
2804910月15日 小雨 稍重 （29京都4）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・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
1：11．0
1：10．2

重
不良

22 タ ガ ノ ア ム 牝2鹿 54 福永 祐一八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476－ 41：14．8 2．3�

33 バーニングガール 牝2鹿 54 幸 英明長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 �川フアーム 466＋ 21：14．9� 2．6�
11 ハイヒールモモタン 牝2鹿 54 浜中 俊小笹 公也氏 宮 徹 浦河 村下農場 442－ 81：15．0クビ 13．8�
77 キッチンウイッチ 牝2栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 440＋ 21：15．63� 4．3�
88 クリノマンチェスー 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 白井牧場 414＋ 21：16．02� 108．0�
66 メイショウイライザ 牝2黒鹿54 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 434－ 41：16．1� 60．7�
55 タンドルマン 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極吉田 和美氏 松下 武士 平取 坂東牧場 430－ 21：16．2クビ 19．9	
44 ソウシソウアイ 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗西村新一郎氏 天間 昭一 青森 織笠 時男 468－ 41：17．15 90．9
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売 得 金
単勝： 19，416，100円 複勝： 32，900，900円 枠連： 発売なし
馬連： 36，202，800円 馬単： 24，579，500円 ワイド： 18，158，500円
3連複： 44，717，000円 3連単： 111，669，200円 計： 287，644，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 140円 �� 310円 �� 270円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 1，340円

票 数

単勝票数 計 194161 的中 � 70302（1番人気）
複勝票数 計 329009 的中 � 153321（1番人気）� 88430（2番人気）� 24551（4番人気）
馬連票数 計 362028 的中 �� 116411（1番人気）
馬単票数 計 245795 的中 �� 42711（1番人気）
ワイド票数 計 181585 的中 �� 44298（1番人気）�� 12116（5番人気）�� 14280（4番人気）
3連複票数 計 447170 的中 ��� 65244（2番人気）
3連単票数 計1116692 的中 ��� 60089（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．5―12．9―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．4―36．9―49．8―1：02．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ ガ ノ ア ム �
�
父 ハードスパン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．9．24 中山3着

2015．4．7生 牝2鹿 母 スパニッシュソウル 母母 スウィーピングズ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※ソウシソウアイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2805010月15日 小雨 稍重 （29京都4）第5日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時30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

55 ブルヴェルソン 牡2栗 55 C．ルメール �シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500＋161：56．3 2．2�

44 ラクロアクリスエス 牡2鹿 55 岩田 康誠辻 高史氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：56．51� 8．2�
33 カレンガリアード 牡2黒鹿55 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 462－ 4 〃 クビ 2．5�
11 サンライズハニー 牡2栗 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 480± 01：56．92� 5．3�
66 ゴッドスパロウ 牡2鹿 55 四位 洋文中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 536＋ 81：57．11� 60．1�
77 ミトノブラック 牡2青鹿55 幸 英明ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462－ 21：57．84 90．6	
22 テ ィ カ ル 牡2鹿 55 池添 謙一 
カナヤマホール

ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 498－ 21：58．12 34．4�
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売 得 金
単勝： 23，524，700円 複勝： 22，108，800円 枠連： 発売なし
馬連： 33，221，000円 馬単： 23，327，400円 ワイド： 17，924，000円
3連複： 37，986，900円 3連単： 103，282，500円 計： 261，375，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 180円 � 270円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 260円 �� 140円 �� 180円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 2，980円

票 数

単勝票数 計 235247 的中 � 85900（1番人気）
複勝票数 計 221088 的中 � 53986（2番人気）� 28055（4番人気）
馬連票数 計 332210 的中 �� 25224（5番人気）
馬単票数 計 233274 的中 �� 12542（7番人気）
ワイド票数 計 179240 的中 �� 14150（6番人気）�� 36915（1番人気）�� 25756（3番人気）
3連複票数 計 379869 的中 ��� 61394（2番人気）
3連単票数 計1032825 的中 ��� 25084（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―37．7―51．3―1：05．0―1：18．2―1：30．9―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルヴェルソン �

父 ダイワメジャー �


母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．6．18 東京7着

2015．3．4生 牡2栗 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 2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５日



2805110月15日 雨 良 （29京都4）第5日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時00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
1：32．3
1：32．3

