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2808510月29日 曇 稍重 （28京都4）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

11 メイショウジーク 牡2鹿 55 岩田 康誠松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 454－ 21：24．8 1．5�
712 シンゼンムサシ 牡2黒鹿55 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 434－ 21：25．97 12．7�
814 グランドディアマン 牡2鹿 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 笹島 政信 506＋ 61：26．75 25．5�
610 イージスピューマ 牡2栗 55

53 △城戸 義政眞﨑 修氏 奥村 豊 新冠 ハクツ牧場 452± 0 〃 クビ 9．0�
57 ウニオミュスティカ 牡2栗 55 川田 将雅吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 488－ 61：26．91� 16．4�
711 スナークライデン 牡2芦 55 松山 弘平杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 462＋ 21：27．0クビ 7．5	
33 シゲルカモシカ 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水丸牧場 440＋ 21：27．74 83．2

34 トミケンキパジ 牡2黒鹿55 岡田 祥嗣冨樫 賢二氏 千田 輝彦 宮城 菅井 澄 488＋161：28．33� 184．7�
69 キセキノホシ 牡2鹿 55 浜中 俊サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 492－ 61：28．61� 8．9�
46 ブ ル ノ 牡2栗 55 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 454＋ 4 〃 クビ 119．7
22 キンシノスパーク 牡2栗 55 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 480± 01：28．81 56．7�
813 デッドポイント 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 むかわ 真壁 信一 436＋201：29．01 280．8�
45 エスシーフロスト 牡2芦 55 下原 理工藤 圭司氏 西橋 豊治 新ひだか 萩澤 國男 460－ 21：29．1� 153．0�

（兵庫）

58 アイファータキオン 牡2芦 55
52 ▲坂井 瑠星中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 430－ 21：29．52� 333．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，992，600円 複勝： 77，239，200円 枠連： 13，657，300円
馬連： 48，065，400円 馬単： 32，978，800円 ワイド： 32，507，800円
3連複： 71，352，500円 3連単： 109，196，500円 計： 411，990，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 320円 � 480円 枠 連（1－7） 310円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 530円 �� 580円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 18，630円

票 数

単勝票数 計 269926 的中 � 142626（1番人気）
複勝票数 計 772392 的中 � 541161（1番人気）� 21723（6番人気）� 12971（7番人気）
枠連票数 計 136573 的中 （1－7） 33728（2番人気）
馬連票数 計 480654 的中 �� 34148（5番人気）
馬単票数 計 329788 的中 �� 16147（6番人気）
ワイド票数 計 325078 的中 �� 16456（5番人気）�� 14959（6番人気）�� 2171（26番人気）
3連複票数 計 713525 的中 ��� 8186（19番人気）
3連単票数 計1091965 的中 ��� 4248（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―34．9―47．1―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウジーク �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．10．8 京都2着

2014．5．3生 牡2鹿 母 メイショウゴウヒメ 母母 メイショウフクヒメ 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

2808610月29日 晴 稍重 （28京都4）第8日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時35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

715 ブレイヴバローズ 牡2黒鹿55 和田 竜二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 464－ 81：22．0 2．0�
714 テイエムイキオイ 牡2青鹿55 戸崎 圭太竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 452＋ 4 〃 クビ 6．5�
12 マ ジ ョ ラ ム 牝2鹿 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432＋ 41：22．42� 22．0�
611 ラニカイサンデー 牡2鹿 55 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 446＋ 41：22．5� 4．1�
48 スズカブラック 牡2栗 55 国分 優作永井商事� 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 474＋101：22．71� 72．3�
817 アスタークライ 牡2栗 55 太宰 啓介加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 432－ 2 〃 アタマ 44．7	
47 アグネスウイン 牡2鹿 55 松若 風馬渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 494＋ 21：22．8� 11．4

510 アイファーショコラ 牝2栗 54 酒井 学中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 426＋ 61：23．01� 135．1�
816 スナッチアイズ 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極 �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－10 〃 アタマ 21．5

59 ブライトメジャー 牝2栗 54 福永 祐一谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 446± 01：23．1クビ 12．5�
11 シゲルボスザル 牡2黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下
ファーム 466－ 6 〃 クビ 62．5�

818 トーホウボニータ 牝2芦 54 幸 英明東豊物産� 崎山 博樹 新ひだか 前川 正美 430－ 41：23．2� 143．3�
24 キタノユーリン 牝2鹿 54 高倉 稜北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 478＋ 21：23．3クビ 168．1�
23 シゲルビッグホーン 牝2栗 54 下原 理森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 松本牧場 456－ 41：23．72� 181．3�

