
2800110月6日 雨 良 （30京都4）第1日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

重
不良

711 スマートセラヴィー 牡2栗 55 岩田 康誠大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 516± 01：13．0 1．2�
813 タマモクレマチス 牝2鹿 54

52 △富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 434－ 41：14．27 16．6�
22 メイショウイギョク 牡2鹿 55 �島 克駿松本 好雄氏 坂口 正則 日高 ヤナガワ牧場 466－ 2 〃 クビ 51．3�
56 ハクユウフライヤー 牡2芦 55 浜中 俊 �H.Iコーポレーション 村山 明 新冠 オリエント牧場 428＋ 21：14．3� 15．9�
33 ア サ ミ ン 牝2鹿 54 松田 大作永野 雄介氏 崎山 博樹 新冠 カミイスタット 436＋ 21：14．4	 31．1�
57 デンコウブレイブ 牡2黒鹿55 田中 健田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 田原橋本牧場 450＋ 41：14．5	 67．6	
11 キモンボーイ 牡2鹿 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 480－ 2 〃 クビ 45．9

69 サウンドサムデイ 牝2栗 54 古川 吉洋増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 454－ 61：15．13	 144．1�
44 ヤマイチダンディ 牡2鹿 55 藤岡 佑介坂本 肇氏 武 英智 むかわ 市川牧場 472－101：15．31	 34．7�
710 キンイロノツバサ 牡2鹿 55 中井 裕二大島 豊彦氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 438± 0 〃 アタマ 26．6
45 エンゼルサンライズ 牝2鹿 54 北村 友一松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 428± 01：15．61� 77．6�
812 クールジェンヌ 牝2芦 54 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 434＋ 41：16．13 9．0�
68 ブルベアヴェルデ 牡2黒鹿 55

54 ☆義 英真 �ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 谷口牧場 456＋ 21：16．31
 100．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，535，800円 複勝： 126，800，400円 枠連： 9，914，400円
馬連： 46，478，400円 馬単： 33，065，500円 ワイド： 42，192，900円
3連複： 76，890，000円 3連単： 129，150，100円 計： 494，027，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 320円 � 640円 枠 連（7－8） 240円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 410円 �� 960円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 5，400円 3 連 単 ��� 12，930円

票 数

単勝票数 計 295358 的中 � 190702（1番人気）
複勝票数 計1268004 的中 � 1021572（1番人気）� 23502（5番人気）� 10078（10番人気）
枠連票数 計 99144 的中 （7－8） 30840（1番人気）
馬連票数 計 464784 的中 �� 49848（2番人気）
馬単票数 計 330655 的中 �� 26602（3番人気）
ワイド票数 計 421929 的中 �� 28615（3番人気）�� 11014（8番人気）�� 3203（30番人気）
3連複票数 計 768900 的中 ��� 10663（22番人気）
3連単票数 計1291501 的中 ��� 7240（43番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．2―12．5―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．8―48．3―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートセラヴィー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．9．23 阪神2着

2016．3．3生 牡2栗 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※スマートセラヴィー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2800210月6日 雨 良 （30京都4）第1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

89 メイショウオニテ 牡2青鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 456－ 41：22．3 8．7�
33 プ ロ ム 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 480± 01：22．4� 11．3�
22 ヘヴンリーウインド 牝2鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：22．5クビ 2．7�
78 タマモメイトウ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 468－ 21：23．24 5．1�
11 � ロンドンテソーロ 牡2栗 55 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments 480＋ 21：23．3	 10．5�

77 マ カ ベ リ 牝2鹿 54 池添 謙一 Top Feather� 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 442＋ 2 〃 クビ 4．0	
66 ニホンピロコレール 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 472＋ 21：23．51
 206．7

44 ペプチドフシチョウ 牝2鹿 54 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 444± 01：23．71
 18．1�
810 ラッキーロード 牡2鹿 55

53 △富田 暁本間 茂氏 本田 優 新ひだか 矢野牧場 460＋ 21：24．12	 199．6�
55 チョウヤバイ 牡2鹿 55

52 ▲服部 寿希丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 金石牧場 432＋ 21：24．2� 101．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 29，534，900円 複勝： 33，643，900円 枠連： 10，232，900円
馬連： 48，951，800円 馬単： 24，249，100円 ワイド： 32，707，300円
3連複： 65，173，100円 3連単： 99，447，300円 計： 343，940，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 220円 � 230円 � 130円 枠 連（3－8） 5，380円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 8，560円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 470円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 30，510円