良
良

66 メガリージョン 牡2鹿 55 福永 祐一寺田千代乃氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 470± 01：35．7 1．5�
33 ロードマドリード 牡2鹿 55 M．デムーロ �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 41：35．91� 5．5�
55 パクスアメリカーナ 牡2芦 55 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 482－ 6 〃 クビ 7．4�
78 グ ア ン 牝2栗 54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 464＋ 41：36．64 29．4�
810 キタサンヴィクター 牡2鹿 55 横山 典弘�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 500－ 6 〃 アタマ 129．9	
79 ド ゥ リ ト ル 牡2黒鹿55 岩田 康誠大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 476＋ 41：36．7� 214．5

44 ブラックジルベルト 牡2黒鹿55 池添 謙一安原 浩司氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 462＋ 41：36．8� 6．8�
22 ニシノプログレス 牡2青 55 幸 英明西山 茂行氏 橋口 慎介 新冠 村上 欽哉 466＋ 81：37．01 30．7�
11 サクセステーラー 牡2黒鹿55 松若 風馬中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中

田牧場 446＋101：37．21� 67．1
67 ブ ケ パ ロ ス 牡2黒鹿55 三浦 皇成小田 吉男氏 中竹 和也 新ひだか 山際セントラルスタッド 450－ 21：37．41� 229．2�
811 グランディスカーペ 牡2黒鹿55 和田 竜二小田 吉男氏 安達 昭夫 新冠 アラキフアーム 450＋ 21：37．61� 56．4�
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売 得 金
単勝： 37，769，600円 複勝： 98，119，100円 枠連： 9，338，500円
馬連： 51，843，500円 馬単： 34，267，600円 ワイド： 35，155，700円
3連複： 72，923，500円 3連単： 134，677，000円 計： 474，094，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（3－6） 430円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 200円 �� 250円 �� 520円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，160円

票 数

単勝票数 計 377696 的中 � 194248（1番人気）
複勝票数 計 981191 的中 � 675348（1番人気）� 83832（2番人気）� 59487（4番人気）
枠連票数 計 93385 的中 （3－6） 16597（2番人気）
馬連票数 計 518435 的中 �� 88012（2番人気）
馬単票数 計 342676 的中 �� 42623（2番人気）
ワイド票数 計 351557 的中 �� 51498（2番人気）�� 36225（3番人気）�� 14511（7番人気）
3連複票数 計 729235 的中 ��� 67716（3番人気）
3連単票数 計1346770 的中 ��� 45196（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．6―48．7―1：01．0―1：13．1―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．7
3 6，3（5，4）8（2，7）－（11，10）9－1 4 6（3，4）（5，8）（2，7）（11，10）－9，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メガリージョン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．9．17 阪神2着

2015．3．16生 牡2鹿 母 サンクスノート 母母 スリーソウツ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

2805210月15日 雨 稍重 （29京都4）第5日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時30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
1：11．0
1：10．2

重
不良

24 クレヴァーパッチ 牡2栗 55 武 豊陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 510 ―1：12．8 2．9�
510 スリーチェイサー 牡2鹿 55 田辺 裕信永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464 ―1：13．65 7．2�
713 マイネルレヴリー 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 武田 修一 458 ―1：14．02� 46．4�
35 ツウカイパイロ 牡2栗 55 大野 拓弥木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 504 ―1：14．53 60．3�
714 メイショウダブル 牡2黒鹿 55

54 ☆荻野 極松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 482 ―1：14．71� 11．0�
815 メイショウヤシチ 牡2黒鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新冠 柏木 一則 468 ―1：15．33� 45．6	
36 タマモカトルズ 牝2鹿 54 太宰 啓介タマモ� 高橋 亮 新冠 守矢牧場 456 ― 〃 ハナ 18．3

612 コスモフォーミュラ 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 470 ―1：15．83 219．6�
11 プンタレオナ 牝2鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 428 ―1：16．22� 6．3
48 センショウユウト 牡2鹿 55 C．ルメール 川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 478 ―1：16．62� 4．8�
59 サウスアメリカン 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 カナイシスタッド 444 ―1：16．91� 13．2�
816 アイルグレイス 牝2栃栗54 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 432 ―1：17．11� 162．1�
47 ユーデモニクス 牡2青鹿55 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか ウエスタンファーム 458 ―1：17．41� 23．2�
611 フレイミングムーン 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466 ―1：18．35 242．4�

23 スリーゴーディー 牝2栗 54 小林 徹弥永井商事� 目野 哲也 浦河 村中牧場 450 ―1：18．51 125．6�
12 テイエムエリントン 牝2栗 54 松若 風馬竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム

牧場株式会社 414 ―1：19．13� 279．8�
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売 得 金
単勝： 28，815，400円 複勝： 36，570，400円 枠連： 16，370，600円
馬連： 50，695，100円 馬単： 23，601，900円 ワイド： 31，598，600円
3連複： 67，752，100円 3連単： 79，576，100円 計： 334，980，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 230円 � 880円 枠 連（2－5） 820円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，390円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 13，240円 3 連 単 ��� 40，370円

票 数

単勝票数 計 288154 的中 � 81763（1番人気）
複勝票数 計 365704 的中 � 76228（1番人気）� 40642（4番人気）� 8007（10番人気）
枠連票数 計 163706 的中 （2－5） 15392（2番人気）
馬連票数 計 506951 的中 �� 34149（2番人気）
馬単票数 計 236019 的中 �� 9832（2番人気）
ワイド票数 計 315986 的中 �� 18904（2番人気）�� 3253（30番人気）�� 2626（35番人気）
3連複票数 計 677521 的中 ��� 3836（49番人気）
3連単票数 計 795761 的中 ��� 1429（135番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．2―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．0―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレヴァーパッチ �
�
父 ハードスパン �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2015．4．1生 牡2栗 母 トーコーユズキ 母母 ピンクプルメリア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレイミングムーン号・スリーゴーディー号・テイエムエリントン号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成29年11月15日まで平地競走に出走できない。
※アイルグレイス号・クレヴァーパッチ号・マイネルレヴリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2805310月15日 雨 稍重 （29京都4）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時20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

812 フォックスクリーク 牡2黒鹿55 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478 ―1：51．0 1．8�

79 ド ラ セ ナ 牡2黒鹿55 福永 祐一林 正道氏 角居 勝彦 新冠 秋田牧場 478 ―1：51．1� 10．6�
56 ニシノキントウン 牡2黒鹿55 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 436 ―1：51．42 58．1�
55 メイショウマンカイ 牝2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 434 ― 〃 ハナ 14．2�
67 ピボットポイント 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474 ―1：51．61� 2．9	
33 ダノンテアトロ 牡2鹿 55 田辺 裕信�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 464 ―1：51．7クビ 21．7

68 シ メ イ 牡2青鹿55 浜中 俊仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 492 ―1：52．33� 86．9�
710 ヴィンテージパール 牝2鹿 54 北村 友一�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436 ― 〃 クビ 260．9�
44 ヴィーヴァバッカス 牡2栗 55 池添 謙一芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド 462 ―1：52．51� 216．4
11 トーヨーキング 牡2鹿 55 和田 竜二中嶋 宏氏 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 502 ―1：52．6� 31．1�
811 ショウナンラヴィ 牝2鹿 54 岩田 康誠国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 井高牧場 468 ―1：52．81� 40．6�
22 ノーブルステップ 牝2青鹿 54

53 ☆荻野 極山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 460 ― 〃 クビ 324．7�
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売 得 金
単勝： 40，350，800円 複勝： 43，566，100円 枠連： 11，687，300円
馬連： 51，870，700円 馬単： 34，047，500円 ワイド： 33，097，100円
3連複： 67，595，500円 3連単： 115，976，400円 計： 398，191，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 210円 � 570円 枠 連（7－8） 750円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，510円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 8，470円 3 連 単 ��� 21，820円

票 数

単勝票数 計 403508 的中 � 185446（1番人気）
複勝票数 計 435661 的中 � 200474（1番人気）� 37852（3番人気）� 10014（8番人気）
枠連票数 計 116873 的中 （7－8） 11972（2番人気）
馬連票数 計 518707 的中 �� 39235（2番人気）
馬単票数 計 340475 的中 �� 18200（3番人気）
ワイド票数 計 330971 的中 �� 23401（2番人気）�� 5384（16番人気）�� 2592（26番人気）
3連複票数 計 675955 的中 ��� 5982（24番人気）
3連単票数 計1159764 的中 ��� 3853（59番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―11．6―12．3―13．1―12．6―12．6―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―36．3―48．6―1：01．7―1：14．3―1：26．9―1：38．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォックスクリーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2015．2．19生 牡2黒鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ドラセナ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻4分遅延。

2805410月15日 雨 稍重 （29京都4）第5日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12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
1：21．7
1：21．5

重
不良

33 トウカイシュテルン 牝3鹿 53 福永 祐一内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 472＋ 21：24．9 19．4�
11 アドマイヤムテキ 牡4黒鹿57 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 洞�湖 レイクヴィラファーム 496＋ 2 〃 ハナ 1．9�
44 バ レ ー ロ 牡3黒鹿 55

