
2801310月7日 晴 稍重 （30京都4）第2日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：23．4
1：23．0

不良
重

77 ヨ ハ ン 牡2鹿 55 古川 吉洋サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 418＋ 41：25．6 28．4�

22 トーセンアミ 牝2黒鹿54 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 440± 01：25．7� 1．7�
88 デンコウハピネス 牝2黒鹿54 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 430－101：25．8� 7．2�
66 コウエイバンビーノ 牡2黒鹿55 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 野坂牧場 474－ 21：27．39 24．6�
33 マイサンシャイン 牡2栗 55 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 458－ 21：27．83 5．1�
11 マッシブアプローズ 牡2鹿 55

53 △富田 暁小林竜太郎氏 作田 誠二 新冠 協和牧場 488－10 〃 アタマ 20．5	
55 カモンスプリング 牡2鹿 55 �島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 472± 01：27．9� 7．3

89 オーミサルーテ 牡2鹿 55

54 ☆義 英真岩﨑 僖澄氏 崎山 博樹 新冠 松木 加代 458－ 61：29．510 259．2�
44 ブルベアカルネ 牡2黒鹿55 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新冠 大林ファーム 460＋ 41：30．77 92．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，031，300円 複勝： 61，613，700円 枠連： 6，972，900円
馬連： 44，392，200円 馬単： 28，660，400円 ワイド： 31，973，800円
3連複： 64，225，200円 3連単： 130，391，700円 計： 396，261，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，840円 複 勝 � 400円 � 110円 � 160円 枠 連（2－7） 2，150円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，160円 �� 210円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 24，730円

票 数

単勝票数 計 280313 的中 � 8343（7番人気）
複勝票数 計 616137 的中 � 12078（7番人気）� 409399（1番人気）� 46672（4番人気）
枠連票数 計 69729 的中 （2－7） 2507（9番人気）
馬連票数 計 443922 的中 �� 16683（9番人気）
馬単票数 計 286604 的中 �� 3251（19番人気）
ワイド票数 計 319738 的中 �� 10732（9番人気）�� 6063（16番人気）�� 48041（2番人気）
3連複票数 計 642252 的中 ��� 20792（10番人気）
3連単票数 計1303917 的中 ��� 3822（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―34．9―47．0―59．7―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨ ハ ン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．6．9 阪神5着

2016．3．14生 牡2鹿 母 マストバイアイテム 母母 ビッグマリーン 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアカルネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月7日まで平地

競走に出走できない。

2801410月7日 晴 良 （30京都4）第2日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・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
1：32．3
1：32．3

良
良

57 ノーブルスコア 牝2青鹿54 北村 友一二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 424－ 81：35．6 2．4�
69 マルモネオフォース 牝2鹿 54

52 △富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 480－ 21：35．7� 7．5�
711 メイショウショウブ 牝2栗 54 幸 英明松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 480＋ 41：35．8� 4．1�
46 トロイメント 牝2青 54 浜中 俊�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 426－ 21：36．01� 5．8�
22 ハミングデイズ 牝2鹿 54 藤岡 康太飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 460＋ 81：36．21� 9．7�
610 クラヴィーア 牝2栗 54 国分 恭介�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 41：36．62� 80．1	
34 メイショウラッシュ 牝2鹿 54 和田 竜二松本 好
氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 468－ 8 〃 ハナ 41．0�
45 アイファーキャノン 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 418＋ 61：36．81� 124．1�
814 ナムラマッチェリ 牝2栗 54 秋山真一郎奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 452－ 21：36．9クビ 14．6
11 ジューンワルツ 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治吉川 潤氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 454＋ 61：37．32� 160．3�
712 ユーフォニー 牝2青鹿54 �島 克駿前田 葉子氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 21：37．51 328．1�
33 オプタートゥム 牝2青鹿 54

53 ☆加藤 祥太田上 雅春氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 416－ 21：37．6� 382．7�
813 ウインドルチェ 牝2栗 54

