 63：22．7大差 153．3�
55 � シゲルクロカジキ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 488± 03：23．23 14．0�
79 レッドバルトーク 牡4黒鹿60 草野 太郎 	東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 470＋163：24．15 13．3

44 アスタキサンチン 牝5栗 58 中村 将之三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 470＋103：25．16 16．8�
66 テイエムファンドル 牡3栗 58 北沢 伸也竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 石川 栄一 486＋ 2 〃 アタマ 116．6�
33 ブルベアエイプス 牡3鹿 58 難波 剛健 	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 466＋ 23：32．7大差 83．4
810 メイショウヒコボシ 牡6鹿 60 森 一馬松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 534＋ 4 （競走中止） 4．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，317，800円 複勝： 19，756，100円 枠連： 10，851，400円
馬連： 36，041，800円 馬単： 22，088，500円 ワイド： 22，163，300円
3連複： 54，188，800円 3連単： 92，516，500円 計： 277，924，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 370円 � 140円 枠 連（1－8） 490円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 980円 �� 190円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 15，490円

票 数

単勝票数 計 203178 的中 � 76559（1番人気）
複勝票数 計 197561 的中 � 58822（1番人気）� 8142（7番人気）� 39709（2番人気）
枠連票数 計 108514 的中 （1－8） 17139（2番人気）
馬連票数 計 360418 的中 �� 9546（11番人気）
馬単票数 計 220885 的中 �� 3381（18番人気）
ワイド票数 計 221633 的中 �� 4957（14番人気）�� 37714（1番人気）�� 3917（17番人気）
3連複票数 計 541888 的中 ��� 15257（7番人気）
3連単票数 計 925165 的中 ��� 4328（47番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 52．2－3F 38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
11，9（1，8）7＝（4，2）6，5＝3・（11，9）（1，8）7＝2－5－6－4＝3

�
�

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

勝馬の
紹 介

サムライフォンテン �
�
父 サムライハート �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．11．15 東京12着

2013．3．27生 牡4黒鹿 母 ヨーカンドパリ 母母 ヒースネックレス 障害：10戦1勝 賞金 16，880，000円
〔競走中止〕 メイショウヒコボシ号は，1号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



2802910月9日 晴 良 （29京都4）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・右・外）

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
1：45．9
1：45．9

良
良

11 タングルウッド 牡2芦 55 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 464 ―1：50．4 5．4�
33 サトノエターナル 牡2鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 430 ―1：50．93 2．0�
66 エポカドーロ 牡2黒鹿55 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 田上 徹 484 ― 〃 ハナ 17．2�
22 ハーツフェルト 牝2栗 54 M．デムーロ林 正道氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456 ―1：51．32� 2．6�
55 カフジフロンティア 牡2鹿 55 和田 竜二加藤 守氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512 ―1：51．51 76．6�
77 ウェーブスピリッツ 牡2鹿 55 岩田 康誠万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 438 ― 〃 クビ 131．8	
89 ア イ ト ー ン 牡2鹿 55 幸 英明深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482 ― 〃 ハナ 31．3

44 エスペランサスカイ 牡2鹿 55 国分 恭介江上 幸�氏 牧田 和弥 浦河 鵜木 唯義 444 ―1：53．9大差 139．0�
78 ア ラ ウ ン 牡2鹿 55 浜中 俊一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 492 ―1：54．11� 39．3
810 エイシンヘラクレス 牡2黒鹿55 酒井 学�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 482 ―1：54．31� 233．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，662，100円 複勝： 58，067，900円 枠連： 10，807，400円
馬連： 52，687，900円 馬単： 39，781，000円 ワイド： 35，177，100円
3連複： 70，196，400円 3連単： 163，295，100円 計： 478，674，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 110円 � 280円 枠 連（1－3） 530円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 220円 �� 600円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 6，350円

