
2803710月14日 曇 良 （29京都4）第4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
1：23．0

重
重

810 ビコーズオブユー �2栗 55 川田 将雅前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋ 41：27．0 6．3�

22 ダンツタイヨウ 牡2黒鹿55 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 514± 0 〃 クビ 1．7�
66 イチネンプリンス 牡2黒鹿 55

54 ☆荻野 極国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 454＋ 41：27．1クビ 6．3�
33 トモジャクアルト 牡2芦 55 幸 英明吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 488± 01：27．84 17．5�
77 ブ ラ ス ト 牡2芦 55 松山 弘平槙 和美氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 540＋ 21：28．01 34．5�
44 ブルベアノザワナ 牡2栗 55 酒井 学 �ブルアンドベア 服部 利之 新冠 石田牧場 B438± 01：28．32 63．4	
89 コ ラ ー ド 牡2芦 55 藤岡 康太名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 484－101：28．51� 7．1

55 ビーヴェローチェ 牡2栗 55 国分 恭介馬場 祥晃氏 牧田 和弥 新ひだか 及川 ミツ子 450－ 41：28．92� 153．2�
78 ブルベアルッコラ 牡2鹿 55 太宰 啓介 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 日高 中前牧場 470＋ 21：29．11 23．6�
11 アレキサンダー 牡2栗 55 浜中 俊岡田 牧雄氏 宮 徹 日高 森永牧場 460＋ 41：29．73� 59．1
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売 得 金
単勝： 22，225，300円 複勝： 36，258，000円 枠連： 8，672，600円
馬連： 38，192，700円 馬単： 25，451，200円 ワイド： 23，626，000円
3連複： 50，047，900円 3連単： 89，135，100円 計： 293，608，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連（2－8） 240円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 240円 �� 420円 �� 200円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 4，650円

票 数

単勝票数 計 222253 的中 � 29155（3番人気）
複勝票数 計 362580 的中 � 46325（2番人気）� 184648（1番人気）� 36249（4番人気）
枠連票数 計 86726 的中 （2－8） 27565（1番人気）
馬連票数 計 381927 的中 �� 60801（2番人気）
馬単票数 計 254512 的中 �� 13697（6番人気）
ワイド票数 計 236260 的中 �� 26018（3番人気）�� 12409（6番人気）�� 32908（1番人気）
3連複票数 計 500479 的中 ��� 55783（1番人気）
3連単票数 計 891351 的中 ��� 13897（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．9―47．3―1：00．0―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビコーズオブユー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．6．25 函館8着

2015．3．27生 �2栗 母 アンシャンタン 母母 Celtic Melody 3戦1勝 賞金 5，500，000円

2803810月14日 曇 良 （29京都4）第4日 第2競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：07．8

良
良

88 ラブカンプー 牝2黒鹿54 川田 将雅増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 428－ 41：09．1 1．4�
66 ガ ウ ル 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 468－121：09．52� 23．0�

44 ヘヴンリーブライド 牝2黒鹿 54
53 ☆荻野 極 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 470± 01：10．03 21．2�

77 スギノアルテミス 牝2鹿 54 松若 風馬杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 408＋ 21：10．1� 16．3�
33 アウトバーン 牡2鹿 55 国分 優作鳴戸 雄一氏 目野 哲也 新ひだか 静内山田牧場 464＋ 2 〃 ハナ 65．4�
22 メイショウタンゴ 牝2黒鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 山田 昇史 470－ 2 〃 アタマ 18．5	
89 クリノルーベンス 牡2栗 55 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 鹿戸 正幸 430± 01：10．31	 13．4

11 メルティキャンディ 牝2鹿 54 松山 弘平�富田牧場 池添 学 日高 佐々木牧場 410± 01：11．25 12．0�
55 キンショーブラック 牝2黒鹿54 和田 竜二礒野日出夫氏 中村 均 新冠 土井牧場 468－ 21：11．51� 5．7�
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売 得 金
単勝： 25，765，100円 複勝： 87，754，200円 枠連： 7，271，900円
馬連： 41，002，100円 馬単： 28，495，800円 ワイド： 25，919，600円
3連複： 52，510，800円 3連単： 100，383，900円 計： 369，103，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 450円 � 390円 枠 連（6－8） 1，160円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 550円 �� 640円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 17，460円