票 数

単勝票数 計 295349 的中 � 28806（4番人気）
複勝票数 計 336439 的中 � 32606（4番人気）� 31066（6番人気）� 93713（1番人気）
枠連票数 計 102329 的中 （3－8） 1473（13番人気）
馬連票数 計 489518 的中 �� 8205（19番人気）
馬単票数 計 242491 的中 �� 2124（34番人気）
ワイド票数 計 327073 的中 �� 5966（20番人気）�� 18363（6番人気）�� 20527（5番人気）
3連複票数 計 651731 的中 ��� 15167（14番人気）
3連単票数 計 994473 的中 ��� 2363（115番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．6―11．9―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．6―45．2―57．1―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．1
3 8＝1（2，3）－9，6，7，5，4－10 4 8－1，3，2－9，6，7－4，5－10

勝馬の
紹 介

メイショウオニテ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2018．9．17 阪神9着

2016．4．22生 牡2青鹿 母 エリモパンサー 母母 Cozzy Flyer 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 マカベリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

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１日



2800310月6日 晴 良 （30京都4）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時55分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：45．9
1：45．6

良
良

44 クオンタムシフト 牡2鹿 55 藤岡 佑介 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 492－ 21：49．7 4．5�
88 ハギノアップロード 牡2黒鹿55 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 454＋ 21：49．91� 2．9�
22 ニューポート 牡2黒鹿55 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：50．21� 5．8�
66 バ ニ ュ ル ス 牡2黒鹿55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：50．83� 2．5�
55 メ ド ッ ク 牡2鹿 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 桜井牧場 512＋ 61：51．12 15．9	
77 マイネルジェンマ 牡2黒鹿55 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 ヒダカフアーム 464± 01：51．41� 151．7

11 スーペルゴラッソ 牡2鹿 55 北村 友一 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 498± 01：51．61� 101．3�
33 ロードホライゾン 牡2鹿 55 中井 裕二 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか 原口牧場 458± 01：52．23� 209．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，306，900円 複勝： 29，438，600円 枠連： 発売なし
馬連： 47，718，700円 馬単： 29，050，300円 ワイド： 27，309，400円
3連複： 49，343，600円 3連単： 115，392，500円 計： 335，560，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 230円 �� 340円 �� 250円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 4，980円

票 数

単勝票数 計 373069 的中 � 68960（3番人気）
複勝票数 計 294386 的中 � 52660（3番人気）� 81924（1番人気）� 45409（4番人気）
馬連票数 計 477187 的中 �� 56991（4番人気）
馬単票数 計 290503 的中 �� 14508（9番人気）
ワイド票数 計 273094 的中 �� 31292（3番人気）�� 18845（6番人気）�� 28592（4番人気）
3連複票数 計 493436 的中 ��� 46265（3番人気）
3連単票数 計1153925 的中 ��� 16789（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―37．1―49．7―1：02．7―1：15．0―1：26．6―1：38．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クオンタムシフト 
�
父 タートルボウル 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．9．17 阪神2着

2016．3．24生 牡2鹿 母 セレブリティモデル 母母 マンハッタンセレブ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

2800410月6日 晴 稍重 （30京都4）第1日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：23．4
1：23．0

不良
重

12 スマートモリガン 牝2青鹿54 岩田 康誠大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 466 ―1：26．2 8．7�
23 クインズローズ 牝2栗 54 福永 祐一亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 474 ― 〃 クビ 4．6�
48 リンクスリン 牝2栗 54 藤岡 佑介目谷 一幸氏 高柳 大輔 浦河 高松牧場 462 ―1：27．37 85．0�
714 ミラクルチューン 牝2黒鹿54 川須 栄彦ロイヤルパーク 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 454 ― 〃 クビ 90．5�
24 ピエナヒーロー 牡2鹿 55 太宰 啓介本谷 兼三氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482 ―1：27．4� 24．9�
612 ケイティグレース 牝2栗 54 古川 吉洋瀧本 和義氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 432 ―1：27．71� 5．7�
510 タキシードジャンク 牡2鹿 55 川田 将雅原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 484 ― 〃 クビ 3．5	
36 ツインイレブン 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗吉野加壽代氏 松元 茂樹 新冠 秋田牧場 484 ― 〃 ハナ 8．7