票 数

単勝票数 計 486621 的中 � 75178（3番人気）
複勝票数 計 580679 的中 � 53044（3番人気）� 253069（1番人気）� 31845（4番人気）
枠連票数 計 108074 的中 （1－3） 15686（2番人気）
馬連票数 計 526879 的中 �� 76205（2番人気）
馬単票数 計 397810 的中 �� 23823（5番人気）
ワイド票数 計 351771 的中 �� 47130（2番人気）�� 13376（6番人気）�� 19113（4番人気）
3連複票数 計 701964 的中 ��� 36365（4番人気）
3連単票数 計1632951 的中 ��� 18628（17番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．2―13．7―13．2―12．3―11．6―11．3―10．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．5―51．2―1：04．4―1：16．7―1：28．3―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．7
3 1（6，10）4，3，7，2，5，8－9 4 1，6（4，10）3（7，2）5－（9，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タングルウッド �
�
父 Siyouni �

�
母父 Selkirk 初出走

2015．3．10生 牡2芦 母 ア ピ ー ル Ⅱ 母母 Amenixa 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2803010月9日 晴 稍重 （29京都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

55 ストライクイーグル 牡4青鹿57 M．デムーロ �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 500－ 61：59．2 1．4�
88 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 B460＋ 81：59．3� 5．4�
77 デスティネイション 牡3鹿 55 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 6 〃 クビ 17．1�
89 エフハリスト 牡4青鹿57 和田 竜二吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 464＋ 41：59．62 7．7�
44 ピエナクルーズ 牡4鹿 57 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 458± 01：59．7クビ 49．1	
22 ダンツエンペラー 牡4鹿 57 池添 謙一山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 470－ 22：00．01� 32．7

11 カ カ ア コ 牝3栗 53

50 ▲川又 賢治山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 464± 02：01．06 84．0�
33 ダノンオブザイヤー 牡3青鹿55 C．ルメール�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 494－ 22：01．85 10．5
66 キングレイスター 牡3鹿 55 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 482＋ 42：03．7大差 42．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，139，800円 複勝： 119，083，100円 枠連： 12，752，700円
馬連： 53，871，000円 馬単： 38，740，600円 ワイド： 34，033，800円
3連複： 74，210，200円 3連単： 181，365，100円 計： 544，196，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 120円 � 180円 枠 連（5－8） 140円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 150円 �� 310円 �� 620円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 1，740円

票 数

単勝票数 計 301398 的中 � 168417（1番人気）
複勝票数 計1190831 的中 � 934035（1番人気）� 84132（2番人気）� 35730（4番人気）
枠連票数 計 127527 的中 （5－8） 69385（1番人気）
馬連票数 計 538710 的中 �� 193197（1番人気）
馬単票数 計 387406 的中 �� 99384（1番人気）
ワイド票数 計 340338 的中 �� 74525（1番人気）�� 25028（4番人気）�� 10817（8番人気）
3連複票数 計 742102 的中 ��� 71290（2番人気）
3連単票数 計1813651 的中 ��� 75491（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．6―30．0―42．9―55．6―1：08．3―1：21．0―1：33．6―1：46．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストライクイーグル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Marquetry デビュー 2015．11．28 京都11着

2013．4．12生 牡4青鹿 母 ミスエアクラフト 母母 Silver in Flight 16戦3勝 賞金 41，920，000円



2803110月9日 晴 稍重 （29京都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

23 グラッブユアコート 牝5鹿 55 C．ルメール �G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 478＋ 21：11．6 1．6�
59 ラララルジェス 牝4鹿 55 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 470＋ 41：12．13 23．0�
11 スリーランディア 牝3鹿 53 岩田 康誠永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420＋ 61：12．2� 4．5�
36 ラタンドレス 牝4鹿 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：12．52 24．7�
612� ウメマツサクラ 牝4鹿 55 国分 恭介木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 474＋ 21：12．6� 28．6�
714 ボストンビリーヴ 牝7栗 55

52 ▲森 裕太朗ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478± 0 〃 クビ 149．3	
12 トーホウビスカヤ 牝3鹿 53

52 ☆�島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 494＋ 81：12．81	 42．3

35 ウィッシュノート 牝3黒鹿53 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B430＋ 2 〃 アタマ 39．3�
510 イナズママンボ 牝3鹿 53 武 豊小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 440＋ 21：13．11
 42．4
816 トラストマヴィア 牝4黒鹿55 幸 英明菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 484± 01：13．31	 9．9�
713 オスカークイーン 牝3鹿 53