票 数

単勝票数 計 257651 的中 � 137588（1番人気）
複勝票数 計 877542 的中 � 647860（1番人気）� 14215（8番人気）� 16761（7番人気）
枠連票数 計 72719 的中 （6－8） 4830（6番人気）
馬連票数 計 410021 的中 �� 24442（6番人気）
馬単票数 計 284958 的中 �� 12787（7番人気）
ワイド票数 計 259196 的中 �� 12666（6番人気）�� 10674（7番人気）�� 2744（26番人気）
3連複票数 計 525108 的中 ��� 7270（21番人気）
3連単票数 計1003839 的中 ��� 4168（68番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―11．8―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．3―46．1―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブカンプー 
�
父 ショウナンカンプ 

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2017．8．5 小倉2着

2015．4．11生 牝2黒鹿 母 ラ ブ ハ ー ト 母母 シンメイユウシュン 4戦1勝 賞金 11，800，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 京都競馬 第４日

追 加 記 事（第 4回京都競馬第 3日第 8競走）
〔その他〕　　アトラーニ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



2803910月14日 曇 良 （29京都4）第4日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時05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

33 エ タ リ オ ウ 牡2青鹿55 和田 竜二 �Gリビエール・
レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B466－ 62：01．2 11．2�

89 ムーンレイカー 牡2鹿 55 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 472－ 22：01．3� 1．8�
810 ガールズバンド 牝2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 452＋ 42：01．72� 4．0�
44 レッドエクシード 牡2鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456－ 22：01．8� 6．4�
77 ショウナンマリブ 牡2芦 55 幸 英明国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 468＋ 82：02．11� 22．1	
55 メイショウカラタチ 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 464＋ 42：02．52� 118．6

11 ショウナンバローロ 牡2鹿 55 国分 恭介国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 498± 02：02．71� 233．4�
66 クリノダイヤモンド 牡2黒鹿 55

54 ☆荻野 極栗本 博晴氏 荒川 義之 むかわ 上水牧場 474＋ 62：02．8� 29．6�
78 シャンテューズ 牝2芦 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 448± 02：02．9クビ 164．9
22 ハルキスター 牡2栗 55 藤岡 佑介若草クラブ 浅見 秀一 洞�湖 レイクヴィラファーム 458－ 42：05．0大差 18．4�
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売 得 金
単勝： 32，433，800円 複勝： 68，397，100円 枠連： 9，889，300円
馬連： 43，220，200円 馬単： 28，258，700円 ワイド： 28，991，100円
3連複： 56，104，300円 3連単： 104，415，500円 計： 371，710，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 180円 � 110円 � 130円 枠 連（3－8） 700円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 300円 �� 610円 �� 160円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 10，140円

票 数

単勝票数 計 324338 的中 � 24409（4番人気）
複勝票数 計 683971 的中 � 37833（4番人気）� 436955（1番人気）� 65440（2番人気）
枠連票数 計 98893 的中 （3－8） 10944（3番人気）
馬連票数 計 432202 的中 �� 41641（3番人気）
馬単票数 計 282587 的中 �� 8140（11番人気）
ワイド票数 計 289911 的中 �� 22279（3番人気）�� 9547（9番人気）�� 60066（1番人気）
3連複票数 計 561043 的中 ��� 43002（3番人気）
3連単票数 計1044155 的中 ��� 7459（38番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．9―12．7―12．5―12．7―12．3―11．8―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―36．3―49．0―1：01．5―1：14．2―1：26．5―1：38．3―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ タ リ オ ウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cactus Ridge デビュー 2017．9．24 阪神4着