53 ☆荻野 極�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 440＋ 41：38．23� 259．4�
58 クリノルナマヤ 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 新ひだか 秋田育成牧場 446－ 21：38．52 456．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，591，200円 複勝： 45，065，400円 枠連： 10，450，200円
馬連： 56，930，400円 馬単： 28，154，600円 ワイド： 40，871，900円
3連複： 87，151，600円 3連単： 115，640，300円 計： 417，855，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 170円 � 140円 枠 連（5－6） 710円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 370円 �� 300円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 5，910円

票 数

単勝票数 計 335912 的中 � 114703（1番人気）
複勝票数 計 450654 的中 � 120891（1番人気）� 56749（4番人気）� 76090（2番人気）
枠連票数 計 104502 的中 （5－6） 11301（3番人気）
馬連票数 計 569304 的中 �� 50572（3番人気）
馬単票数 計 281546 的中 �� 17545（3番人気）
ワイド票数 計 408719 的中 �� 28030（3番人気）�� 36576（2番人気）�� 20391（6番人気）
3連複票数 計 871516 的中 ��� 52517（3番人気）
3連単票数 計1156403 的中 ��� 14172（10番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―11．6―12．7―12．7―12．2―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―22．8―34．4―47．1―59．8―1：12．0―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F35．8
3 14，13（4，11）7（6，9）10（2，8，1）5，12，3 4 14（13，11）4（7，9）6（10，1）（2，5）（12，8，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノーブルスコア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dylan Thomas デビュー 2018．8．12 新潟2着

2016．1．29生 牝2青鹿 母 ファイナルスコア 母母 Holy Moon 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ジューンワルツ号は，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２日



2801510月7日 晴 良 （30京都4）第2日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時55分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．8

良
良

44 フ ラ ル 牝2鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456－ 22：03．6 3．1�

33 マコトジュズマル 牡2栗 55 藤岡 康太�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：04．34 4．3�
22 マイディアライフ 牡2栗 55 岩田 康誠三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 466＋142：04．51� 2．0�
66 サンサルドス 牡2鹿 55 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 526＋ 4 〃 ハナ 9．2�
11 ハプナビーチ 牡2青 55 中井 裕二守内 満氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 420－ 22：05．77 58．0	
55 タガノブリザード 牡2栗 55 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478± 02：06．12	 31．8

88 ヒリュウコウスイ 牡2栗 55 �島 良太西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 488＋ 42：06．84 147．0�

（7頭）
77 マスターフェンサー 牡2栗 55 酒井 学吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，878，600円 複勝： 23，536，900円 枠連： 発売なし
馬連： 40，743，200円 馬単： 28，390，800円 ワイド： 23，527，100円
3連複： 46，701，500円 3連単： 137，078，600円 計： 333，856，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 160円 �� 120円 �� 140円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 差引計 338786（返還計 526） 的中 � 90125（2番人気）
複勝票数 差引計 235369（返還計 555） 的中 � 45930（2番人気）� 30608（3番人気）� 119110（1番人気）
馬連票数 差引計 407432（返還計 3514） 的中 �� 63876（3番人気）
馬単票数 差引計 283908（返還計 2027） 的中 �� 24376（5番人気）
ワイド票数 差引計 235271（返還計 1935） 的中 �� 31427（3番人気）�� 58953（1番人気）�� 39026（2番人気）
3連複票数 差引計 467015（返還計 9978） 的中 ��� 144167（1番人気）
3連単票数 差引計1370786（返還計 22209） 的中 ��� 57766（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．9―38．2―51．4―1：04．1―1：16．2―1：28．0―1：40．1―1：51．7

コーナー
通過順位

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

2
4
3－4（2，5）8，1，6・（3，6）4，2（1，5，8）

勝馬の
紹 介

フ ラ ル �

父 ワークフォース �


母父 アグネスタキオン デビュー 2018．8．25 小倉6着

2016．3．29生 牝2鹿 母 アワーグラス 母母 ファレノプシス 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 マスターフェンサー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

2801610月7日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（30京都4）第2日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害3歳以上