50 ▲富田 暁森 保彦氏 田所 秀孝 浦河 中村 雅明 458＋101：13．61
 81．1�
24 � ラパンノワール 牝4青鹿55 荻野 琢真鈴木 史郎氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 440＋ 6 〃 クビ 150．4�
611 スズカモナミ 牝3鹿 53 浜中 俊永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 436＋ 81：13．7� 28．6�
47 ティアップブロンド 牝5栗 55

54 ☆坂井 瑠星田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B498＋ 61：14．44 110．3�
48 ヴィクトリアマンボ 牝4青鹿55 松田 大作 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 452＋ 61：14．5� 17．1�
815� アイファーチェンジ 牝3青鹿 53

52 ☆義 英真中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 424＋161：14．92� 429．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，413，900円 複勝： 130，322，200円 枠連： 19，061，300円
馬連： 78，315，300円 馬単： 49，041，500円 ワイド： 51，639，500円
3連複： 108，659，900円 3連単： 185，632，200円 計： 661，085，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 300円 � 140円 枠 連（2－5） 770円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 480円 �� 180円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 384139 的中 � 186553（1番人気）
複勝票数 計1303222 的中 � 950094（1番人気）� 27630（6番人気）� 90611（2番人気）
枠連票数 計 190613 的中 （2－5） 19017（4番人気）
馬連票数 計 783153 的中 �� 50799（3番人気）
馬単票数 計 490415 的中 �� 24624（4番人気）
ワイド票数 計 516395 的中 �� 25009（5番人気）�� 90975（1番人気）�� 9215（13番人気）
3連複票数 計1086599 的中 ��� 52203（2番人気）
3連単票数 計1856322 的中 ��� 19977（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―11．6―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．3―46．9―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 ・（2，3）（9，13）－（5，12）8（1，10）（6，7）4，16，11（14，15） 4 3，2，9－（5，13）－1（6，12，8）10，16（4，7）（11，14）15

勝馬の
紹 介

グラッブユアコート �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2014．12．14 阪神3着

2012．4．9生 牝5鹿 母 グラッブユアハート 母母 Kelly Amber 17戦3勝 賞金 54，350，000円

2803210月9日 晴 稍重 （29京都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

66 ルドルフィーナ 牡4青鹿57 小牧 太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 470＋ 21：52．2 4．1�

78 � 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 498± 01：52．51� 5．8�

11 ダノンプレシャス 牡4青鹿57 C．ルメール�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 464＋ 61：52．71� 2．9�
22 デ フ ィ 牡3鹿 55 岩田 康誠佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 506－ 41：53．01� 10．0�
33 フォレストタウン 牡3黒鹿55 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 	川 啓一 512± 01：53．53 3．8�
811 キクノフェリックス 牡3黒鹿55 浜中 俊菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 488＋ 2 〃 ハナ 11．7	
79 ナムラスパルタクス 牡3黒鹿55 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 468＋ 61：54．77 29．2

810 ワイドコマンダー 牡3鹿 55 北村 友一幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 516＋ 41：54．8� 105．0�
55 シーライオン 牡3黒鹿55 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 492＋ 31：56．8大差 196．9�
67 ゴットロマーネ 牡4栗 57

54 ▲富田 暁後藤 進氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 478＋141：57．43� 157．5
44 ア ト ラ ー ニ 牡3鹿 55

54 ☆	島 克駿 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 504－ 21：57．6� 118．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 39，876，000円 複勝： 49，287，200円 枠連： 15，269，700円
馬連： 72，204，800円 馬単： 37，689，700円 ワイド： 41，225，200円
3連複： 91，953，000円 3連単： 155，715，800円 計： 503，221，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 150円 � 130円 枠 連（6－7） 930円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 330円 �� 330円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 7，010円

票 数

単勝票数 計 398760 的中 � 76041（3番人気）
複勝票数 計 492872 的中 � 97929（2番人気）� 74614（4番人気）� 104159（1番人気）
枠連票数 計 152697 的中 （6－7） 12653（4番人気）
馬連票数 計 722048 的中 �� 50325（5番人気）
馬単票数 計 376897 的中 �� 13958（8番人気）
ワイド票数 計 412252 的中 �� 32948（4番人気）�� 32823（5番人気）�� 24315（6番人気）
3連複票数 計 919530 的中 ��� 54415（4番人気）
3連単票数 計1557158 的中 ��� 16096（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．6―49．1―1：01．5―1：14．1―1：26．6―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルドルフィーナ �
�
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 2015．10．11 京都4着