（兵庫）

612 リージェンツパーク 牝2黒鹿 54
52 △城戸 義政 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 杵臼牧場 440± 01：23．8クビ 148．8�
713 ダムガルヌンナ 牝2鹿 54 国分 恭介原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 422＋ 61：24．22� 139．4�
35 タガノスタッブス 牝2鹿 54 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436＋ 41：24．94 61．2�
36 ハニーフェイバー 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人西森 鶴氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 414－261：26．6大差 340．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，127，300円 複勝： 40，808，500円 枠連： 13，886，500円
馬連： 50，194，500円 馬単： 27，138，800円 ワイド： 32，767，200円
3連複： 74，211，400円 3連単： 94，469，300円 計： 356，603，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 180円 � 350円 枠 連（7－7） 700円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 320円 �� 720円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 12，090円

票 数

単勝票数 計 231273 的中 � 89648（1番人気）
複勝票数 計 408085 的中 � 168146（1番人気）� 44856（3番人気）� 17443（6番人気）
枠連票数 計 138865 的中 （7－7） 15180（2番人気）
馬連票数 計 501945 的中 �� 53160（2番人気）
馬単票数 計 271388 的中 �� 19508（2番人気）
ワイド票数 計 327672 的中 �� 28861（2番人気）�� 11143（7番人気）�� 6929（12番人気）
3連複票数 計 742114 的中 ��� 13925（9番人気）
3連単票数 計 944693 的中 ��� 5665（25番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―11．7―12．1―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．2―45．9―58．0―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 ・（5，7）11（4，15）（8，12，16）（3，14）（13，17）（6，9）10－（2，18）－1 4 ・（5，7，11）15（4，8）（12，14，16）（3，9）17（2，13）10（6，18）1

勝馬の
紹 介

ブレイヴバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Miswaki デビュー 2016．10．8 京都2着

2014．5．13生 牡2黒鹿 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハニーフェイバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月29日まで平

地競走に出走できない。
※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 ホノルア号
※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。

第４回 京都競馬 第８日



2808710月29日 晴 稍重 （28京都4）第8日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時05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
1：45．9

良
良

36 ピスカデーラ 牝2鹿 54 戸崎 圭太名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：47．9 2．7�
611 スピリットソウル 牡2黒鹿55 福永 祐一落合 幸弘氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：48．0� 3．3�
815 シェルブルック 牡2鹿 55 松若 風馬 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：48．95 6．7�
35 バ ル ベ ー ラ 牝2青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 428－ 2 〃 ハナ 41．2�
714 ア ヴ ァ ン ト 牡2栗 55 岩田 康誠佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：49．0� 6．7	
11 ウインベラシアス 牡2栗 55 松山 弘平�ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 474＋ 21：49．32 10．0

24 ピンクスター 牝2鹿 54 下原 理チームユッキレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 450－ 4 〃 アタマ 198．5�

（兵庫）

12 クリノワシントン 牡2栗 55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 436＋ 4 〃 クビ 74．3�
59 リュウシンローズ 牝2黒鹿54 藤岡 康太桑畑 信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 458＋ 41：49．4� 100．4�
816 マイネルハドソン 牡2青鹿55 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 81：49．6� 48．1�

（独）

23 ラピッドシップ 牡2黒鹿55 浜中 俊飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 468± 01：49．7� 16．1�
510 ホ ノ ル ア 牡2黒鹿55 酒井 学守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 448－ 21：49．8� 44．4�
713 ブルベアエイプス 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464＋ 41：50．01	 212．6�
47 ライブリパシアン 牡2鹿 55 和田 竜二加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 512－ 2 〃 クビ 33．5�
48 マイネルデライト 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 41：50．1� 209．3�

612 マイネルレイール 牡2鹿 55 高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 浦河 有限会社

松田牧場 452＋ 41：50．41� 338．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，547，100円 複勝： 33，507，600円 枠連： 11，736，000円
馬連： 50，201，700円 馬単： 25，872，800円 ワイド： 30，864，700円
3連複： 69，362，800円 3連単： 84，906，100円 計： 329，998，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（3－6） 450円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 210円 �� 330円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 3，440円