815 クリノベロニカ 牝2鹿 54 	島 克駿栗本 博晴氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 442 ―1：27．8クビ 148．2�
35 ニホンピロマイルス 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 490 ―1：28．86 120．7�
713 モルトグランデ 牡2黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太幅田 京子氏 庄野 靖志 様似 澤井 義一 490 ―1：28．9クビ 31．9
59 シャイニーブランコ 牡2芦 55 松山 弘平小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 438 ―1：29．21� 23．1�
611 リリーエンデヴァー 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 荒川 義之 安平 追分ファーム 456 ― 〃 ハナ 89．0�
11 ハコダテカーニバル 牝2鹿 54 北村 友一河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 470 ―1：29．62
 13．6�
47 ピュアサクヤヒメ 牝2鹿 54 松若 風馬鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：29．81� 36．8�
816 メイショウブコウ 牡2栗 55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 安平 �橋本牧場 490 ―1：29．9クビ 53．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，210，400円 複勝： 40，001，800円 枠連： 15，547，900円
馬連： 49，127，800円 馬単： 21，606，100円 ワイド： 35，615，700円
3連複： 71，671，100円 3連単： 79，147，000円 計： 341，927，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 250円 � 220円 � 1，470円 枠 連（1－2） 850円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 640円 �� 5，210円 �� 5，230円

3 連 複 ��� 30，230円 3 連 単 ��� 160，730円

票 数

単勝票数 計 292104 的中 � 28155（5番人気）
複勝票数 計 400018 的中 � 44502（4番人気）� 55877（2番人気）� 5606（13番人気）
枠連票数 計 155479 的中 （1－2） 14153（3番人気）
馬連票数 計 491278 的中 �� 20655（5番人気）
馬単票数 計 216061 的中 �� 3882（15番人気）
ワイド票数 計 356157 的中 �� 15477（3番人気）�� 1696（54番人気）�� 1688（55番人気）
3連複票数 計 716711 的中 ��� 1778（96番人気）
3連単票数 計 791470 的中 ��� 357（483番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．0―35．0―47．6―1：00．6―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートモリガン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2016．3．30生 牝2青鹿 母 ピサノルビー 母母 ペ ル ヴ ィ ア 1戦1勝 賞金 7，000，000円



2800510月6日 晴 良 （30京都4）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時15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

56 ランブリングアレー 牝2黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 458 ―1：37．3 7．8�
68 ア ル ポ ル ト 牝2青鹿54 北村 友一黒川 暁子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452 ― 〃 アタマ 10．8�
69 クロスペンデュラム 牝2鹿 54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 464 ―1：37．4� 5．4�
33 サトノアクシス 牝2黒鹿54 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 436 ― 〃 クビ 1．7�
22 メイショウヤワラギ 牝2鹿 54 幸 英明松本 好	氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 458 ―1：37．5� 43．4

45 アルモニーセレスト 牝2鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 平山牧場 436 ―1：37．81� 17．4�
711 ムーンスピーク 牝2黒鹿54 四位 洋文ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 450 ―1：38．33 116．7�
11 ブルベアロッソ 牝2栗 54 酒井 学 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 新冠 オリエント牧場 434 ―1：38．4� 250．5
813 スイートミーティア 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太伊東 純一氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 クビ 43．9�
44 エンジェルスマイル 牝2鹿 54 川田 将雅山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 420 ―1：38．5クビ 27．7�
812 ダイヤーズブルーム 牝2鹿 54 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム 476 ― 〃 アタマ 259．3�
710 ハートビートダンス 牝2黒鹿54 松山 弘平 �グリーンファーム音無 秀孝 平取 坂東牧場 460 ―1：38．71� 28．4�
57 ウイッチクイーン 牝2鹿 54 �島 克駿杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 480 ―1：39．65 230．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，851，700円 複勝： 48，981，100円 枠連： 12，770，100円
馬連： 51，563，300円 馬単： 30，647，000円 ワイド： 38，480，000円
3連複： 71，278，100円 3連単： 108，510，500円 計： 401，081，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 250円 � 250円 � 180円 枠 連（5－6） 1，250円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 870円 �� 570円 �� 720円