2015．2．13生 牡2青鹿 母 ホットチャチャ 母母 Reduced Sentence 2戦1勝 賞金 6，100，000円

2804010月14日 曇 良 （29京都4）第4日 第4競走 ��
��1，800�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
1：51．3
1：50．9

重
不良

57 ライジングドラゴン 牡2芦 55 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 440 ―1：54．3 11．2�
45 グレートタイム 牡2黒鹿55 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470 ―1：54．51� 2．2�
11 ワイルドシング 牡2黒鹿55 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 448 ―1：55．13� 81．6�
610 メイケイダイハード 牡2鹿 55 幸 英明名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 522 ―1：55．2� 3．7�
22 レッドアルディ 牡2鹿 55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 484 ― 〃 クビ 27．6�
711	 ベストマイウェイ 牡2鹿 55 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

520 ―1：55．41 6．2	
813 ヒルトップパレス 牡2鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 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 458 ―1：56．57 38．5

34 サンライズコロン 牡2栗 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 474 ― 〃 アタマ 28．3�
46 ラ セ ッ ト 牡2鹿 55 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 476 ―1：57．88 12．3�
33 シゲルミズナ 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 514 ―1：58．43� 61．8
69 クレイジームーン 牡2鹿 55 松若 風馬千明牧場 鈴木 伸尋 浦河 千明牧場 484 ―1：58．71� 100．0�
58 ミコデイジーラブ 牝2黒鹿54 酒井 学古賀 慎一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 508 ―2：01．7大差 194．1�
814 ビットピークス 牡2栃栗55 太宰 啓介礒川 正明氏 斉藤 崇史 新ひだか タガミファーム 484 ―2：01．8� 123．4�
712 ナナマイノナマハム 牡2鹿 55

54 ☆義 英真大西 洋平氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 460 ― （競走中止） 167．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，532，600円 複勝： 23，618，000円 枠連： 10，483，100円
馬連： 36，907，700円 馬単： 21，775，100円 ワイド： 23，967，900円
3連複： 48，848，500円 3連単： 63，594，600円 計： 252，727，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 230円 � 130円 � 1，060円 枠 連（4－5） 900円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 440円 �� 5，790円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 16，510円 3 連 単 ��� 86，660円

票 数

単勝票数 計 235326 的中 � 17639（4番人気）
複勝票数 計 236180 的中 � 24000（4番人気）� 66863（1番人気）� 3847（10番人気）
枠連票数 計 104831 的中 （4－5） 8929（3番人気）
馬連票数 計 369077 的中 �� 22988（4番人気）
馬単票数 計 217751 的中 �� 4785（12番人気）
ワイド票数 計 239679 的中 �� 15625（3番人気）�� 997（43番人気）�� 2310（23番人気）
3連複票数 計 488485 的中 ��� 2219（45番人気）
3連単票数 計 635946 的中 ��� 532（228番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．3―51．9―1：04．8―1：17．4―1：29．4―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．9
1
3
2（6，7）1（3，10）（5，4，11）12，9－13＝8－14・（2，6，7）1（5，3，10）（4，11）（9，12）－13＝8，14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライジングドラゴン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2015．3．29生 牡2芦 母 ゴッドビラブドミー 母母 ゴッドインチーフ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ナナマイノナマハム号は，競走中に疾病〔右第3中手骨粉砕骨折〕を発症し，4コーナーで転倒したため競走中止。
〔その他〕 ミコデイジーラブ号・ビットピークス号は，4コーナーで競走を中止した馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制

限」の適用を除外。



2804110月14日 雨 良 （29京都4）第4日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：07．8

良
良

11 ロ ン ロ ネ オ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440 ―1：10．0 2．7�

44 ミトノレインボー 牝2鹿 54 酒井 学ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新ひだか 木村 秀則 462 ―1：10．1� 90．2�
68 ミヤジサクラコ 牝2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 448 ―1：10．31� 3．8�
33 ショウナンアンビル 牡2栗 55 藤岡 康太国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 438 ―1：10．51 38．6�
710 タガノタイト 牡2鹿 55 浜中 俊八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470 ―1：10．6� 37．8�
711 ピュールフォルス 牡2栗 55