票 数

単勝票数 計 235471 的中 � 67553（1番人気）
複勝票数 計 335076 的中 � 73812（2番人気）� 75087（1番人気）� 38374（4番人気）
枠連票数 計 117360 的中 （3－6） 20143（1番人気）
馬連票数 計 502017 的中 �� 90299（1番人気）
馬単票数 計 258728 的中 �� 24574（1番人気）
ワイド票数 計 308647 的中 �� 44114（1番人気）�� 23007（2番人気）�� 15255（5番人気）
3連複票数 計 693628 的中 ��� 47201（2番人気）
3連単票数 計 849061 的中 ��� 17875（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―34．9―47．4―59．5―1：11．9―1：23．9―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピスカデーラ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．7．24 中京3着

2014．3．18生 牝2鹿 母 ドリームスケイプ 母母 ドリームビジヨン 4戦1勝 賞金 8，800，000円
※ホノルア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

2808810月29日 曇 稍重 （28京都4）第8日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時35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

58 � ヒップホップスワン 牝2栗 54 浜中 俊吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve
Conboy 482 ―1：12．4 2．8�

711� スーパーモリオン 牡2青鹿55 R．ムーア 林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.
Al Mazzetti 486 ― 〃 クビ 2．9�

（英）

814 ヘ ル デ ィ ン 牝2青鹿54 岩田 康誠金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 434 ―1：13．78 7．2�

11 � ヴィアデラモーレ 牡2栗 55 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 米 Don Ming 530 ―1：14．87 5．2�
22 スターゲイザー 牡2鹿 55 戸崎 圭太野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか 飛野牧場 450 ―1：15．11� 12．4�
57 スリーサンウェイ 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人永井商事� 目野 哲也 浦河 辻 牧場 444 ―1：15．2� 55．3	
69 パイオニアゴールド 牡2鹿 55 小林 徹弥平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 430 ―1：15．3	 69．3

813 ケイツークローネ 牝2鹿 54 国分 優作楠本 勝美氏 目野 哲也 新冠 オリエント牧場 456 ― 〃 ハナ 279．2�
610 ウインベザント 牡2栗 55 和田 竜二�ウイン 奥村 武 新ひだか 斉藤スタッド 436 ―1：15．4クビ 38．7�
34 ジ ェ ミ ニ ズ 牡2栗 55

52 ▲坂井 瑠星ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 480 ―1：15．5� 54．3
712 セレッソプレミオ 牝2黒鹿54 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 大平牧場 432 ―1：15．6	 244．8�
33 キングレイスター 牡2鹿 55 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 478 ―1：15．81	 78．6�
45 ヒ ス イ 牝2鹿 54

52 △城戸 義政�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 510 ―1：16．75 127．5�

46 デビュースマルト 牡2黒鹿55 藤岡 康太 �シルクレーシング 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 520 ―1：17．23 18．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，094，100円 複勝： 24，063，200円 枠連： 10，062，700円
馬連： 38，006，700円 馬単： 23，887，400円 ワイド： 21，877，900円
3連複： 49，722，400円 3連単： 71，612，900円 計： 261，327，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 120円 � 160円 枠 連（5－7） 420円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 200円 �� 390円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，630円

票 数

単勝票数 計 220941 的中 � 61829（1番人気）
複勝票数 計 240632 的中 � 62580（1番人気）� 54348（2番人気）� 28635（4番人気）
枠連票数 計 100627 的中 （5－7） 18146（1番人気）
馬連票数 計 380067 的中 �� 70263（1番人気）
馬単票数 計 238874 的中 �� 21304（2番人気）
ワイド票数 計 218779 的中 �� 32431（1番人気）�� 13363（4番人気）�� 11316（5番人気）
3連複票数 計 497224 的中 ��� 36710（2番人気）
3連単票数 計 716129 的中 ��� 14298（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．2―12．2―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．3―36．5―48．7―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒップホップスワン �
�
父 Tiz Wonderful �

�
母父 Speightstown 初出走

2014．4．14生 牝2栗 母 Speightsy Heart 母母 Heart a Bustin 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ウインベザント号・セレッソプレミオ号・ヒスイ号・ヘルディン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2808910月29日 曇 良 （28京都4）第8日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：32．3
1：32．3

良
良

68 ア ル ア イ ン 牡2鹿 55 R．ムーア �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518 ―1：34．9 2．3�
（英）

56 キラービューティ 牝2栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438 ―1：35．0� 2．8�
11 ジョーアラビカ 牡2芦 55 松若 風馬上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 496 ―1：36．06 15．3�
812 レヴェンスホール 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 456 ―1：36．1� 26．7�
710 アスターフィール 牡2栗 55 幸 英明加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 454 ― 〃 ハナ 15．5�
69 メイショウギガース 牡2青鹿55 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 464 ―1：36．2� 17．2	
44 キタサンボルト 牡2鹿 55 福永 祐一�大野商事 昆 貢 浦河 辻 牧場 488 ―1：36．3� 6．8