3 連 複 ��� 5，380円 3 連 単 ��� 32，910円

票 数

単勝票数 計 388517 的中 � 41713（3番人気）
複勝票数 計 489811 的中 � 47780（3番人気）� 47684（4番人気）� 78496（2番人気）
枠連票数 計 127701 的中 （5－6） 7863（5番人気）
馬連票数 計 515633 的中 �� 12796（11番人気）
馬単票数 計 306470 的中 �� 3750（19番人気）
ワイド票数 計 384800 的中 �� 11051（9番人気）�� 17654（5番人気）�� 13753（7番人気）
3連複票数 計 712781 的中 ��� 9927（20番人気）
3連単票数 計1085105 的中 ��� 2390（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．6―37．3―50．3―1：02．9―1：14．9―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．4
3 2，7（1，9）（4，6，10）（3，8，13）5（12，11） 4 2（7，9）（1，10）（4，6）（3，8，13）（5，11）12

勝馬の
紹 介

ランブリングアレー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2016．3．24生 牝2黒鹿 母 ブルーミングアレー 母母 プリンセスオリビア 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2800610月6日 晴 稍重 （30京都4）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

44 エ イ コ ー ン 牡3鹿 55 浜中 俊西森 鶴氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 462＋101：51．5 1．7�
67 カ レ ン カ カ 牡4芦 57 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 498－ 21：52．35 3．4�
22 オンワードハンター 牡7鹿 57 松山 弘平樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 474± 01：52．51� 52．7�
66 メイショウゴテツ 牡5青鹿 57

54 ▲西村 淳也松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 478＋ 8 〃 アタマ 39．3�
79 アドマイヤキング 牡3鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 530－ 61：52．6� 5．5�
810 テーオールチア 牝3黒鹿53 藤岡 康太小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 480－ 2 〃 アタマ 108．6�
33 ク ー ド ロ ア 牝3鹿 53 幸 英明吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 432＋ 21：52．7� 79．0	
11 デュパルクカズマ �4鹿 57

55 △森 裕太朗合同会社雅苑興業 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 426＋ 41：53．65 152．7

55 サンマルリトリート 牝3黒鹿53 松若 風馬相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 526＋ 21：53．91� 27．4�
811 ロイヤルパールス 牡3鹿 55 高倉 稜ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B506＋ 61：54．0� 12．0�
78 トゥンバドーラ 牝3鹿 53

52 ☆加藤 祥太 キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 452± 01：55．49 73．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，769，500円 複勝： 77，580，800円 枠連： 9，597，000円
馬連： 48，767，800円 馬単： 31，348，300円 ワイド： 35，238，100円
3連複： 68，173，800円 3連単： 128，948，000円 計： 430，423，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 360円 枠 連（4－6） 240円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 150円 �� 780円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 5，200円

票 数

単勝票数 計 307695 的中 � 141346（1番人気）
複勝票数 計 775808 的中 � 524871（1番人気）� 101174（2番人気）� 12696（6番人気）
枠連票数 計 95970 的中 （4－6） 30446（1番人気）
馬連票数 計 487678 的中 �� 149374（1番人気）
馬単票数 計 313483 的中 �� 59564（1番人気）
ワイド票数 計 352381 的中 �� 88471（1番人気）�� 9104（10番人気）�� 5696（15番人気）
3連複票数 計 681738 的中 ��� 23828（6番人気）
3連単票数 計1289480 的中 ��� 17976（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．4―36．5―49．6―1：02．3―1：14．3―1：26．3―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ イ コ ー ン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．6．25 阪神8着

2015．4．25生 牡3鹿 母 ラ メ ン ト 母母 ソングオブサイレンス 18戦2勝 賞金 29，950，000円



2800710月6日 曇 稍重 （30京都4）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

33 メリッサーニ 牝3鹿 53 岩田 康誠�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：24．2 8．1�
610 ヴィルデローゼ 牝4黒鹿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 482＋ 61：24．3� 1．6�
45 ハ ウ リ ン グ 牝3栗 53 松山 弘平ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：24．62 5．5�
22 グランデミノル 牝3鹿 53

51 △富田 暁吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 486－ 41：25．02� 29．5�
58 ラブリーイレブン 牝3栗 53 中井 裕二吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 436－ 41：25．1� 43．3	
11 ウ ラ ガ ー ノ 牝4青鹿55 �島 克駿藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 516＋ 21：25．52� 22．3