54 ☆荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494＋141：25．0� 99．3�
69 チ カ リ ー タ 牝4芦 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：25．21� 8．0�
68 ハーツジュニア 牡5鹿 57 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 504＋ 2 〃 ハナ 6．1	
813 ク ラ イ シ ス 牡4鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 21：25．3
 5．4

56 � ワキノアタリ 牝4鹿 55 国分 優作脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 472＋141：25．4クビ 82．1�
22 メイショウバンカラ 牡3鹿 55 北村 友一松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 494－ 4 〃 クビ 14．2�
45 ハトマークエース 牡5黒鹿57 浜中 俊山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 478± 01：25．5クビ 58．1
57 レッドラシーマ 牡3芦 55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：25．71� 155．5�
711 グロリアスメーカー 牝4鹿 55

54 ☆坂井 瑠星 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 41：27．4大差 68．1�
812 スワーヴノートン 牡3鹿 55 C．ルメール�NICKS 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 B468－ 61：29．7大差 16．5�
710 アグネスジュレップ 牝3鹿 53 松若 風馬上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 442－ 21：29．8クビ 56．3�
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売 得 金
単勝： 35，294，100円 複勝： 57，556，900円 枠連： 19，332，800円
馬連： 70，610，800円 馬単： 39，623，700円 ワイド： 44，723，500円
3連複： 95，348，200円 3連単： 146，244，100円 計： 508，734，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 380円 � 120円 � 1，460円 枠 連（1－3） 1，540円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 710円 �� 15，680円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 38，780円 3 連 単 ��� 292，080円

票 数

単勝票数 計 352941 的中 � 14541（7番人気）
複勝票数 計 575569 的中 � 30571（7番人気）� 192227（1番人気）� 6647（12番人気）
枠連票数 計 193328 的中 （1－3） 9714（5番人気）
馬連票数 計 706108 的中 �� 36712（5番人気）
馬単票数 計 396237 的中 �� 5834（15番人気）
ワイド票数 計 447235 的中 �� 17349（8番人気）�� 704（60番人気）�� 3879（27番人気）
3連複票数 計 953482 的中 ��� 1844（78番人気）
3連単票数 計1462441 的中 ��� 363（463番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．3―12．6―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．2―46．5―59．1―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイシュテルン �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．9．4 小倉10着

2014．5．22生 牝3鹿 母 トウカイセレブ 母母 トウカイティアラ 11戦2勝 賞金 21，550，000円
〔制裁〕 バレーロ号の騎手荻野極は，最後の直線コース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過怠金

10，000円。（被害馬：13番）



2805510月15日 雨 稍重 （29京都4）第5日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時20分（番組第8競走を順序変更） （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

44 レジェンドセラー 牡3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 524＋102：27．6 3．3�
55 シ ョ パ ン 牡4黒鹿57 M．デムーロ窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 474－ 62：28．02� 1．9�
11 チャロネグロ 牡3黒鹿54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494± 02：28．21	 3．6�

22 ブライトムーン 牝3黒鹿52 幸 英明�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432＋ 22：28．3
 8．8�

33 サダムロードショー 牡7鹿 57 岩田 康誠大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋ 22：29．15 70．1�

66 ハイプレッシャー 牡6黒鹿57 武 豊�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 522＋ 42：29．31� 20．3	
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売 得 金
単勝： 38，678，800円 複勝： 27，631，500円 枠連： 発売なし
馬連： 47，014，200円 馬単： 35，332，600円 ワイド： 21，089，300円
3連複： 53，200，800円 3連単： 184，233，700円 計： 407，180，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 130円 �� 150円 �� 140円

3 連 複 ��� 210円 3 連 単 ��� 1，300円

票 数

単勝票数 計 386788 的中 � 92175（2番人気）
複勝票数 計 276315 的中 � 63355（2番人気）� 99596（1番人気）
馬連票数 計 470142 的中 �� 138393（1番人気）
馬単票数 計 353326 的中 �� 42242（3番人気）
ワイド票数 計 210893 的中 �� 45053（1番人気）�� 31353（3番人気）�� 38611（2番人気）
3連複票数 計 532008 的中 ��� 181606（1番人気）
3連単票数 計1842337 的中 ��� 102162（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．1―37．1―50．2―1：02．6―1：14．9―1：27．3―1：39．6―1：51．7―2：03．9―2：15．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
6＝4－（3，5）－1－2
6＝4－（3，5）1，2