57 ポルタディソーニ 牝2鹿 54 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか タガミファーム 432 ―1：36．62 41．7�
33 エ ー ル 牡2黒鹿55 国分 優作�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460 ― 〃 クビ 141．5
813 コールストーム 牡2鹿 55 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492 ―1：36．7� 91．5�
45 アサケハーツ 牡2栗 55 小林 徹弥大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 446 ―1：36．8クビ 53．3�
22 ア タ ミ 牡2黒鹿55 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 462 ―1：36．9� 105．7�
711 ウイングルイーズ 牝2栗 54 戸崎 圭太池田 實氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 466 ―1：37．22 26．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，916，600円 複勝： 32，396，200円 枠連： 12，241，600円
馬連： 52，573，600円 馬単： 30，901，800円 ワイド： 31，201，300円
3連複： 65，525，900円 3連単： 95，862，700円 計： 351，619，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 130円 � 270円 枠 連（5－6） 360円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 220円 �� 840円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 5，300円

票 数

単勝票数 計 309166 的中 � 103898（1番人気）
複勝票数 計 323962 的中 � 77422（1番人気）� 76414（2番人気）� 20577（6番人気）
枠連票数 計 122416 的中 （5－6） 25795（1番人気）
馬連票数 計 525736 的中 �� 98126（1番人気）
馬単票数 計 309018 的中 �� 33799（1番人気）
ワイド票数 計 312013 的中 �� 44653（1番人気）�� 8399（9番人気）�� 10655（6番人気）
3連複票数 計 655259 的中 ��� 25238（4番人気）
3連単票数 計 958627 的中 ��� 13107（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―47．2―59．2―1：11．5―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル ア イ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai 初出走

2014．5．1生 牡2鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2809010月29日 曇 良 （28京都4）第8日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走12時55分（番組第7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

55 ノーブルマーズ 牡3栗 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 480＋ 62：29．2 2．1�
44 エトランドル 牡4鹿 57 R．ムーア �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528± 02：29．62� 2．3�

（英）

11 コウエイワンマン 牡5黒鹿 57
54 ▲荻野 極釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 528＋ 22：29．81	 6．0�

66 
 エアカーディナル 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 488＋ 8 〃 クビ 6．5�
33 メイショウキトラ 牡5栗 57 高田 潤松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 490± 02：30．01� 37．8	
22 エアポートメサ 牡8栗 57

55 △城戸 義政新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム 468－ 42：30．63� 57．4

（6頭）

売 得 金
単勝： 22，206，400円 複勝： 23，076，600円 枠連： 発売なし
馬連： 32，938，400円 馬単： 27，067，100円 ワイド： 14，861，600円
3連複： 37，875，000円 3連単： 139，431，900円 計： 297，457，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 120円 �� 160円 �� 180円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 820円

票 数

単勝票数 計 222064 的中 � 80991（1番人気）
複勝票数 計 230766 的中 � 87646（1番人気）� 65870（2番人気）
馬連票数 計 329384 的中 �� 122325（1番人気）
馬単票数 計 270671 的中 �� 48742（2番人気）
ワイド票数 計 148616 的中 �� 40263（1番人気）�� 20701（3番人気）�� 17141（4番人気）
3連複票数 計 378750 的中 ��� 126735（1番人気）
3連単票数 計1394319 的中 ��� 123248（2番人気）

ハロンタイム 13．8―12．5―12．8―13．5―12．5―12．5―12．7―12．5―11．9―11．3―11．2―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�
13．8―26．3―39．1―52．6―1：05．1―1：17．6―1：30．3―1：42．8―1：54．7―2：06．0―2：17．2

コーナー
通過順位

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

2
4
5－6（1，4）－2－3
5，6（1，4）（2，3）

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ノーブルマーズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．6．6 阪神2着

2013．5．10生 牡3栗 母 アイアンドユー 母母 Taba 15戦3勝 賞金 65，725，000円
〔その他〕 コウエイワンマン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コウエイワンマン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年11月29日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2809110月29日 曇 良 （28京都4）第8日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分（番組第6競走を順序変更） （ダート・右）

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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

55 ダノンレーザー 牡3栗 55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 518－ 21：52．7 2．4�
78 ソリティール 牡3栗 55 R．ムーア �G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：52．8� 3．2�
（英）