54 ☆荻野 極 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472 ―1：10．7クビ 5．4	
813 キングポセイドン 牡2栗 55 川田 将雅 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 448 ―1：10．8� 6．3

45 サワヤカタイド 牡2青鹿55 	島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 438 ― 〃 クビ 66．6�
56 ウインカルナヴァル 牡2栗 55 松若 風馬�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 464 ―1：11．11� 55．5
22 シェルセリーヌ 牝2鹿 54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 渡辺 薫彦 浦河 大島牧場 422 ―1：11．52
 139．7�
69 ベルウッドホーク 牡2黒鹿55 幸 英明鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 チェスナット

ファーム 458 ―1：11．71� 9．3�
57 ジューンジョイ 牝2黒鹿54 高田 潤吉川 潤氏 松下 武士 浦河 辻 牧場 406 ― 〃 クビ 192．9�
812 マーブルタンギー 牡2鹿 55 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 日高 厚賀古川牧場 462 ―1：12．44 81．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，454，500円 複勝： 26，594，200円 枠連： 12，148，400円
馬連： 43，494，700円 馬単： 23，987，100円 ワイド： 26，998，100円
3連複： 54，372，600円 3連単： 73，287，300円 計： 287，336，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 1，160円 � 150円 枠 連（1－4） 3，590円

馬 連 �� 11，020円 馬 単 �� 14，500円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 300円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 13，280円 3 連 単 ��� 95，220円

票 数

単勝票数 計 264545 的中 � 78910（1番人気）
複勝票数 計 265942 的中 � 55933（2番人気）� 3708（11番人気）� 56029（1番人気）
枠連票数 計 121484 的中 （1－4） 2616（10番人気）
馬連票数 計 434947 的中 �� 3058（26番人気）
馬単票数 計 239871 的中 �� 1240（37番人気）
ワイド票数 計 269981 的中 �� 2317（25番人気）�� 27292（2番人気）�� 1678（33番人気）
3連複票数 計 543726 的中 ��� 3070（36番人気）
3連単票数 計 732873 的中 ��� 558（247番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．5―11．6―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．0―46．6―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 4，9（8，13）1（2，11）－3，6（5，10，12）－7 4 4，9（8，13）1，11，2，3（5，10）6，12，7

勝馬の
紹 介

ロ ン ロ ネ オ �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Street Cry 初出走

2015．4．25生 牡2黒鹿 母 カタウォール 母母 Thunder Kitten 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ロンロネオ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

2804210月14日 曇 良 （29京都4）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12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
1：47．8
1：47．8

重
重

33 � キングズアフェアー �5黒鹿57 川田 将雅吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 524＋ 61：53．0 4．3�
88 メ ガ フ レ ア 牡3黒鹿55 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 478＋ 41：53．21� 7．7�
77 � シャイニングスター 牡5鹿 57 国分 恭介杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 518＋ 11：53．94 45．8�
44 � ジョウショーチカラ 牡5青鹿57 藤岡 康太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 522± 01：54．11	 15．8�
89 シンゼンガンプ 牡5鹿 57 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 478＋ 61：54．84 6．6�
22 トーアライジン 牡4芦 57 和田 竜二高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 502＋ 2 〃 クビ 7．8	
66 マコトシャムロック 牡4青鹿57 柴田 善臣�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 61：55．01 6．8

11 トウショウコマンチ 牡4青鹿57 
島 良太トウショウ産業� 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 502－ 81：55．1	 2．8�
55 ナムラスパルタクス 牡3黒鹿55 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 462－ 6 （競走中止） 36．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 21，599，300円 複勝： 28，234，600円 枠連： 8，329，000円
馬連： 43，929，600円 馬単： 23，444，600円 ワイド： 24，521，900円
3連複： 51，459，900円 3連単： 85，530，400円 計： 287，049，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 210円 � 1，110円 枠 連（3－8） 750円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 630円 �� 3，150円 �� 4，790円