814 ライディングハイ 牝5鹿 55 藤懸 貴志�下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 508＋ 41：25．82 18．2�
46 エンドレスコール 牝4黒鹿55 松若 風馬 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476＋ 8 〃 ハナ 91．5�
813 メモリーコバルト 牝3栗 53 幸 英明�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 458＋ 21：26．12 19．5
712 ラ グ ナ グ 牝5栗 55 太宰 啓介吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 486－ 21：26．41� 24．6�
711 レ ナ ー タ 牝3黒鹿53 北村 友一村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 452＋121：27．57 176．0�
69 アミスターミノル 牝3栗 53 四位 洋文吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450－14 〃 クビ 34．6�
57 スズカカトレア 牝3栗 53

50 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 408－101：27．92� 293．2�
34 サイモンミラベル 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 470＋ 81：28．43 23．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，458，600円 複勝： 58，259，700円 枠連： 14，877，200円
馬連： 65，662，500円 馬単： 37，087，600円 ワイド： 48，460，600円
3連複： 99，157，300円 3連単： 142，831，000円 計： 503，794，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 150円 � 110円 � 150円 枠 連（3－6） 420円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 250円 �� 540円 �� 250円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 8，940円

票 数

単勝票数 計 374586 的中 � 36958（3番人気）
複勝票数 計 582597 的中 � 64937（3番人気）� 254882（1番人気）� 69212（2番人気）
枠連票数 計 148772 的中 （3－6） 27433（1番人気）
馬連票数 計 656625 的中 �� 84375（2番人気）
馬単票数 計 370876 的中 �� 12856（7番人気）
ワイド票数 計 484606 的中 �� 52597（1番人気）�� 19878（5番人気）�� 51493（2番人気）
3連複票数 計 991573 的中 ��� 79611（1番人気）
3連単票数 計1428310 的中 ��� 11579（15番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―12．1―12．0―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．6―46．7―58．7―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メリッサーニ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．12．2 阪神3着

2015．2．23生 牝3鹿 母 ダイワオンディーヌ 母母 クリアースター 7戦2勝 賞金 18，020，000円

2800810月6日 雨 稍重 （30京都4）第1日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

79 エーティーラッセン 牡4鹿 57 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 498－ 22：01．5 8．2�
55 イイコトズクシ 牡3鹿 55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B502＋ 42：01．71� 93．7�
68 インターセクション 牡3栗 55 岩田 康誠ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 42：01．91 3．1�
22 シ ー リ ア 牝3青鹿53 浜中 俊 �キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 462＋ 22：02．21	 2．7�
710 キングフォルテ 牡3鹿 55 北村 友一平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 514＋142：02．41� 3．8�
812
 ギ ャ ツ ビ ー 牡5栗 57 川田 将雅 	CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 454＋ 22：02．5	 21．7

56 エリンズロマーネ 牝3栗 53 藤岡 康太吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 486＋162：02．6クビ 11．3�
33 マーティンルナ 牝3鹿 53 藤懸 貴志大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 466＋ 82：02．7	 287．0�
11 オースミメテオール 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也	オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 532＋122：03．44 140．0
67 コーラルバイン 牝3栃栗 53

51 △富田 暁 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 410－142：03．5� 399．6�

44 
 アレススピアー 牡4黒鹿57 松山 弘平 	アフロin El Paso 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－10 〃 アタマ 34．4�

811
 スターゲイザー 牡4鹿 57 高倉 稜野田 善己氏 中竹 和也 新ひだか 飛野牧場 452－ 32：04．77 159．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，316，900円 複勝： 38，667，400円 枠連： 15，000，900円
馬連： 64，043，900円 馬単： 34，043，100円 ワイド： 41，542，700円
3連複： 86，358，900円 3連単： 138，690，900円 計： 454，664，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 260円 � 1，250円 � 170円 枠 連（5－7） 1，040円

馬 連 �� 32，890円 馬 単 �� 57，890円

ワ イ ド �� 6，950円 �� 500円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 24，140円 3 連 単 ��� 237，140円