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

11 ミヤジタイガ 牡8鹿 62 小坂 忠士曽我 司氏 武 幸四郎 日高 白井牧場 508＋103：36．5 4．1�
55 ユウキビバワンダー �5栗 62 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 522＋263：37．35 9．0�
22 ヤマニンシルフ 牡5栗 60 難波 剛健土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 452± 03：37．72� 3．9�
77 メイショウグジョウ 牡4栗 60 中村 将之松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 482＋143：38．44 3．6�
66 ウインレーベン 牡7青鹿60 熊沢 重文�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 468＋163：38．61� 3．6�
44 � スズカグランデ �7栗 60 白浜 雄造永井 啓弍氏 寺島 良 平取 稲原牧場 448＋103：38．7� 13．2	
33 カタヨクノテンシ 牡5鹿 60 黒岩 悠
協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B494＋ 63：40．7大差 46．9�

（7頭）

売 得 金
単勝： 19，466，600円 複勝： 17，338，700円 枠連： 発売なし
馬連： 38，076，800円 馬単： 22，025，000円 ワイド： 17，952，400円
3連複： 44，368，300円 3連単： 104，271，400円 計： 263，499，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 220円 � 400円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 500円 �� 380円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 15，700円

票 数

単勝票数 計 194666 的中 � 37386（4番人気）
複勝票数 計 173387 的中 � 34029（3番人気）� 15176（5番人気）
馬連票数 計 380768 的中 �� 15004（11番人気）
馬単票数 計 220250 的中 �� 4410（20番人気）
ワイド票数 計 179524 的中 �� 9109（7番人気）�� 12391（6番人気）�� 8790（8番人気）
3連複票数 計 443683 的中 ��� 12874（15番人気）
3連単票数 計1042714 的中 ��� 4815（76番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．3－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

�
�

・（6，1，7）（4，2）3－5
1－（5，7）－2－6（4，3）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミヤジタイガ �

父 ネオユニヴァース �


母父 El Corredor デビュー 2012．6．10 阪神1着

2010．2．27生 牡8鹿 母 フローレンスガール 母母 Launch Site 障害：16戦3勝 賞金 70，530，000円



2801710月7日 晴 良 （30京都4）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．8

良
良

33 エングレーバー 牡2鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 450 ―2：05．7 2．0�
810 パ ト リ ッ ク 牡2鹿 55 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 460 ― 〃 ハナ 6．8�

66 アドマイヤビーナス 牝2栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B474 ―2：05．91� 7．5�
（アドマイヤカレン）

44 トゥプエデス 牡2黒鹿55 松田 大作佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 440 ―2：06．75 147．3�
78 ロフティネス 牡2鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新冠 村上牧場 466 ― 〃 クビ 54．7	
77 プリカジュール 牝2鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498 ―2：06．8クビ 23．9

55 ヤマカツシシマル 牡2青鹿 55

54 ☆荻野 極山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 492 ―2：07．11	 90．5�
11 レイジングブレイズ 牡2栗 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460 ―2：07．52
 8．8�
89 ローザジルベルト 牡2鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 454 ―2：07．6
 5．6
22 ボルンカズマ 牡2栗 55 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 482 ―2：08．02
 28．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，619，000円 複勝： 42，129，700円 枠連： 12，565，700円
馬連： 52，235，100円 馬単： 31，767，900円 ワイド： 34，022，000円
3連複： 68，522，900円 3連単： 118，299，000円 計： 395，161，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連（3－8） 240円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 270円 �� 300円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 4，040円

票 数

単勝票数 計 356190 的中 � 149864（1番人気）
複勝票数 計 421297 的中 � 176047（1番人気）� 50016（3番人気）� 45926（4番人気）
枠連票数 計 125657 的中 （3－8） 39470（1番人気）
馬連票数 計 522351 的中 �� 59001（2番人気）
馬単票数 計 317679 的中 �� 23507（4番人気）
ワイド票数 計 340220 的中 �� 34180（2番人気）�� 29887（3番人気）�� 10682（11番人気）
3連複票数 計 685229 的中 ��� 36587（5番人気）
3連単票数 計1182990 的中 ��� 21184（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．2―39．1―52．4―1：05．3―1：18．1―1：30．4―1：42．1―1：53．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エングレーバー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2016．2．26生 牡2鹿 母 マルティンスターク 母母 ラ テ ル ネ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2801810月7日 晴 稍重 （30京都4）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