3 連 複 ��� 24，410円 3 連 単 ��� 114，830円

票 数

単勝票数 計 215993 的中 � 39870（2番人気）
複勝票数 計 282346 的中 � 51682（2番人気）� 37609（4番人気）� 4861（9番人気）
枠連票数 計 83290 的中 （3－8） 8595（3番人気）
馬連票数 計 439296 的中 �� 16890（10番人気）
馬単票数 計 234446 的中 �� 5024（17番人気）
ワイド票数 計 245219 的中 �� 10715（8番人気）�� 1942（28番人気）�� 1266（34番人気）
3連複票数 計 514599 的中 ��� 1581（61番人気）
3連単票数 計 855304 的中 ��� 540（295番人気）

ハロンタイム 12．3―11．9―12．8―12．4―12．6―12．5―12．4―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．2―37．0―49．4―1：02．0―1：14．5―1：26．9―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
3，7（1，6，9）－4，8－2
3（7，9）（1，6，8）（4，2）

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

勝馬の
紹 介

�キングズアフェアー 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス

2012．3．30生 �5黒鹿 母 ミスティックリバー 母母 ホワイトウォーターアフェア 14戦1勝 賞金 16，450，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ナムラスパルタクス号の騎手義英真は，第4競走での落馬負傷のため幸英明に変更。
〔発走状況〕 ナムラスパルタクス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ナムラスパルタクス号は，発走直後にバランスをくずし，騎手が落馬したため競走中止。



2804310月14日 曇 良 （29京都4）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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

22 ジュエアトゥー �3栗 55 松山 弘平首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 502＋ 21：12．3 1．8�
23 コンテンポラリー 牡3鹿 55 松若 風馬廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 458＋ 41：12．72� 8．2�
47 オーミシューマン 牡3鹿 55 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 462＋221：12．8� 20．4�
59 ローゼンタール 牝4栗 55 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 61：12．9クビ 14．4�
610 サンアルパイン �5鹿 57 酒井 学 �加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B496－ 6 〃 クビ 109．2�
58 グランドガール 牝3鹿 53 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 474＋201：13．0クビ 33．7	
611 メイクグローリー 牡3栗 55 国分 恭介ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 486＋121：13．32 123．4

34 テイエムアニマンテ 牡3青鹿 55

52 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 488＋ 2 〃 ハナ 73．7�
11 	 ワンダープレジール 牡5黒鹿57 高倉 稜山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B456± 01：13．51 82．2�
46 	 マーケットレイズン 牝3芦 53

52 ☆加藤 祥太峰 哲馬氏 服部 利之 新ひだか 藤吉牧場 430－ 61：13．6� 289．9
815 カゼノカムイ 牡4鹿 57 藤岡 康太菅原 広隆氏 寺島 良 青森 荒谷牧場 B474＋ 21：13．81
 54．9�
712 キタサンシーザー 牡3黒鹿55 国分 優作�大野商事 目野 哲也 新ひだか 藤川フアーム 496－ 2 〃 クビ 25．0�
713 メイショウフウシャ 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 476± 01：14．54 16．0�
814 マ リ エ ラ 牡4鹿 57 川田 将雅栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 534＋ 21：14．6クビ 3．7�
35 スカーレットベスト 牝3鹿 53 �島 良太�須野牧場 大和田 成 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 434－121：15．34 495．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，198，900円 複勝： 48，680，500円 枠連： 15，916，500円
馬連： 57，669，800円 馬単： 32，381，500円 ワイド： 36，713，500円
3連複： 78，091，100円 3連単： 118，139，600円 計： 415，791，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 270円 枠 連（2－2） 700円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 330円 �� 620円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 計 281989 的中 � 122985（1番人気）
複勝票数 計 486805 的中 � 226629（1番人気）� 41022（3番人気）� 26212（5番人気）
枠連票数 計 159165 的中 （2－2） 17532（4番人気）
馬連票数 計 576698 的中 �� 61274（2番人気）
馬単票数 計 323815 的中 �� 25143（2番人気）
ワイド票数 計 367135 的中 �� 31747（2番人気）�� 14900（6番人気）�� 5261（18番人気）
3連複票数 計 780911 的中 ��� 18927（9番人気）
3連単票数 計1181396 的中 ��� 11005（16番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―12．3―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．8―47．1―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュエアトゥー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．5 京都2着