89 ジュエルメーカー 牝4黒鹿55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 516－ 21：53．22� 4．1�
33 ガ ウ ェ イ ン 牡3鹿 55 太宰 啓介西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 476－ 21：53．51� 104．9�
44 オトコギマサムネ 牡5鹿 57 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：53．6� 10．6�
22 シ ュ ネ ー ル 牡5鹿 57 岩田 康誠永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 498± 01：54．34 46．5	
810 コパノアラジン 牡3栗 55 藤岡 康太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 522± 01：54．4� 40．3

11 ミスティーフリップ 牡4栗 57 戸崎 圭太吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 21：54．93 14．4�
77 タガノインペーロ 牡3鹿 55

52 ▲荻野 極八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 498－ 21：55．85 15．4�

66 ミスズマンボ 牝3青鹿 53
51 △城戸 義政永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 456－ 21：55．9クビ 140．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，442，400円 複勝： 33，246，900円 枠連： 10，531，600円
馬連： 56，186，700円 馬単： 33，822，900円 ワイド： 30，866，800円
3連複： 75，097，200円 3連単： 130，529，900円 計： 397，724，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（5－7） 330円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 170円 �� 190円 �� 260円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 1，470円

票 数

単勝票数 計 274424 的中 � 91193（1番人気）
複勝票数 計 332469 的中 � 117105（1番人気）� 61864（2番人気）� 53075（3番人気）
枠連票数 計 105316 的中 （5－7） 24507（1番人気）
馬連票数 計 561867 的中 �� 121376（1番人気）
馬単票数 計 338229 的中 �� 40778（1番人気）
ワイド票数 計 308668 的中 �� 51383（1番人気）�� 42640（2番人気）�� 25466（3番人気）
3連複票数 計 750972 的中 ��� 146906（1番人気）
3連単票数 計1305299 的中 ��� 64093（1番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．3―12．3―12．4―12．7―12．9―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．8―48．1―1：00．5―1：13．2―1：26．1―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．5
1
3
4，6－（5，10）1，9，7－8，2，3
4－（6，5）10－（1，9）（2，7，8）－3

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

勝馬の
紹 介

ダノンレーザー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．7．18 中京2着

2013．4．6生 牡3栗 母 リーサムガガ 母母 Toroca 9戦2勝 賞金 25，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2809210月29日 曇 良 （28京都4）第8日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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

714 ノーブルヴィーナス 牝4黒鹿55 四位 洋文吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 456＋ 41：11．8 4．1�
35 ウォーターバオバブ 牡3栗 55 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 486＋ 41：12．01� 16．8�
23 ローゼンタール 牝3栗 53 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 512＋ 61：12．1クビ 4．0�
12 サンビショップ �4栗 57 酒井 学加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 460± 01：12．2� 9．1�
11 オンリーワンスター 牝3鹿 53 和田 竜二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 446－ 41：12．41� 5．8�
815 デピュティスカイ 牡3鹿 55 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 488± 01：12．82� 29．6	
611 メイショウマサカゼ �4黒鹿 57

55 △城戸 義政松本 好
氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 506－ 21：12．9� 19．6�
510 バ リ キ 牡4栗 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 460＋ 2 〃 アタマ 6．8�
612 スリーチアサウス 牝5鹿 55 水口 優也永井商事 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 498＋141：13．11� 125．0�
713 マッカートニー 牡3栗 55 岩田 康誠薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 474＋ 41：13．31� 23．5�
47 グランドポピー 牝4栗 55 秋山真一郎田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 490± 01：13．61� 20．9�
59 アリエスムーン 牝5青鹿55 藤岡 康太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 446＋ 61：13．7� 126．9�
816 ライトフォーミー 牡3鹿 55

52 ▲荻野 極�ターフ・スポート松下 武士 新ひだか 大典牧場 B500＋ 61：13．8� 51．5�
24 	 ハギノフェリス 牝5鹿 55

52 ▲坂井 瑠星安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 412－101：13．9クビ 213．0�
36 ウェディングラン 牝4鹿 55 松山 弘平小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 452＋ 61：14．11� 46．4�
48 ダッシャークワトロ �3鹿 55 松若 風馬芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 452＋101：14．42 26．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，911，100円 複勝： 38，145，900円 枠連： 17，904，900円
馬連： 68，933，200円 馬単： 30，423，700円 ワイド： 39，581，100円
3連複： 93，878，200円 3連単： 113，429，700円 計： 428，207，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 320円 � 150円 枠 連（3－7） 1，890円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 320円 �� 990円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 21，640円