714� サンマルペンダント 牝4栗 55 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 444－ 21：12．0 36．8�
12 カクテルドレス 牝3芦 53 岩田 康誠 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 470＋ 21：12．21 2．4�
59 � メイショウヒボタン 牝4栗 55

52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 462＋ 21：12．52 6．9�
510 マルクデラポム 牝5青鹿55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 498＋ 21：12．6� 11．8�
815� エ ナ ホ ー プ 牝4黒鹿 55

54 ☆荻野 極宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 494± 01：12．81 114．6�
36 ラタンドレス 牝5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 488－ 4 〃 クビ 18．3	
11 ファステンバーグ 牝3青鹿53 浜中 俊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 438－ 2 〃 ハナ 14．1

816 ダブルミステリー 牝4栗 55

53 △富田 暁西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 446＋ 21：12．9� 192．0�
612 ア カ カ 牝4芦 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 490＋ 61：13．0� 61．8�
35 � ラニカイワヒネ 牝4鹿 55 津村 明秀横瀬 兼二氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム 452－ 21：13．1クビ 33．8
48 ダノンチェリー 牝3鹿 53 北村 友一�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：13．2� 23．3�
611 ヒ ワ ラ ニ 牝5鹿 55 幸 英明名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 484± 0 〃 クビ 29．2�
24 タッチアコード 牝3芦 53

52 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480＋161：13．3クビ 6．2�
713 ゼットパール 牝4栗 55 川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B444＋ 4 〃 同着 7．8�
47 テイエムゼッケイ 牝3栗 53 中井 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 村下農場 458－ 61：14．68 150．1�
23 スズカマンサク 牝3鹿 53 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 420＋ 41：14．92 38．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，887，400円 複勝： 48，692，800円 枠連： 19，135，500円
馬連： 72，918，900円 馬単： 32，317，900円 ワイド： 53，546，600円
3連複： 110，309，900円 3連単： 129，576，900円 計： 498，385，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，680円 複 勝 � 710円 � 130円 � 210円 枠 連（1－7） 730円

馬 連 �� 7，930円 馬 単 �� 21，280円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 2，430円 �� 540円

3 連 複 ��� 13，410円 3 連 単 ��� 105，080円

票 数

単勝票数 計 318874 的中 � 6930（11番人気）
複勝票数 計 486928 的中 � 11778（11番人気）� 137420（1番人気）� 56228（3番人気）
枠連票数 計 191355 的中 （1－7） 20225（3番人気）
馬連票数 計 729189 的中 �� 7118（28番人気）
馬単票数 計 323179 的中 �� 1139（71番人気）
ワイド票数 計 535466 的中 �� 5805（27番人気）�� 5444（28番人気）�� 27205（4番人気）
3連複票数 計1103099 的中 ��� 6165（41番人気）
3連単票数 計1295769 的中 ��� 894（339番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―11．7―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．7―46．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンマルペンダント �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 パークリージエント

2014．5．28生 牝4栗 母 ホクトペンダント 母母 ホクトビーナス 10戦1勝 賞金 9，300，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ゼットパール号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 サンマルペンダント号の騎手岡田祥嗣は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）



2801910月7日 晴 稍重 （30京都4）第2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）

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
1：20．3

重
不良

11 クリノキング �4栗 57 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B470＋ 61：24．7 5．9�
510 トーホウドミンゴ 牡4青鹿57 秋山真一郎東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 482＋ 8 〃 クビ 29．7�
59 ランバージャック 牡4栗 57 北村 友一前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 41：24．91� 29．3�
48 アドマイヤロマン 牡5栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：25．11� 13．6�
12 ア タ ミ 牡4黒鹿57 高倉 稜副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 472＋ 6 〃 ハナ 4．0�
35 タ ラ ニ ス 牡3黒鹿 55

53 △富田 暁藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 B474－ 2 〃 アタマ 60．3	
47 クレスコブレイブ 牡4栗 57 岡田 祥嗣堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B512＋ 81：25．31	 29．2