2
4
6＝4－（3，5）－1，2
6－4，5（3，1）2

勝馬の
紹 介

レジェンドセラー 

�
父 ルーラーシップ 


�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．6．12 東京2着

2014．3．14生 牡3鹿 母 トップセラー 母母 プロモーション 11戦3勝 賞金 48，434，000円

2805610月15日 雨 稍重 （29京都4）第5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） （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
1：06．7
1：06．5

良
良

12 メイショウカリン 牝3鹿 53 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 486＋ 21：09．4 4．3�
35 ゲンパチケンシン 牡3芦 55

54 ☆坂井 瑠星平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 462－ 41：09．72 19．9�
24 ストロベリームーン 牝3青鹿53 池添 謙一�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 436＋ 41：09．91 4．3�
510 ディープウォーリア 牡3黒鹿55 岩田 康誠中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 452＋141：10．0� 15．9�
48 	
 トーセンクリス 牝4鹿 55 福永 祐一島川 �哉氏 大久保龍志 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

518＋ 6 〃 クビ 9．5	
713 グランドポピー 牝5栗 55

52 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 500＋101：10．1クビ 5．3

612 ステラルージュ 牝3栗 53 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 402－ 8 〃 ハナ 13．4�
817 キ ク ノ レ レ 牝3黒鹿53 北村 友一菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 松田 憲一 468－ 21：10．31� 47．2�
714 ダブルスキップ 牝4黒鹿55 和田 竜二ザ・チャンピオンズ 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 430－ 6 〃 ハナ 27．0
59 シ ア ン 牝3栗 53 松山 弘平吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 420＋ 61：10．4� 98．7�
611 プレシャスロード 5青鹿57 三浦 皇成山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 466－ 4 〃 ハナ 80．4�
815 サカジロテンオー 牡4鹿 57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 B486－ 41：10．72 72．4�
47 アルパーシャン 牡5栗 57 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 464－ 21：10．8� 20．2�
816 ニシノエアレス 牝3栗 53 幸 英明西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 456＋ 21：11．01 111．3�
11 ブライティアレディ 牝4青鹿55 M．デムーロ小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 428＋ 6 〃 クビ 6．5�
36 シーハリケーン 3鹿 55 松若 風馬 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 474＋ 41：11．1クビ 153．1�
23 
 スイートアリエッタ 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極岩﨑 僖澄氏 柴田 光陽 浦河 杵臼牧場 430－ 31：12．05 341．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 35，460，000円 複勝： 52，783，700円 枠連： 26，605，200円
馬連： 88，781，000円 馬単： 36，032，600円 ワイド： 55，215，300円
3連複： 123，636，700円 3連単： 143，216，300円 計： 561，730，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 330円 � 180円 枠 連（1－3） 3，140円

馬 連 �� 5，040円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 560円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 40，650円

票 数

単勝票数 計 354600 的中 � 64996（1番人気）
複勝票数 計 527837 的中 � 73252（3番人気）� 35210（7番人気）� 83086（1番人気）
枠連票数 計 266052 的中 （1－3） 6555（14番人気）
馬連票数 計 887810 的中 �� 13637（23番人気）
馬単票数 計 360326 的中 �� 3091（38番人気）
ワイド票数 計 552153 的中 �� 8860（20番人気）�� 26959（2番人気）�� 10319（14番人気）
3連複票数 計1236367 的中 ��� 14804（14番人気）
3連単票数 計1432163 的中 ��� 2554（118番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―11．5―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．9―46．4―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．5
3 5，2（13，17）（4，6，11，15）（8，16）（9，14）10，12－7，3－1 4 5，2（4，13，17，15）11（8，6，16）（10，14）（9，12，7）－1－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウカリン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2016．7．24 中京16着

2014．5．14生 牝3鹿 母 シ ョ コ ッ ト 母母 ショーガールⅡ 8戦2勝 賞金 16，500，000円
〔発走状況〕 ブライティアレディ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ゲンパチケンシン号の調教師加用正は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出走取消馬 アイファーヴリル号（疾病〔右後肢跛行〕のため）



2805710月15日 雨 稍重 （29京都4）第5日 第9競走 ��
��1，400�もみじステークス

発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

55 ダノンスマッシュ 牡2鹿 55 福永 祐一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 462± 01：23．4 1．5�
44 アーデルワイゼ 牝2青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：23．93 4．1�
22 ナムラバンザイ 牡2鹿 55 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 420± 01：24．11� 100．3�
33 リンガラポップス 牡2青鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 474－ 21：24．31	 36．9�
11 ミッキーマインド 牡2鹿 55 武 豊野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 452－ 61：24．51	 7．0	
77 イイコトズクシ 牡2鹿 55 荻野 極小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 480＋ 21：24．81
 10．7