2013．2．26生 牡4青鹿 母 ア メ ー リ ア 母母 ビハインドザマスク 18戦3勝 賞金 29，300，000円
〔発走状況〕 ダノンプレシャス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴットロマーネ号・アトラーニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月9日

まで平地競走に出走できない。



2803310月9日 晴 稍重 （29京都4）第3日 第9競走 ��
��1，200�

ま る や ま

円 山 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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

611� ゼンノサーベイヤー 牡4栗 57 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko
Osako 504＋ 61：11．5 1．5�

510 ア ー ド ラ ー 牡3鹿 55 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474＋ 41：11．92	 10．7�
816 サザンボルケーノ 牡3栗 55 北村 友一南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 486－ 21：12．0クビ 11．0�
714� スーパーモリオン 牡3青鹿55 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 512＋101：12．1	 18．1�
48 ブラックジョー 
4青鹿57 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 468－101：12．31� 85．7�
12 ヤマニンアンプリメ 牝3鹿 53 国分 恭介土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 462－ 41：12．4	 37．8�
612� ブロンズテーラー 牝6青鹿55 菱田 裕二中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 472± 0 〃 クビ 49．3	
23 � マテラスカイ 牡3栗 55 C．ルメール 大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch

Bages LTD 512＋ 81：12．71 8．3

35 タマモコーラス 牝3黒鹿53 城戸 義政タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 458＋ 4 〃 クビ 19．4�
59 メイショウユメゴゼ 牝8栃栗55 岩田 康誠松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 488－ 4 〃 アタマ 23．7
24 ノーブルヴィーナス 牝5黒鹿55 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 466＋ 2 〃 ハナ 196．7�
815� エイシンパライソ 牡5栗 57 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 512＋ 21：12．91 99．5�
47 ス ズ カ ゼ 牝3鹿 53 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 478＋ 21：13．11� 52．4�
36 ゼットパール 牝3栗 53 川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 438＋12 〃 ハナ 31．3�
11 アドマイヤスパーズ 牡7鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 500＋ 41：13．31 165．8�
713 メイショウミズカゼ 牡3栗 55 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 478＋161：13．4 37．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，770，700円 複勝： 108，214，300円 枠連： 31，577，100円
馬連： 131，562，300円 馬単： 68，479，900円 ワイド： 79，136，400円
3連複： 177，347，400円 3連単： 280，502，700円 計： 931，590，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 190円 枠 連（5－6） 540円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 320円 �� 300円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 4，990円

票 数

単勝票数 計 547707 的中 � 280291（1番人気）
複勝票数 計1082143 的中 � 572919（1番人気）� 74205（4番人気）� 80061（3番人気）
枠連票数 計 315771 的中 （5－6） 45043（1番人気）
馬連票数 計1315623 的中 �� 132643（2番人気）
馬単票数 計 684799 的中 �� 54105（3番人気）
ワイド票数 計 791364 的中 �� 65721（2番人気）�� 72648（1番人気）�� 16570（11番人気）
3連複票数 計1773474 的中 ��� 77109（1番人気）
3連単票数 計2805027 的中 ��� 40749（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．1―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．8―47．8―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゼンノサーベイヤー �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．6．20 阪神2着

2013．2．1生 牡4栗 母 Eden’s Causeway 母母 North Of Eden 13戦4勝 賞金 64，056，000円

2803410月9日 晴 良 （29京都4）第3日 第10競走 ��
��2，000�

おおはら

大原ステークス
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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