816 サンライズチャージ 牡4鹿 57

56 ☆川又 賢治松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 498± 01：25．61
 11．5�
713 クリノアントニヌス 牡4栗 57 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 528＋ 4 〃 クビ 18．7�
612 ゲ キ リ ン 牡4栗 57 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 468± 0 〃 ハナ 5．1
611 ゼ セ ル 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 476＋101：25．7クビ 37．3�
24 � アイファーイチオー 牡4栗 57 田中 健中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 502＋ 6 〃 クビ 204．1�
815 キンショーヘニー 牡3芦 55 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 506＋141：25．91 5．6�
23 ウインストラグル 牡4黒鹿57 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 482＋ 2 〃 アタマ 94．8�
714� クリノアパッチ 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 442± 01：26．32	 285．7�
36 マコトキッショウ 牡3芦 55 和田 竜二�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 464－101：27．04 11．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，219，000円 複勝： 53，994，300円 枠連： 23，400，500円
馬連： 84，404，000円 馬単： 33，394，100円 ワイド： 58，948，000円
3連複： 128，449，900円 3連単： 141，653，400円 計： 557，463，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 830円 � 700円 枠 連（1－5） 2，150円

馬 連 �� 6，220円 馬 単 �� 12，250円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 2，700円 �� 6，640円

3 連 複 ��� 51，600円 3 連 単 ��� 209，160円

票 数

単勝票数 計 332190 的中 � 44324（4番人気）
複勝票数 計 539943 的中 � 66105（3番人気）� 15611（10番人気）� 18784（9番人気）
枠連票数 計 234005 的中 （1－5） 8399（10番人気）
馬連票数 計 844040 的中 �� 10514（24番人気）
馬単票数 計 333941 的中 �� 2043（47番人気）
ワイド票数 計 589480 的中 �� 7233（27番人気）�� 5652（33番人気）�� 2259（66番人気）
3連複票数 計1284499 的中 ��� 1867（161番人気）
3連単票数 計1416534 的中 ��� 491（702番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．0―12．3―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．9―46．9―59．2―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノキング �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．1．14 京都6着

2014．5．7生 �4栗 母 ク リ ノ ニ ケ 母母 セヴンゴールドストーンズ 19戦2勝 賞金 25，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コンクエストシチー号

2802010月7日 晴 稍重 （30京都4）第2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 スワーヴアラミス 牡3鹿 55 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 61：52．1 2．1�

33 ジョースターライト 牡5青鹿57 �島 克駿上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B472＋ 41：52．41	 3．9�
811 ビップデヴィット 牡3栗 55

53 △富田 暁鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 472＋ 41：52．72 18．9�
78 マースゴールド 牡3栗 55 岩田 康誠キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 460＋101：53．76 9．5�
11 ジューンアンカー 牡4栗 57 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B466± 01：53．8クビ 84．2�
44 ギンコイエレジー 牝3黒鹿 53

50 ▲西村 淳也飯田 吉哉氏 南井 克巳 新冠 有限会社 大
作ステーブル 468＋ 61：54．22
 7．2	

67 � メイショウカンキ 牡4鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 450－ 21：54．51	 41．4

55 キングスクロス 牡3黒鹿55 和田 竜二落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 470＋ 21：55．13
 18．3�
22 オースミベリル 牡4栗 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 482－ 41：55．52
 67．0�
79 ダノンケンリュウ �4黒鹿57 幸 英明�ダノックス 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム B462＋ 41：56．56 71．0
810� バックドアルート 牡4芦 57

56 ☆荻野 極金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512－141：56．6	 7．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，924，600円 複勝： 51，736，900円 枠連： 16，554，900円
馬連： 81，590，200円 馬単： 40，341，700円 ワイド： 54，647，900円
3連複： 105，234，100円 3連単： 159，108，200円 計： 551，138，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 130円 � 260円 枠 連（3－6） 410円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 220円 �� 630円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 5，300円

票 数

単勝票数 計 419246 的中 � 153019（1番人気）
複勝票数 計 517369 的中 � 148391（1番人気）� 103715（2番人気）� 32886（6番人気）
枠連票数 計 165549 的中 （3－6） 30616（1番人気）
馬連票数 計 815902 的中 �� 126473（1番人気）
馬単票数 計 403417 的中 �� 41154（1番人気）
ワイド票数 計 546479 的中 �� 73965（1番人気）�� 19999（7番人気）�� 18744（9番人気）
3連複票数 計1052341 的中 ��� 44462（5番人気）
3連単票数 計1591082 的中 ��� 21733（6番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．6―12．9―12．8―12．8―12．7―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―36．2―49．1―1：01．9―1：14．7―1：27．4―1：39．7