票 数

単勝票数 計 259111 的中 � 50059（2番人気）
複勝票数 計 381459 的中 � 61941（2番人気）� 24197（6番人気）� 77051（1番人気）
枠連票数 計 179049 的中 （3－7） 7338（7番人気）
馬連票数 計 689332 的中 �� 17239（8番人気）
馬単票数 計 304237 的中 �� 4713（16番人気）
ワイド票数 計 395811 的中 �� 8780（9番人気）�� 35235（1番人気）�� 9674（8番人気）
3連複票数 計 938782 的中 ��� 20039（5番人気）
3連単票数 計1134297 的中 ��� 3799（35番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルヴィーナス �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー 2014．10．5 新潟1着

2012．4．8生 牝4黒鹿 母 ローレンシア 母母 シユンミサキ 12戦3勝 賞金 27，350，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 スリーチアサウス号の騎手水口優也は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※サンビショップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2809310月29日 曇 良 （28京都4）第8日 第9競走 ��
��1，800�

はぎ

萩 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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

22 プラチナヴォイス 牡2鹿 55 和田 竜二本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 508＋121：49．2 7．2�
44 ヴァナヘイム 牡2黒鹿55 浜中 俊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：49．51	 1．6�
66 ジェードグリーン 牡2鹿 55 R．ムーア �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：49．81	 6．0�

（英）

88 ワンダープチュック 牡2黒鹿55 川田 将雅山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 476－ 21：49．9
 8．1�
55 グ リ ト ニ ル 牡2鹿 55 戸崎 圭太杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 422－ 2 〃 クビ 49．9�
11 サマーサプライズ 牡2鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 468＋ 61：50．11� 37．1	
77 スズカフロンティア 牡2鹿 55 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 420－ 41：50．2	 8．3

89 エーティーラッセン 牡2鹿 55 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 486＋ 21：50．41
 17．2�
33 オイカケマショウ 牡2鹿 55 荻野 極小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 454－ 6 〃 ハナ 249．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 59，563，200円 複勝： 111，014，700円 枠連： 15，870，500円
馬連： 92，860，500円 馬単： 65，623，700円 ワイド： 49，504，500円
3連複： 117，250，900円 3連単： 271，873，700円 計： 783，561，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 160円 � 110円 � 150円 枠 連（2－4） 770円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 300円 �� 480円 �� 220円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 7，740円

票 数

単勝票数 計 595632 的中 � 65496（3番人気）
複勝票数 計1110147 的中 � 75970（4番人気）� 700348（1番人気）� 91862（2番人気）
枠連票数 計 158705 的中 （2－4） 15897（4番人気）
馬連票数 計 928605 的中 �� 109055（4番人気）
馬単票数 計 656237 的中 �� 24528（7番人気）
ワイド票数 計 495045 的中 �� 42084（4番人気）�� 23106（7番人気）�� 64946（1番人気）
3連複票数 計1172509 的中 ��� 93140（2番人気）
3連単票数 計2718737 的中 ��� 25451（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．8―49．6―1：02．4―1：14．9―1：26．3―1：37．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラチナヴォイス 
�
父 エンパイアメーカー 

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．7．17 函館4着

2014．3．10生 牡2鹿 母 プレザントブリーズ 母母 スターズインハーアイズ 4戦2勝 賞金 23，074，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2809410月29日 曇 良 （28京都4）第8日 第10競走 ��
��1，800�

や さ か

八坂ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

22 ダノンメジャー 牡4栗 57 小牧 太�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：46．5 6．9�
33 ナムラシングン 牡3黒鹿55 川田 将雅奈村 睦弘氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 516－ 21：46．6� 1．8�
78 	 ストーンウェア 牡4鹿 57 浜中 俊吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 476＋12 〃 ハナ 14．2�
79 パドルウィール 牡5芦 57 松山 弘平 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 41：46．7� 11．2�
55 ブレイヴリー 牡5鹿 57 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B488－ 41：46．8
 27．2	
811 ノ ガ ロ 牡3栗 55 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520－ 21：46．9クビ 5．7


（独）

66 オースミナイン 牡6鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 474＋ 4 〃 クビ 12．9�
11 ア カ ネ イ ロ 牝5栗 55 R．ムーア �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：47．11 12．4�

（英）

810 スズカルパン 牡7鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 462－ 2 〃 クビ 59．5
67 サンライズタイセイ 牡6鹿 57 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 81：47．31� 45．3�
44 ボンジュールココロ 牝6鹿 55 酒井 学田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 488＋ 61：47．51� 96．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，703，400円 複勝： 67，244，600円 枠連： 25，156，900円
馬連： 124，691，500円 馬単： 65，126，300円 ワイド： 65，105，900円
3連複： 161，886，100円 3連単： 261，677，400円 計： 821，592，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 110円 � 280円 枠 連（2－3） 620円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，160円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 12，680円