2014．6．2生 �3栗 母 ナイストップクイン 母母 ゼルマジョーンズ 8戦2勝 賞金 21，700，000円
〔制裁〕 メイクグローリー号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）

ジュエアトゥー号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。
（被害馬：3番）

2804410月14日 曇 良 （29京都4）第4日 第8競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ダノンロッソ 牡3青鹿55 浜中 俊�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438± 01：53．0 3．2�
78 クリノライメイ 牡3青鹿55 藤岡 康太栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 516＋ 21：53．74 3．1�
22 ウォーターミリオン 牡4栗 57 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 446± 0 〃 クビ 32．0�
44 サンマルエンパイア 牡3鹿 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 464＋ 61：53．91� 11．5�
66 グランセノーテ 牡4栗 57 川田 将雅安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 542＋10 〃 アタマ 3．0�
89 スナークレッド 牡4鹿 57 太宰 啓介杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 488－ 21：54．96 77．6	
55 セイイーグル 牡3鹿 55

54 ☆荻野 極吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 442－ 21：55．43 36．1

810 マコトタリスマン 牡3黒鹿55 和田 竜二�ディアマント 高橋 義忠 様似 出口 繁夫 462＋ 21：55．71
 7．8�
33 � フ ェ ン ガ リ 牡6栗 57 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 41：56．02 156．1�
77 � フランチェスコ 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 474± 01：59．6大差 81．8
（10頭）

売 得 金
単勝： 19，928，000円 複勝： 20，286，700円 枠連： 9，048，900円
馬連： 45，998，800円 馬単： 24，928，900円 ワイド： 23，809，600円
3連複： 54，625，600円 3連単： 99，140，400円 計： 297，766，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 320円 枠 連（1－7） 530円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，210円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 13，440円

票 数

単勝票数 計 199280 的中 � 48668（3番人気）
複勝票数 計 202867 的中 � 44645（1番人気）� 38779（3番人気）� 11566（6番人気）
枠連票数 計 90489 的中 （1－7） 13150（2番人気）
馬連票数 計 459988 的中 �� 79843（1番人気）
馬単票数 計 249289 的中 �� 17628（4番人気）
ワイド票数 計 238096 的中 �� 31003（1番人気）�� 4494（14番人気）�� 4501（13番人気）
3連複票数 計 546256 的中 ��� 11848（11番人気）
3連単票数 計 991404 的中 ��� 5347（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．8―51．0―1：03．2―1：15．4―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンロッソ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．7 京都2着

2014．1．24生 牡3青鹿 母 クリムゾンブーケ 母母 スカーレットローズ 11戦2勝 賞金 22，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フランチェスコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月14日まで平地競

走に出走できない。



2804510月14日 曇 良 （29京都4）第4日 第9競走 ��
��2，000�

し ぎ く

紫 菊 賞
発走14時25分 （芝・右）
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 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．8

良
良

11 マイハートビート 牡2鹿 55 幸 英明三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：00．4 6．4�
66 トゥザフロンティア 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 クビ 2．1�
22 ドンアルゴス 牡2黒鹿55 加藤 祥太山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋ 82：00．5クビ 4．5�
55 シースプラッシュ 牡2鹿 55 池添 謙一 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 502＋12 〃 クビ 4．7�
33 タニノミステリー 牡2黒鹿55 浜中 俊谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 428＋ 82：01．56 13．9�
44 ニシノベースマン 牡2黒鹿55 和田 竜二西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 434＋ 22：01．6� 17．0	