票 数

単勝票数 計 363169 的中 � 35109（4番人気）
複勝票数 計 386674 的中 � 38621（5番人気）� 6101（8番人気）� 74114（3番人気）
枠連票数 計 150009 的中 （5－7） 11082（4番人気）
馬連票数 計 640439 的中 �� 1509（34番人気）
馬単票数 計 340431 的中 �� 441（64番人気）
ワイド票数 計 415427 的中 �� 1454（35番人気）�� 23646（4番人気）�� 3133（21番人気）
3連複票数 計 863589 的中 ��� 2683（44番人気）
3連単票数 計1386909 的中 ��� 424（325番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．1―48．8―1：01．4―1：14．0―1：26．0―1：37．7―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーティーラッセン �
�
父 サマーバード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．10．9 京都1着

2014．4．5生 牡4鹿 母 チャームレディ 母母 ダンシングゴッデス 11戦2勝 賞金 28，663，000円
〔発走状況〕 オースミメテオール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



2800910月6日 曇 稍重 （30京都4）第1日 第9競走 ��1，800�北 國 新 聞 杯
発走14時25分 （ダート・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
北國新聞社賞（1着）

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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

68 テイエムジョウネツ 牝6黒鹿55 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 468－ 21：52．5 38．4�
33 タガノヴェローナ 牝4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－ 61：52．6� 3．6�
45 ファームフェイス 牝4鹿 55 岩田 康誠�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 462－ 2 〃 アタマ 6．1�
11 メイショウナゴミ 牝6青鹿55 松山 弘平松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 454± 01：52．81� 208．8�
812 グ ア ン 牝3栗 53 浜中 俊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 466＋ 21：52．9� 5．5	
22 ザ ク イ ー ン 牝4黒鹿55 川田 将雅�NICKS 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 クビ 5．1

56 アームズレングス 牝5鹿 55 藤岡 佑介諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 500－ 41：53．11� 3．6�
57 ワンダーレアリサル 牝4鹿 55 太宰 啓介山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 482± 0 〃 ハナ 23．6�
711 フレグラントブレス 牝5芦 55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488－ 41：53．2� 36．5
69 ノーブルスノー 牝5芦 55 	島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B504＋ 61：53．51� 20．0�
44 ピントゥリッキオ 牝5鹿 55 松若 風馬大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 446－ 6 〃 アタマ 231．4�
710 ア ッ キ ー 牝5鹿 55 富田 暁佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 454－141：54．67 84．4�
813 ハッピーマテリアル 牝4鹿 55 	島 克駿�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 11：59．8大差 338．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，468，300円 複勝： 69，846，600円 枠連： 19，259，800円
馬連： 111，079，200円 馬単： 47，144，500円 ワイド： 69，724，900円
3連複： 154，986，100円 3連単： 207，679，900円 計： 724，189，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，840円 複 勝 � 670円 � 150円 � 210円 枠 連（3－6） 2，010円

馬 連 �� 6，260円 馬 単 �� 18，430円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 2，090円 �� 450円

3 連 複 ��� 8，560円 3 連 単 ��� 108，940円

票 数

単勝票数 計 444683 的中 � 9246（9番人気）
複勝票数 計 698466 的中 � 19281（9番人気）� 157896（1番人気）� 88581（5番人気）
枠連票数 計 192598 的中 （3－6） 7396（11番人気）
馬連票数 計1110792 的中 �� 13741（20番人気）
馬単票数 計 471445 的中 �� 1918（52番人気）
ワイド票数 計 697249 的中 �� 10595（19番人気）�� 8144（27番人気）�� 43308（3番人気）
3連複票数 計1549861 的中 ��� 13573（30番人気）
3連単票数 計2076799 的中 ��� 1382（296番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―35．9―49．1―1：02．3―1：15．1―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムジョウネツ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．12．7 阪神11着

2012．5．13生 牝6黒鹿 母 モーニングタイド 母母 Eastern Dawn 34戦3勝 賞金 41，116，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーマテリアル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月6日まで平

地競走に出走できない。

2801010月6日 曇 稍重 （30京都4）第1日 第10競走 ��
��1，400�

く た

久 多 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

67 カイザーバル 牝5黒鹿55 四位 洋文 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 490± 01：21．6 10．0�
44 ユアスイスイ 牝4栗 55 池添 謙一ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B482± 01：21．7� 11．1�
66 ボンセルヴィーソ 牡4栗 57 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 470＋ 61：21．8	 4．0�
11 ブレッシングテレサ 牝5青鹿55 藤岡 佑介 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 29．0�
79 オールザゴー 牡4鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 10．5	
55 ラヴィングアンサー 牡4鹿 57 岩田 康誠江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 496＋ 61：21．9クビ 3．3