票 数

単勝票数 計 507034 的中 � 58631（3番人気）
複勝票数 計 672446 的中 � 67585（3番人気）� 229158（1番人気）� 42801（7番人気）
枠連票数 計 251569 的中 （2－3） 31170（3番人気）
馬連票数 計1246915 的中 �� 156277（2番人気）
馬単票数 計 651263 的中 �� 28302（7番人気）
ワイド票数 計 651059 的中 �� 54310（2番人気）�� 13114（16番人気）�� 32187（6番人気）
3連複票数 計1618861 的中 ��� 59605（8番人気）
3連単票数 計2616774 的中 ��� 14961（38番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．7―12．0―12．0―11．9―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．1―48．1―1：00．1―1：12．0―1：23．3―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Azamour デビュー 2014．8．10 小倉1着

2012．1．28生 牡4栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 18戦4勝 賞金 88，735，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2809510月29日 曇 良 （28京都4）第8日 第11競走 ��
��1，400�第59回毎日放送賞スワンステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，27．10．31以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走
またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，27．10．30以前のGⅠ競走（牝馬限
定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

毎日放送賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

611 サトノアラジン 牡5鹿 57 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 532＋ 61：20．7 4．0�
12 サトノルパン 牡5黒鹿56 和田 竜二里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 450＋ 21：20．91� 24．5�
713	 エイシンスパルタン 牡5芦 56 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 米

Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

498＋ 2 〃 ハナ 13．3�
59 ダンスディレクター 牡6鹿 56 浜中 俊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 442－ 21：21．0
 7．1�
36 ムーンクレスト 牡4鹿 56 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 468± 01：21．1クビ 55．1�
714	 アルビアーノ 牝4鹿 55 A．シュタルケ 吉田 和美氏 木村 哲也 米

Helen Alexander
& Helen Groves
Rev Trust

518＋ 21：21．2� 5．5	
（独）

715 ペイシャフェリス 牝5鹿 54 秋山真一郎北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 458－ 2 〃 クビ 229．8

818 ティーハーフ 牡6栗 56 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋121：21．3� 53．6�
48 フ ィ エ ロ 牡7青鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 506＋ 6 〃 クビ 3．5�
11 	 エイシンブルズアイ 牡5栗 56 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 474± 01：21．4� 12．2
23 ミッキーラブソング 牡5黒鹿56 小牧 太野田みづき氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 472＋ 61：21．5クビ 32．9�
817 ラインハート 牝5鹿 54 松若 風馬大塚 亮一氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B472± 0 〃 ハナ 329．5�
612 サンライズメジャー 牡7栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 486＋ 61：21．71� 32．9�
816 テイエムタイホー 牡7栗 56 幸 英明竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 490＋ 41：21．9
 211．6�
510 ブラヴィッシモ 牡4鹿 56 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B500＋ 41：22．0
 40．0�
24 メイショウナルト �8鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 460± 01：22．21� 148．6�
47 バクシンテイオー 牡7鹿 56 R．ムーア 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 468－ 61：22．62� 16．9�

（英）

35  ランドクイーン 牝6栗 54 下原 理山口 敦広氏 盛本 信春 新冠 有限会社 大
作ステーブル 484－ 21：23．77 474．0�

（兵庫） （兵庫）

（18頭）

売 得 金
単勝： 119，034，600円 複勝： 186，573，300円 枠連： 81，532，100円
馬連： 448，581，800円 馬単： 174，141，700円 ワイド： 228，565，400円
3連複： 726，167，000円 3連単： 973，469，100円 計： 2，938，065，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 600円 � 480円 枠 連（1－6） 1，700円

馬 連 �� 6，380円 馬 単 �� 9，480円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，200円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 21，930円 3 連 単 ��� 110，840円

票 数

単勝票数 計1190346 的中 � 236210（2番人気）
複勝票数 計1865733 的中 � 314232（2番人気）� 70172（8番人気）� 90501（6番人気）
枠連票数 計 815321 的中 （1－6） 36964（8番人気）
馬連票数 計4485818 的中 �� 54459（22番人気）
馬単票数 計1741417 的中 �� 13772（33番人気）
ワイド票数 計2285654 的中 �� 36428（18番人気）�� 50120（11番人気）�� 11945（47番人気）
3連複票数 計7261670 的中 ��� 24828（70番人気）
3連単票数 計9734691 的中 ��� 6367（343番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．8―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．4―46．2―57．5―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．5
3 13，15，5，10（7，14，16）9（4，2，6）3（8，17，11）（1，12）－18 4 13，15（5，7，10，14，16）（3，9，2）（4，6）（1，8，17，11）12，18
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノアラジン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．8．10 新潟1着