88 ジ ス モ ン ダ 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 466－ 21：25．01� 130．1�
66 � セイウンスパイ 牡2栗 55 幸 英明西山 茂行氏 池上 昌和 米 James Millar &

Janice Millar 502＋ 21：25．42� 14．6�
（8頭）

売 得 金
単勝： 44，536，400円 複勝： 107，480，800円 枠連： 発売なし
馬連： 76，544，100円 馬単： 49，800，800円 ワイド： 35，214，800円
3連複： 77，041，500円 3連単： 249，729，600円 計： 640，348，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 720円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，540円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 12，380円

票 数

単勝票数 計 445364 的中 � 225242（1番人気）
複勝票数 計1074808 的中 � 822041（1番人気）� 81055（2番人気）� 6797（7番人気）
馬連票数 計 765441 的中 �� 228497（1番人気）
馬単票数 計 498008 的中 �� 103616（1番人気）
ワイド票数 計 352148 的中 �� 79117（1番人気）�� 4670（15番人気）�� 2596（19番人気）
3連複票数 計 770415 的中 ��� 10585（14番人気）
3連単票数 計2497296 的中 ��� 14622（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．3―36．4―48．6―1：00．4―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．8
3 2，3－5，4，7，6，8－1 4 2，3－5，4，7，6，8－1

勝馬の
紹 介

ダノンスマッシュ 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 Hard Spun デビュー 2017．9．2 新潟2着

2015．3．6生 牡2鹿 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 3戦2勝 賞金 23，982，000円

2805810月15日 雨 重 （29京都4）第5日 第10競走 ��
��1，800�

あ た ご

愛 宕 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．10．15以降29．10．9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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

611 ヒロブレイブ 牡4鹿 57 �島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 476＋ 81：51．3 6．8�
24 タマモアタック 牡5鹿 54 M．デムーロタマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478± 01：51．4� 6．0�
11 ヒラボクテイオー 牡5黒鹿53 松山 弘平�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 516± 0 〃 クビ 69．5�
47 ヴ ィ ッ セ ン 牡6鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋101：51．61	 65．7�
510 アンデスクイーン 牝3栗 52 松若 風馬 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 478－ 41：51．7クビ 45．6	
36 テイエムグッドマン 牡3鹿 53 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 490＋ 6 〃 ハナ 23．0

815 キーグラウンド 牡3鹿 53 岩田 康誠北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 484＋ 4 〃 ハナ 11．8�
35 オイルタウン 牡5栗 54 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 468± 01：51．8
 109．1�
713 ニホンピロヘーゼル 牝4鹿 54 大野 拓弥小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 498＋ 81：52．01 38．5
612 ラ バ ピ エ ス 牡3鹿 53 和田 竜二 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506＋101：52．21 36．9�
714 ニホンピロサンダー 牡5黒鹿53 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 490＋ 31：52．94 254．9�
48 メイショウブーケ 牝6栗 51 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B474－ 21：53．53� 110．4�
59 タガノグルナ 牡3鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 61：53．82 6．2�
816 ケルティックソード 牡4栗 56 C．ルメール 吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 B488＋ 21：53．9� 2．7�
23 ガ ン コ 牡4青鹿56 福永 祐一杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 486－ 21：54．11	 16．1�
12 クリノフウジン 牡3栗 54 田辺 裕信栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 496＋ 61：54．2� 9．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，082，700円 複勝： 73，377，900円 枠連： 36，808，400円
馬連： 149，594，400円 馬単： 57，933，000円 ワイド： 78，672，800円
3連複： 195，760，500円 3連単： 252，056，100円 計： 896，285，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 240円 � 1，340円 枠 連（2－6） 1，420円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 7，000円 �� 4，930円

3 連 複 ��� 57，300円 3 連 単 ��� 282，880円

票 数

単勝票数 計 520827 的中 � 60485（4番人気）
複勝票数 計 733779 的中 � 92397（2番人気）� 89159（3番人気）� 11395（13番人気）
枠連票数 計 368084 的中 （2－6） 19964（6番人気）
馬連票数 計1495944 的中 �� 38280（11番人気）
馬単票数 計 579330 的中 �� 7376（23番人気）
ワイド票数 計 786728 的中 �� 19917（11番人気）�� 2832（61番人気）�� 4040（47番人気）
3連複票数 計1957605 的中 ��� 2562（149番人気）
3連単票数 計2520561 的中 ��� 646（726番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．5―12．2―12．2―12．4―12．5―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．9―35．4―47．6―59．8―1：12．2―1：24．7―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．1
1
3
1（9，13）（2，16）15－6，14（3，12）－4，10，5－11－7－8
1（9，13）（2，15）（6，16，14）12，4（3，5，10）－11＝7，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロブレイブ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Wild Rush デビュー 2015．6．14 阪神7着