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴアラミス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2017．10．8 東京8着

2015．3．26生 牡3鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 8戦2勝 賞金 16，800，000円



2802110月7日 晴 良 （30京都4）第2日 第9競走 ��
��1，400�り ん ど う 賞

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

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

33 プールヴィル 牝2鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 416－ 21：22．7 6．2�
66 ローゼンクリーガー 牝2青 54 藤岡 康太吉田 勝利氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 454＋ 21：22．91� 2．9�
44 ルチアーナミノル 牝2鹿 54 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：23．11� 6．1�
55 ア カ ネ サ ス 牝2鹿 54 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 490－12 〃 アタマ 3．7�
11 エ ス ト 牝2鹿 54 北村 友一大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 クビ 14．9�
77 ファルトレク 牝2青鹿54 松若 風馬吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 412－ 41：23．31� 10．2�
89 ファンシャン 牝2栃栗54 幸 英明	ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 420－ 41：23．72� 52．2

22 ブリングイットオン 牝2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 424－ 4 〃 クビ 39．6�
810 リ ゲ イ ン 牝2鹿 54 和田 竜二 	コスモヴューファーム 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 438－ 21：23．91� 20．8
78 	 ビーコンプリート 牝2鹿 54 藤原 幹生馬場 祥晃氏 井上 孝彦 浦河 グランデファーム 398＋ 61：24．32� 111．7�

（笠松） （笠松）
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売 得 金
単勝： 50，182，900円 複勝： 59，377，200円 枠連： 15，635，400円
馬連： 99，195，800円 馬単： 51，318，400円 ワイド： 59，966，600円
3連複： 132，246，100円 3連単： 225，767，900円 計： 693，690，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 120円 � 170円 枠 連（3－6） 760円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 300円 �� 640円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計 501829 的中 � 67078（4番人気）
複勝票数 計 593772 的中 � 77249（4番人気）� 168857（1番人気）� 79327（3番人気）
枠連票数 計 156354 的中 （3－6） 15931（2番人気）
馬連票数 計 991958 的中 �� 99126（2番人気）
馬単票数 計 513184 的中 �� 26209（5番人気）
ワイド票数 計 599666 的中 �� 55365（2番人気）�� 21733（8番人気）�� 44877（3番人気）
3連複票数 計1322461 的中 ��� 70709（3番人気）
3連単票数 計2257679 的中 ��� 20002（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．6―47．7―59．3―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 ・（4，7）10（3，5）9（2，6）－1－8 4 4，7（3，10）（5，9）（2，6）1＝8

勝馬の
紹 介

プールヴィル �
�
父 Le Havre �

�
母父 Kendargent デビュー 2018．7．1 中京4着

2016．3．14生 牝2鹿 母 ケ ン ホ ー プ 母母 Bedford Hope 3戦2勝 賞金 16，324，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2802210月7日 晴 良 （30京都4）第2日 第10競走 ��
��1，800�

き よ た き

清 滝 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

88 アグネスフォルテ 牡5栗 57 浜中 俊畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 446－ 21：47．5 6．4�
55 ジークカイザー 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482－121：47．71� 3．6�
77 キボウノダイチ 牡3黒鹿55 川又 賢治三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 502＋12 〃 アタマ 2．2�
33 コスモインザハート 牡3鹿 55 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 栄進牧場 488＋101：47．8クビ 5．9�
66 ディープウェーブ 牡8青鹿57 幸 英明万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋10 〃 クビ 51．8�
44 メイショウミツボシ 牡6鹿 57 四位 洋文松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 488＋ 61：47．9クビ 38．1	
11 ミヤジユウダイ 牡4鹿 57 	島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 542＋ 21：48．11
 26．2

22 ビービーブレスユー 牡5鹿 57 津村 明秀�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 512± 01：48．2� 8．4�
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売 得 金
単勝： 45，759，000円 複勝： 49，909，700円 枠連： 発売なし
馬連： 114，084，400円 馬単： 57，879，400円 ワイド： 57，375，300円
3連複： 125，275，400円 3連単： 276，966，800円 計： 727，250，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 330円 �� 210円 �� 200円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 6，910円