（6頭）

売 得 金
単勝： 39，878，100円 複勝： 29，014，300円 枠連： 発売なし
馬連： 55，059，200円 馬単： 36，880，600円 ワイド： 23，375，300円
3連複： 53，194，000円 3連単： 179，270，500円 計： 416，672，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 220円 �� 330円 �� 190円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 4，630円

票 数

単勝票数 計 398781 的中 � 52057（4番人気）
複勝票数 計 290143 的中 � 47641（4番人気）� 101902（1番人気）
馬連票数 計 550592 的中 �� 60276（3番人気）
馬単票数 計 368806 的中 �� 15427（9番人気）
ワイド票数 計 233753 的中 �� 27695（3番人気）�� 15491（5番人気）�� 34070（2番人気）
3連複票数 計 531940 的中 ��� 58284（2番人気）
3連単票数 計1792705 的中 ��� 28048（17番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．0―12．1―12．2―13．0―12．1―12．0―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―35．7―47．8―1：00．0―1：13．0―1：25．1―1：37．1―1：48．7

コーナー
通過順位

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

2
4
3－4－6，2，5，1・（3，4）6（5，2）1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイハートビート 

�
父 ゼンノロブロイ 


�
母父 Intikhab デビュー 2017．8．20 札幌4着

2015．3．5生 牡2鹿 母 ト ゥ ー ピ ー 母母 Turpitude 3戦2勝 賞金 16，254，000円
〔その他〕 ドンアルゴス号は，4コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

2804610月14日 曇 良 （29京都4）第4日 第10競走 ��
��1，600�

さ ん ね ん ざ か

三 年 坂 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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

77 レ オ ナ ル ド 牡4鹿 57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444± 01：33．8 2．7�

89 カイザーバル 牝4黒鹿55 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 482± 01：34．01� 1．9�
33 チ ト ニ ア 牝3栗 53 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 470－ 2 〃 クビ 6．5�
44 ビナイーグル 牡4鹿 57 和田 竜二井之口二三雄氏 作田 誠二 新ひだか 塚田 達明 510＋201：34．21� 16．8�
22 ユウチェンジ 牡4黒鹿57 荻野 極�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 500＋ 21：34．3	 32．9	
55 ベ ル カ プ リ 牝3鹿 53 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：34．51� 18．0

66 バ ル ベ ー ラ 牝3青鹿53 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 422＋ 21：34．6クビ 24．4�
88 
 ウイングタイガー 牝5鹿 55 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 452＋ 41：35．02� 98．9�
11 インクレディブル 牡5鹿 57 幸 英明前田 葉子氏 中村 均 浦河 谷川牧場 522－ 21：35．32 53．3
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売 得 金
単勝： 36，964，000円 複勝： 80，332，600円 枠連： 13，297，900円
馬連： 83，174，900円 馬単： 51，097，900円 ワイド： 39，068，900円
3連複： 100，998，700円 3連単： 242，735，900円 計： 647，670，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 220円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 130円 �� 230円 �� 190円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 1，320円

票 数

単勝票数 計 369640 的中 � 108770（2番人気）
複勝票数 計 803326 的中 � 128731（2番人気）� 510402（1番人気）� 48881（3番人気）
枠連票数 計 132979 的中 （7－8） 46811（1番人気）
馬連票数 計 831749 的中 �� 288605（1番人気）
馬単票数 計 510979 的中 �� 77688（2番人気）
ワイド票数 計 390689 的中 �� 100356（1番人気）�� 33759（3番人気）�� 44939（2番人気）
3連複票数 計1009987 的中 ��� 242077（1番人気）
3連単票数 計2427359 的中 ��� 132641（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．1―48．2―59．8―1：11．0―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．0
3 4，9，5，7，3，2（1，8）－6 4 4，9（5，7）（3，2）－8（1，6）

勝馬の
紹 介

レ オ ナ ル ド �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Galileo デビュー 2015．11．8 東京3着