2013．4．30生 牡4鹿 母 スズノメガミ 母母 Sue’s Temper 24戦4勝 賞金 70，373，000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



2805910月15日 雨 重 （29京都4）第5日 第11競走 ��
��2，000�第22回秋 華 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京都市長賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 92，000，000円 37，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，200，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：56．8
1：56．1
1：56．9

良
良
良

714 デ ィ ア ド ラ 牝3鹿 55 C．ルメール 森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 490＋122：00．2 6．3�
47 リスグラシュー 牝3黒鹿55 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438＋ 22：00．41� 7．0�
24 モズカッチャン 牝3黒鹿55 M．デムーロ �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 478－ 4 〃 ハナ 8．6�
12 	 ラビットラン 牝3栗 55 和田 竜二吉田 和子氏 角居 勝彦 米 Alexander Groves

Matz, LLC 448＋ 42：00．93 9．3�
48 カワキタエンカ 牝3鹿 55 北村 友一川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 464＋ 2 〃 クビ 19．4	
23 ブラックオニキス 牝3青鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 424＋ 42：01．43 170．2

11 アエロリット 牝3芦 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 486－10 〃 クビ 3．6�
611 ミ リ ッ サ 牝3栗 55 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 422＋ 22：01．61� 17．4�
817 ポールヴァンドル 牝3芦 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 530＋ 22：01．81� 32．1
713 リ カ ビ ト ス 牝3鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 422＋ 22：01．9クビ 28．0�
715 ヴゼットジョリー 牝3黒鹿55 菱田 裕二 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 470－ 22：02．11 230．5�
35 ブラックスビーチ 牝3鹿 55 川田 将雅山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452＋ 22：02．41
 106．8�
816 ファンディーナ 牝3青鹿55 岩田 康誠�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 518－ 82：02．5� 5．6�
612 レーヌミノル 牝3栗 55 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 42：02．81
 30．6�
59 ハローユニコーン 牝3鹿 55 田辺 裕信 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 450＋ 2 〃 クビ 174．9�
36 メイショウオワラ 牝3鹿 55 松若 風馬松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 458＋ 22：02．9� 41．6�
510 タガノヴェローナ 牝3芦 55 幸 英明八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 42：03．53� 199．3�
818 カリビアンゴールド 牝3黒鹿55 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 22：03．6クビ 71．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 576，386，400円 複勝： 606，469，300円 枠連： 416，982，800円 馬連： 1，946，450，600円 馬単： 799，687，300円
ワイド： 829，843，800円 3連複： 3，183，647，800円 3連単： 5，317，037，800円 5重勝： 548，336，800円 計： 14，224，842，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 190円 � 270円 枠 連（4－7） 1，100円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 570円 �� 790円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 14，760円

5 重 勝
対象競走：東京10R／京都10R／新潟11R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 211，240円

票 数

単勝票数 計5763864 的中 � 727440（3番人気）
複勝票数 計6064693 的中 � 745141（3番人気）� 874288（2番人気）� 525246（5番人気）
枠連票数 計4169828 的中 （4－7） 291778（4番人気）
馬連票数 計19464506 的中 �� 993933（3番人気）
馬単票数 計7996873 的中 �� 206623（6番人気）
ワイド票数 計8298438 的中 �� 381775（2番人気）�� 265579（7番人気）�� 280492（5番人気）
3連複票数 計31836478 的中 ��� 750330（5番人気）
3連単票数 計53170378 的中 ��� 261121（15番人気）
5重勝票数 計5483368 的中 ����� 1817

ハロンタイム 12．2―11．0―12．4―11．9―11．6―12．0―12．1―12．5―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―35．6―47．5―59．1―1：11．1―1：23．2―1：35．7―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．0
1
3

8（1，16）5（4，12）（2，6，10）11，18（7，17）（3，14）（13，15）－9
8，1，16（5，4）（2，6，12）（10，7）－（17，11）（14，18）3（9，13）15

2
4
8（1，16）5（4，12）6（2，10）11（7，18）（3，17）14，13，15，9
8（1，16，4）5（2，12，7）（14，6）（17，11）（3，10）（15，9，18，13）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ ィ ア ド ラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．2 中京2着