票 数

単勝票数 計 457590 的中 � 57068（4番人気）
複勝票数 計 499097 的中 � 76046（3番人気）� 84804（2番人気）� 174967（1番人気）
馬連票数 計1140844 的中 �� 65490（7番人気）
馬単票数 計 578794 的中 �� 13737（13番人気）
ワイド票数 計 573753 的中 �� 38584（6番人気）�� 70147（2番人気）�� 78550（1番人気）
3連複票数 計1252754 的中 ��� 140320（1番人気）
3連単票数 計2769668 的中 ��� 29051（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．8―48．0―1：00．6―1：12．8―1：24．3―1：35．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスフォルテ �

父 ハービンジャー �


母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．23 小倉6着

2013．5．8生 牡5栗 母 アグネスリース 母母 アグネスシスター 18戦2勝 賞金 55，646，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



2802310月7日 晴 良 （30京都4）第2日 第11競走 ��
��1，200�夕刊フジ杯オパールステークス

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，29．10．7以降30．10．2まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

夕刊フジ杯（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

59 ア ン ヴ ァ ル 牝3鹿 50 酒井 学 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 21：08．2 18．9�

714 グレイトチャーター 牡6鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋ 41：08．51� 9．6�

48 	 モズスーパーフレア 牝3栗 51 北村 友一 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC 468－ 4 〃 クビ 3．0�

612 カラクレナイ 牝4栗 54 松若 風馬吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 500＋ 21：08．6クビ 16．7�
816 エントリーチケット 牝4栗 52 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 456＋10 〃 ハナ 12．2	
817 キングハート 牡5鹿 57 浜中 俊増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 498－101：08．7
 26．8

510 コスモドーム 牡7鹿 53 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 504－10 〃 ハナ 213．6�
35 ユキノアイオロス �10鹿 52 川島 信二井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 480± 0 〃 アタマ 159．5�
611 アドマイヤゴッド 牡6鹿 55 秋山真一郎近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496＋ 4 〃 同着 49．7
24 オールインワン 牡5鹿 53 富田 暁 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 B490－18 〃 アタマ 81．0�
713 トゥラヴェスーラ 牡3鹿 52 藤岡 康太吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 466－ 8 〃 アタマ 6．8�
23 タイセイプライド 牡3青鹿53 �島 克駿田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 496＋ 71：08．91� 74．7�
818 レジーナフォルテ 牝4黒鹿52 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 498＋ 6 〃 ハナ 38．7�
47 ゴールドクイーン 牝3栗 51 古川 吉洋加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 浦河土肥牧場 466＋ 81：09．22 8．0�
715 タマモブリリアン 牝5黒鹿53 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 482－ 4 〃 ハナ 51．5�
12 ナリタスターワン 牡6鹿 54 太宰 啓介�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 464－ 21：09．3クビ 26．9�
36 ジョーストリクトリ 牡4鹿 56 高倉 稜上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 508－ 2 〃 ハナ 137．7�
11 セカンドテーブル 牡6栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 484－ 61：10．36 5．7�
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売 得 金
単勝： 94，504，200円 複勝： 118，782，300円 枠連： 89，625，700円
馬連： 345，183，500円 馬単： 129，152，000円 ワイド： 176，580，500円
3連複： 601，234，000円 3連単： 735，792，300円 計： 2，290，854，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 470円 � 270円 � 170円 枠 連（5－7） 3，520円

馬 連 �� 9，900円 馬 単 �� 21，140円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 1，300円 �� 680円

3 連 複 ��� 11，750円 3 連 単 ��� 117，880円

票 数

単勝票数 計 945042 的中 � 39977（8番人気）
複勝票数 計1187823 的中 � 54016（8番人気）� 108642（4番人気）� 230667（1番人気）
枠連票数 計 896257 的中 （5－7） 19710（14番人気）
馬連票数 計3451835 的中 �� 27012（34番人気）
馬単票数 計1291520 的中 �� 4582（72番人気）
ワイド票数 計1765805 的中 �� 14681（33番人気）�� 34767（15番人気）�� 69800（4番人気）
3連複票数 計6012340 的中 ��� 38373（34番人気）
3連単票数 計7357923 的中 ��� 4525（355番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―10．9―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．4―44．9―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．8
3 8，18（1，7）15（3，9，16）11（4，14）（5，17）（10，13）（6，12）2 4 8，18（1，7）（3，9，15，16）11（4，14）5（10，17）13，12，6，2