22 プリメラアスール 牝5黒鹿55 酒井 学�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 510± 02：00．8 10．6�
44 トーセンマタコイヤ 牡6青鹿57 C．ルメール 島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 2．6�
88 ハナズレジェンド 牡4栗 57 岩田 康誠広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 460＋ 22：00．9� 2．9�
11 ジャズファンク 牡5鹿 57 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500＋ 82：01．0	 25．2�
33 
 マウントゴールド 牡4鹿 57 武 豊青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446－ 6 〃 ハナ 5．7	
66 � ストーンウェア 牡5鹿 57 幸 英明吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 466± 0 〃 ハナ 6．6

77 コウエイワンマン 牡6黒鹿57 四位 洋文釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 526＋ 22：01．21� 56．9�
55 
 スズカビスタ 牡6鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 468＋ 62：01．52 14．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 55，432，800円 複勝： 53，154，800円 枠連： 発売なし
馬連： 129，346，700円 馬単： 63，119，600円 ワイド： 58，741，700円
3連複： 133，246，700円 3連単： 302，783，400円 計： 795，825，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 190円 � 120円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 450円 �� 400円 �� 180円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 9，590円

票 数

単勝票数 計 554328 的中 � 41784（5番人気）
複勝票数 計 531548 的中 � 52214（5番人気）� 122261（2番人気）� 133114（1番人気）
馬連票数 計1293467 的中 �� 77742（6番人気）
馬単票数 計 631196 的中 �� 13584（16番人気）
ワイド票数 計 587417 的中 �� 29339（7番人気）�� 33234（6番人気）�� 101506（1番人気）
3連複票数 計1332467 的中 ��� 114072（3番人気）
3連単票数 計3027834 的中 ��� 22869（32番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．1―12．6―12．4―12．7―11．9―11．3―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．7―50．3―1：02．7―1：15．4―1：27．3―1：38．6―1：49．6

コーナー
通過順位

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

2
4
2（3，5）4－6，1，8－7
2（3，5，4）（1，6）8－7

勝馬の
紹 介

プリメラアスール 
�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2014．9．28 阪神1着

2012．3．10生 牝5黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ 29戦4勝 賞金 92，871，000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



2803510月9日 晴 良 （29京都4）第3日 第11競走
第52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，28．10．8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，28．10．7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 1，050，000円 300，000円 150，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

34 スマートレイアー 牝7芦 54 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 470－ 62：23．0 8．6�
58 トーセンバジル 牡5黒鹿56 岩田 康誠島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482－ 22：23．1� 11．2�
23 シュヴァルグラン 牡5栗 57 M．デムーロ佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 2．2�
35 ミッキーロケット 牡4鹿 57 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：23．31� 5．4�
814 レコンダイト 牡7黒鹿56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454± 02：23．4� 306．0	
610 ラストインパクト 牡7青鹿56 浜中 俊 
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 488－ 42：23．5� 95．8�
46 ヒットザターゲット 牡9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 516－ 22：23．6クビ 126．0�
712 カレンミロティック 	9栗 56 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460 〃 アタマ 83．4
815 マキシマムドパリ 牝5芦 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 456－102：23．91
 46．4�
47 フェイムゲーム 	7青鹿57 C．ルメール 
サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 クビ 9．8�
11 プロレタリアト 牝6鹿 54 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B444－ 42：24．22 281．0�
59 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± 02：24．3クビ 402．2�
22 サウンズオブアース 牡6黒鹿56 横山 典弘吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 500－122：24．62 4．2�
611 バロンドゥフォール 	7鹿 56 古川 吉洋窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 470－ 62：24．7� 242．6�
713 ハッピーモーメント 牡7鹿 56 藤岡 康太 
サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 498± 02：24．91 68．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 253，950，800円 複勝： 296，627，500円 枠連： 131，271，400円
馬連： 739，480，100円 馬単： 380，177，100円 ワイド： 366，972，600円
3連複： 1，115，203，100円 3連単： 2，434，489，600円 計： 5，718，172，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 220円 � 250円 � 120円 枠 連（3－5） 1，730円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 9，600円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 410円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 31，790円