2014．4．4生 牝3鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 14戦5勝 賞金 203，614，000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。
（非当選馬） 1頭 サロニカ号
（非抽選馬） 5頭 シーズララバイ号・テーオービクトリー号・ブライトムーン号・マナローラ号・ミスパンテール号

2806010月15日 雨 重 （29京都4）第5日 第12競走 ��
��1，200�

ふじのもり

藤森ステークス
発走16時25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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

47 オアシスクイーン 牝3鹿 53 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 474－ 41：11．1 4．0�
48 サーティグランド 牡5鹿 57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 502－101：11．2� 57．8�
713 モ ル ジ ア ナ 牝5栗 55 田辺 裕信 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 クビ 29．5�
714	 スズカアーサー 牡8鹿 57 荻野 極永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B496－ 21：11．3� 227．7�
612 ウィッシュハピネス 牝5青鹿55 三浦 皇成前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋16 〃 ハナ 57．5�
11 
 ジープルメリア 牝4黒鹿55 幸 英明 	キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

458＋ 8 〃 クビ 5．0

36 ナイトフォックス 牡5鹿 57 池添 謙一石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 01：11．4クビ 43．1�
23 リバーソウル 牡6黒鹿57 北村 友一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 クビ 166．5�
59 カネトシビバーチェ 牝6鹿 55 岩田 康誠兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 466＋101：11．5クビ 5．7
816 ス ミ レ 牝4鹿 55 菱田 裕二林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム B448＋ 2 〃 クビ 6．7�
611
 ヨ ン カ ー �4芦 57 C．ルメール 吉田 和美氏 和田正一郎 米

Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

544＋ 81：11．82 4．5�
815 ウエスタンラムール 牡5黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 450－16 〃 ハナ 288．6�
510 ガ ン ジ ー 牡6栗 57 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 502－ 41：11．9クビ 20．0�
24 	 ダイゴマサムネ 牡5栗 57 岡田 祥嗣長谷川光司氏 寺島 良 浦河 ヒダカフアーム B502＋ 61：12．21� 225．7�
35 ア ト ラ ン タ 牡5鹿 57 大野 拓弥桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 542± 01：12．51� 12．1�
12 ワンダーヴィーヴァ 牡7青鹿57 浜中 俊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 560－ 61：12．6� 48．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，277，200円 複勝： 143，381，700円 枠連： 54，703，200円
馬連： 253，036，900円 馬単： 104，146，000円 ワイド： 144，684，500円
3連複： 344，738，500円 3連単： 505，202，200円 計： 1，655，170，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 1，250円 � 650円 枠 連（4－4） 9，740円

馬 連 �� 12，180円 馬 単 �� 17，750円

ワ イ ド �� 3，620円 �� 2，600円 �� 12，220円

3 連 複 ��� 84，770円 3 連 単 ��� 386，360円

票 数

単勝票数 計1052772 的中 � 207502（1番人気）
複勝票数 計1433817 的中 � 246183（1番人気）� 25261（12番人気）� 51439（8番人気）
枠連票数 計 547032 的中 （4－4） 4350（27番人気）
馬連票数 計2530369 的中 �� 16099（31番人気）
馬単票数 計1041460 的中 �� 4399（51番人気）
ワイド票数 計1446845 的中 �� 10335（31番人気）�� 14495（26番人気）�� 3018（62番人気）
3連複票数 計3447385 的中 ��� 3050（159番人気）
3連単票数 計5052022 的中 ��� 948（778番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―12．0―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．9―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．2
3 ・（1，5）－11－12－（7，14）－（2，9，10）－8，3，15（4，6）13，16 4 ・（1，5）－（7，11）12，14（9，10）（2，8）3，15（4，6）（16，13）

勝馬の
紹 介

オアシスクイーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2016．6．25 函館1着

2014．4．20生 牝3鹿 母 リッピアピンク 母母 カ ル メ ン 10戦4勝 賞金 50，961，000円
〔制裁〕 ヨンカー号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）

５レース目



（29京都4）第5日 10月15日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 148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

372，720，000円
4，750，000円
23，510，000円
6，730，000円
44，040，000円
60，842，000円
4，514，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
1，037，592，200円
1，301，947，100円
591，828，800円
2，855，865，100円
1，262，379，900円
1，345，377，900円
4，364，349，000円
7，342，901，000円
548，336，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 20，650，577，800円

総入場人員 32，484名 （有料入場人員 30，581名）
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