33 カネトシブレス 牝5鹿 55 藤岡 康太兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 444＋ 21：22．32	 60．3�
811 スイーズドリームス 牡4鹿 57 福永 祐一大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502－ 21：22．51 5．8�
78 アルジャーノン 牡3栗 55 川田 将雅 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 442＋ 6 〃 ハナ 5．0
810 ノーブルルージュ 牝6黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 474± 01：22．82 171．3�

（10頭）
22 
 カフジオリオン 牡6鹿 57 松若 風馬加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 53，360，200円 複勝： 70，492，500円 枠連： 20，759，700円
馬連： 124，925，300円 馬単： 53，710，700円 ワイド： 71，418，800円
3連複： 160，855，300円 3連単： 237，820，000円 計： 793，342，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 300円 � 310円 � 180円 枠 連（4－6） 1，580円

馬 連 �� 5，330円 馬 単 �� 10，800円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 750円 �� 760円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 58，400円

票 数

単勝票数 計 533602 的中 � 42296（5番人気）
複勝票数 計 704925 的中 � 55624（5番人気）� 54648（7番人気）� 122465（2番人気）
枠連票数 計 207597 的中 （4－6） 10135（7番人気）
馬連票数 計1249253 的中 �� 18133（21番人気）
馬単票数 計 537107 的中 �� 3729（41番人気）
ワイド票数 計 714188 的中 �� 11710（21番人気）�� 25054（11番人気）�� 24496（12番人気）
3連複票数 計1608553 的中 ��� 17749（32番人気）
3連単票数 計2378200 的中 ��� 2952（223番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．5―47．1―58．4―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイザーバル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．21 阪神1着

2013．2．18生 牝5黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 18戦4勝 賞金 108，982，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 カフジオリオン号は，疾病〔右上眼瞼部挫創〕のため出走取消。



2801110月6日 晴 稍重 （30京都4）第1日 第11競走 ��
��1，800�

へいじょうきょう

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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

44 アイアンテーラー 牝4栗 55 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 474－ 41：50．4 5．9�
710 ファッショニスタ 牝4鹿 55 川田 将雅ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 4 〃 クビ 4．8�
56 � ロードアルペジオ 牡5栗 57 幸 英明 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 498＋ 61：50．61	 42．4�
68 モズアトラクション 牡4栗 57 岩田 康誠 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 490± 0 〃 アタマ 7．4�
69 ゴールデンブレイヴ 牡5栗 57 藤岡 佑介保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492－ 8 〃 アタマ 22．3�
57 メイショウタチマチ 牝5鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 492＋ 41：50．8
 4．3	
22 アンデスクイーン 牝4栗 55 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 496± 01：50．9� 17．8

33 スズカフリオーソ 牡4栗 57 �島 克駿永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B488± 01：51．11 4．3�
45 ベルウッドテラス 8鹿 57 秋山真一郎鈴木 照雄氏 中舘 英二 日高 オリオンファーム 488－ 21：51．41
 60．4�
711 ドラゴンカップ 牡5鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム B456± 0 〃 クビ 14．3
813 ティーポイズン 牡7栗 57 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 494－ 21：52．25 348．2�
812 キーグラウンド 牡4鹿 57 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 486－ 41：52．3
 14．7�
11 コウユーヌレエフ 牡4黒鹿57 藤懸 貴志加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 486＋ 91：52．62 277．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 80，891，300円 複勝： 120，539，200円 枠連： 46，994，300円
馬連： 280，453，400円 馬単： 103，082，900円 ワイド： 145，885，900円
3連複： 419，673，700円 3連単： 557，169，200円 計： 1，754，689，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 200円 � 810円 枠 連（4－7） 870円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 650円 �� 3，530円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 20，860円 3 連 単 ��� 91，280円