勝馬の
紹 介

ア ン ヴ ァ ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．20 小倉3着

2015．1．28生 牝3鹿 母 アルーリングボイス 母母 アルーリングアクト 10戦4勝 賞金 61，500，000円

2802410月7日 晴 良 （30京都4）第2日 第12競走 ��
��1，900�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

814 ビッグアイランド 牡4鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 516－ 21：58．1 3．4�
69 トワイライトタイム 牡3青鹿55 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464± 01：58．63 3．4�
58 カフジキング 牡5鹿 57 幸 英明加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 452－ 8 〃 クビ 7．7�
813 フィールドセンス 牡4鹿 57 川須 栄彦前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 524－ 41：58．7クビ 9．2�
57 テイエムディラン 牡3黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 468＋121：59．33� 21．9�
34 ジャストコーズ 	5青鹿57 和田 竜二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B510＋ 21：59．4
 8．6	
11 � カ バ ト ッ ト 牡5栗 57

56 ☆川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 488－ 4 〃 ハナ 187．5

46 � ベストマイウェイ 牡3鹿 55 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B534－ 21：59．61� 6．3�
712� チャイマックス 牝5鹿 55 藤懸 貴志吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 488± 01：59．7クビ 99．4�
33  カレンジラソーレ 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 482－102：00．33� 60．9
22 シースプラッシュ 牡3鹿 55 太宰 啓介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 496＋ 22：00．83 20．7�
610 ニホンピロサンダー 牡6黒鹿 57

54 ▲西村 淳也小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 482± 02：00．9クビ 253．8�
45 クリノライメイ 牡4青鹿 57

55 △富田 暁栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 504－ 42：01．0
 70．7�
711 スノードルフィン 牡5黒鹿57 藤岡 康太ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B484－ 82：03．3大差 52．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 61，149，100円 複勝： 93，565，100円 枠連： 38，312，100円
馬連： 173，586，800円 馬単： 71，706，400円 ワイド： 103，842，400円
3連複： 253，576，700円 3連単： 344，621，300円 計： 1，140，359，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 140円 � 170円 枠 連（6－8） 490円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 340円 �� 440円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 6，390円

票 数

単勝票数 計 611491 的中 � 140778（1番人気）
複勝票数 計 935651 的中 � 170494（2番人気）� 191798（1番人気）� 129996（3番人気）
枠連票数 計 383121 的中 （6－8） 59610（1番人気）
馬連票数 計1735868 的中 �� 176975（1番人気）
馬単票数 計 717064 的中 �� 42284（1番人気）
ワイド票数 計1038424 的中 �� 78966（2番人気）�� 57138（4番人気）�� 79729（1番人気）
3連複票数 計2535767 的中 ��� 118169（2番人気）
3連単票数 計3446213 的中 ��� 39096（1番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―11．7―12．8―12．5―12．7―12．2―12．4―12．6―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．8―18．1―29．8―42．6―55．1―1：07．8―1：20．0―1：32．4―1：45．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビッグアイランド �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2017．7．8 中京12着

2014．5．26生 牡4鹿 母 ブ ル ー ア イ 母母 ドリーミーアイ 11戦4勝 賞金 43，888，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スノードルフィン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月7日まで平地競

走に出走できない。
※カバトット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（30京都4）第2日 10月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 140頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

221，800，000円
2，530，000円
19，660，000円
1，180，000円
23，380，000円
58，860，500円
4，047，400円
1，344，000円

勝馬投票券売得金
509，212，900円
665，742，700円
232，652，900円
1，203，341，300円
555，108，600円
713，254，500円
1，767，295，600円
2，619，167，800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
計 8，265，776，300円

総入場人員 24，993名 （有料入場人員 23，737名）
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