2011．2．16生 牡5鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 20戦7勝 賞金 306，499，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 サンライズメジャー号の騎手松山弘平は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：18番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサトノアラジン号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

2809610月29日 曇 良 （28京都4）第8日 第12競走 ��
��1，800�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 2，100，000
2，100，000

円
円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

713 コンセギール 牡4黒鹿57 和田 竜二前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 508＋ 21：52．5 13．5�

59 スランジバール 牡7鹿 57
54 ▲坂井 瑠星�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480± 01：52．71� 42．9�

34 	 サハラファイター 牡3鹿 55 戸崎 圭太本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 516± 01：52．8� 1．9�
58 マイネルボルソー 牡5鹿 57 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 472＋ 4 〃 同着 48．2�

（独）

47 マルカウォーレン 牡4黒鹿57 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 526＋ 4 〃 ハナ 4．8	
712 イーストオブザサン 牡3黒鹿55 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 クビ 11．1

23 タニノマンボ 牡6鹿 57 浜中 俊谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 480± 01：53．01 40．1�
35 ブリーズスズカ 牡3青鹿55 幸 英明永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 464－ 61：53．53 45．8�
46 ラフェットデメール 牝5黒鹿55 下原 理大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B470－ 21：53．6クビ 206．3

（兵庫）

815 ロイヤルパンプ 牡4栗 57 松若 風馬吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 526－ 41：54．02� 8．1�
610 オウケンゴールド 牡5栃栗57 松山 弘平福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 浦河小林牧場 B498± 01：54．1� 175．7�
11 デューイハミテージ 牝4鹿 55 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 448± 0 〃 クビ 134．8�
611 ド ナ リ サ 牝8鹿 55

53 △城戸 義政山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 482＋ 61：54．2クビ 288．1�
814	 トレジャーステイト 牝4鹿 55 藤岡 康太 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：55．58 81．2�
22 アッシュゴールド 牡4栗 57 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 21：55．71� 9．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，716，100円 複勝： 62，442，200円 枠連： 30，306，800円
馬連： 123，511，400円 馬単： 66，546，100円 ワイド： 62，586，600円
3連複： 162，266，700円 3連単： 276，022，100円 計： 830，398，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 210円 � 400円 �
�

110円
450円 枠 連（5－7） 3，440円

馬 連 �� 20，400円 馬 単 �� 39，390円

ワ イ ド �� 2，200円 ��
��

290円
2，110円

��
��

610円
3，350円

3 連 複 ���
���

3，710円
70，890円 3 連 単 ���

���
45，650円
317，420円

票 数

単勝票数 計 467161 的中 � 27584（6番人気）
複勝票数 計 624422 的中 �

�
43324
15447

（5番人気）
（8番人気）

� 18100（7番人気）� 257815（1番人気）

枠連票数 計 303068 的中 （5－7） 6816（12番人気）
馬連票数 計1235114 的中 �� 4690（36番人気）
馬単票数 計 665461 的中 �� 1267（67番人気）
ワイド票数 計 625866 的中 ��

��
4066
16249

（32番人気）
（10番人気）

��
��

39268
2649
（3番人気）
（43番人気）

�� 4254（30番人気）

3連複票数 計1622667 的中 ��� 16550（22番人気）��� 850（167番人気）
3連単票数 計2760221 的中 ��� 2193（241番人気） ��� 315（812番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―36．9―49．7―1：02．3―1：14．4―1：26．9―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．1
1
3
14（2，15）1，13，7（3，10）（6，8）9（5，4）－（11，12）・（14，15）（2，4）（1，7，13）8，3，6，5（11，10）9，12

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

勝馬の
紹 介

コンセギール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．6．22 阪神8着

2012．2．18生 牡4黒鹿 母 サウスオブスカイ 母母 ファーストアクト 16戦4勝 賞金 40，200，000円
※オウケンゴールド号・ドナリサ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（28京都4）第8日 10月29日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 160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 手 当

301，670，000円
4，910，000円
11，110，000円
2，500，000円
33，100，000円
64，349，500円
4，466，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
478，254，900円
729，758，900円
242，886，900円
1，186，745，400円
603，531，100円
640，290，800円
1，704，596，100円
2，622，481，300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 8，208，545，400円

総入場人員 20，006名 （有料入場人員 18，867名）
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