票 数

単勝票数 計2539508 的中 � 233628（4番人気）
複勝票数 計2966275 的中 � 282922（4番人気）� 244999（5番人気）� 871546（1番人気）
枠連票数 計1312714 的中 （3－5） 58659（6番人気）
馬連票数 計7394801 的中 �� 133184（15番人気）
馬単票数 計3801771 的中 �� 29700（32番人気）
ワイド票数 計3669726 的中 �� 67796（14番人気）�� 242427（3番人気）�� 224275（4番人気）
3連複票数 計11152031 的中 ��� 282863（9番人気）
3連単票数 計24344896 的中 ��� 55510（98番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．7―12．2―12．1―12．1―12．4―12．5―11．7―11．5―11．4―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�
12．9―23．9―35．6―47．8―59．9―1：12．0―1：24．4―1：36．9―1：48．6―2：00．1―2：11．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートレイアー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．4．7 阪神1着

2010．5．15生 牝7芦 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 26戦9勝 賞金 479，844，000円
［他本会外：1戦0勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりスマートレイアー号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

2803610月9日 晴 稍重 （29京都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

611 ダンツゴウユウ 牡3栗 55 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 466－ 21：24．5 24．3�
610 スマートダンディー 牡3鹿 55 武 豊大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 502－ 6 〃 クビ 3．5�
59 � マラードザレコード 牡3青鹿55 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd 466± 01：24．82 24．0�
46 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 454± 0 〃 ハナ 14．6�
47 	 エスプリゾーン 牡3栗 55

52 ▲森 裕太朗村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 444± 0 〃 ハナ 20．5�
814� ヒップホップスワン 牝3栗 53 松若 風馬吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 498＋ 41：24．9クビ 19．2�
23 レッドヴェルサス 牡4鹿 57 C．ルメール 	東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B516－ 41：25．21
 3．2

815	 メイショウオルソ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 500± 0 〃 ハナ 4．9�
713 ワンダープラヤアン 牡3栗 55 幸 英明山本 信行氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 480± 01：25．41� 71．0�
58 ボ ナ パ ル ト 牡3鹿 55 小牧 太幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム 504＋ 6 〃 クビ 7．1
34 メイショウオオヅツ 牡3鹿 55

54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 526＋ 41：25．5クビ 85．3�
11 シュンノカミ 牡3青鹿 55

52 ▲富田 暁石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 504＋101：25．6
 94．8�
22 ラニカイシチー 牡3鹿 55 高倉 稜 	友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ

ファーム 470＋ 51：26．02� 210．3�
712 メイショウチロル 牝3栗 53 川須 栄彦松本 好雄氏 島 一歩 浦河 川フアーム 402－ 41：26．53 228．4�
35 トウケイフクキタル 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 482＋ 21：26．71� 50．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 68，004，100円 複勝： 85，775，200円 枠連： 42，428，300円
馬連： 165，723，700円 馬単： 75，782，400円 ワイド： 94，143，400円
3連複： 228，749，900円 3連単： 358，210，700円 計： 1，118，817，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 430円 � 160円 � 570円 枠 連（6－6） 3，570円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 8，840円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 4，770円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 14，910円 3 連 単 ��� 116，660円

票 数

単勝票数 計 680041 的中 � 22328（9番人気）
複勝票数 計 857752 的中 � 45213（6番人気）� 184611（1番人気）� 32180（9番人気）
枠連票数 計 424283 的中 （6－6） 9196（11番人気）
馬連票数 計1657237 的中 �� 39603（10番人気）
馬単票数 計 757824 的中 �� 6428（29番人気）
ワイド票数 計 941434 的中 �� 23044（9番人気）�� 4914（44番人気）�� 19366（12番人気）
3連複票数 計2287499 的中 ��� 11500（51番人気）
3連単票数 計3582107 的中 ��� 2226（344番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．9―12．2―12．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―35．0―47．2―59．4―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツゴウユウ �
�
父 バンブーエール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．11．5 京都7着

2014．4．18生 牡3栗 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ 14戦2勝 賞金 14，550，000円

４レース目



（29京都4）第3日 10月9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 146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

308，700，000円
5，060，000円
18，200，000円
2，340，000円
36，970，000円
5，000，000円
60，259，000円
4，691，200円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
715，805，500円
1，129，297，400円
297，445，500円
1，609，335，100円
872，342，300円
876，833，000円
2，249，230，800円
4，531，233，000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 12，281，522，600円

総入場人員 38，391名 （有料入場人員 ）
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