票 数

単勝票数 計 808913 的中 � 109325（4番人気）
複勝票数 計1205392 的中 � 177813（3番人気）� 174074（4番人気）� 30043（10番人気）
枠連票数 計 469943 的中 （4－7） 41503（3番人気）
馬連票数 計2804534 的中 �� 137750（6番人気）
馬単票数 計1030829 的中 �� 25749（13番人気）
ワイド票数 計1458859 的中 �� 61929（6番人気）�� 10288（43番人気）�� 11281（39番人気）
3連複票数 計4196737 的中 ��� 15088（79番人気）
3連単票数 計5571692 的中 ��� 4425（364番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．5―12．2―12．6―12．2―12．0―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．6―48．8―1：01．4―1：13．6―1：25．6―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
4，7，3（9，10）（1，2，12）－（8，11）（6，13）5
4，7（3，9，10）12（1，2，8）（6，11）（5，13）

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

勝馬の
紹 介

アイアンテーラー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．10．1 阪神1着

2014．3．8生 牝4栗 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング 14戦5勝 賞金 66，988，000円

2801210月6日 晴 稍重 （30京都4）第1日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

35 デンコウケンジャ 牡3黒鹿55 藤岡 佑介田中 康弘氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 490－ 21：11．2 8．5�
59 バーニングペスカ 牡3鹿 55 藤岡 康太山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 464＋ 61：11．51� 2．2�
34 サイモンゼーレ 牡5鹿 57 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 486＋ 21：11．71� 8．6�
47 クリノカサット 牝3栗 53

51 △富田 暁栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 450－ 21：11．91� 73．5�
46 ホープフルスター 牡4栗 57 岩田 康誠前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500－ 21：12．11� 30．5�
58 ミッキーマインド 牡3鹿 55 四位 洋文野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 B462＋ 21：12．52� 30．1�
11 メイショウミズカゼ 牡4栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 472＋ 21：12．6� 7．8	
610 バルコラベーロ 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太 
サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486± 01：12．81 32．9�
22 メイショウキタグニ 牡3黒鹿55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 474＋ 41：12．9� 37．5�
713 スペシャルホース 牡4黒鹿57 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B518＋ 21：13．0� 3．7
23 	 キングラズベリー 
4栗 57

56 ☆義 英真山本美佐江氏 崎山 博樹 新冠 武田 修一 470－ 6 〃 クビ 315．9�
814 サンライズカラマ 牡4栗 57 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 484－ 2 〃 アタマ 58．3�
712 ニシノダンテ 牡3青鹿 55

52 ▲三津谷隼人西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 B486＋ 41：13．42� 177．8�
611 アルパーシャン 牡6栗 57 太宰 啓介
エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 454－ 21：13．82� 125．4�
815	 ゼットガンバー 牡4栗 57 水口 優也
フォーレスト 吉田 直弘 浦河 絵笛牧場 498＋ 21：13．9クビ 183．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 56，159，700円 複勝： 74，498，900円 枠連： 31，792，000円
馬連： 132，335，800円 馬単： 60，802，400円 ワイド： 91，164，200円
3連複： 200，198，500円 3連単： 280，872，900円 計： 927，824，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 270円 � 110円 � 220円 枠 連（3－5） 580円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，150円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 20，020円

票 数

単勝票数 計 561597 的中 � 52308（4番人気）
複勝票数 計 744989 的中 � 48344（5番人気）� 283969（1番人気）� 62686（4番人気）
枠連票数 計 317920 的中 （3－5） 42460（2番人気）
馬連票数 計1323358 的中 �� 78885（4番人気）
馬単票数 計 608024 的中 �� 15266（9番人気）
ワイド票数 計 911642 的中 �� 43055（5番人気）�� 18970（12番人気）�� 55648（3番人気）
3連複票数 計2001985 的中 ��� 48363（7番人気）
3連単票数 計2808729 的中 ��� 10171（53番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．8―11．7―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．7―47．4―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウケンジャ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．9．24 中山1着

2015．2．27生 牡3黒鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 4戦2勝 賞金 14，500，000円



（30京都4）第1日 10月6日（土曜日） 雨時々晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 148頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

204，270，000円
23，650，000円
1，140，000円
22，530，000円
61，368，000円
3，848，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
503，864，200円
788，750，900円
206，746，200円
1，071，107，900円
505，837，500円
679，740，500円
1，523，759，500円
2，225，659，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，505，466，000円

総入場人員 13，776名 （有料入場人員 12，913名）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 595.276]
>> setpagedevice