2013．2．16生 牡4鹿 母 リオズスターレット 母母 Premiere Creation 10戦4勝 賞金 57，767，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2804710月14日 曇 良 （29京都4）第4日 第11競走 ��
��1，600�

きよみず

清水ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，28．10．15以降29．10．9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

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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

44 ミスパンテール 牝3鹿 51 酒井 学寺田千代乃氏 昆 貢 日高 三城牧場 504－ 41：35．0 7．9�
55 レーヌドブリエ 牝5栗 53 四位 洋文 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 442± 0 〃 ハナ 7．3�
11 マコトサダイジン �6栗 54 松山 弘平�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 452＋ 81：35．1	 25．3�
67 サ ロ ニ カ 牝3黒鹿52 浜中 俊吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 434－101：35．2
 5．1�
810 レッドアヴァンセ 牝4黒鹿55 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋141：35．3	 1．8	
22 テルメディカラカラ 牝5黒鹿54 松若 風馬小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 476＋101：35．4クビ 20．3

66 ティーエスネオ 牡6芦 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 536＋ 21：35．5	 17．4�
33 サンマルホーム 牡7栗 53 �島 良太相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B438＋ 21：35．6
 214．0�
811 シーズララバイ 牝3栗 51 柴田 善臣吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 2 〃 ハナ 19．4
79 メイクアップ 牡6栗 54 幸 英明岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 2 〃 クビ 62．5�
78 デンコウリキ 牡7黒鹿54 池添 謙一田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 520＋ 21：35．81� 21．4�
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売 得 金
単勝： 59，411，300円 複勝： 73，633，700円 枠連： 34，474，400円
馬連： 188，933，000円 馬単： 92，758，900円 ワイド： 83，663，200円
3連複： 244，197，500円 3連単： 454，021，200円 計： 1，231，093，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 290円 � 240円 � 580円 枠 連（4－5） 2，810円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 940円 �� 2，070円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 16，020円 3 連 単 ��� 77，300円

票 数

単勝票数 計 594113 的中 � 59702（4番人気）
複勝票数 計 736337 的中 � 66915（4番人気）� 91297（3番人気）� 28850（9番人気）
枠連票数 計 344744 的中 （4－5） 9487（11番人気）
馬連票数 計1889330 的中 �� 51600（11番人気）
馬単票数 計 927589 的中 �� 12713（18番人気）
ワイド票数 計 836632 的中 �� 23588（11番人気）�� 10234（27番人気）�� 10909（25番人気）
3連複票数 計2441975 的中 ��� 11427（48番人気）
3連単票数 計4540212 的中 ��� 4258（219番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．6―37．0―49．4―1：01．2―1：12．8―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．8
3 6－7（1，8）（2，4，10）5（3，9）－11 4 6（7，8）1（2，10）（4，5）（3，9）－11

勝馬の
紹 介

ミスパンテール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．30 札幌1着

2014．2．21生 牝3鹿 母 エールドクラージュ 母母 ジョウノマチエール 6戦2勝 賞金 39，564，000円

2804810月14日 曇 良 （29京都4）第4日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

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
1：21．7
1：21．5

重
不良

11 ドライヴナイト 牡4黒鹿57 藤岡 佑介桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 524＋ 41：24．1 7．7�
22 メイショウノボサン 牡4栗 57 藤岡 康太松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 472＋ 61：24．2� 4．9�
811 ヴェンジェンス 牡4栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 488＋ 61：24．3� 1．9�
33 トロピカルスパート 牝3栗 53 和田 竜二日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 476－ 41：24．51� 9．5�
44 アドマイヤシェル 牡7栗 57 松山 弘平近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 528± 01：24．6� 45．1�
812 ピースマーク 牡6鹿 57 太宰 啓介小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント B508＋ 6 〃 クビ 7．5	
56 ロードヴォルケーノ 牡6鹿 57 浜中 俊 �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 478－ 6 〃 ハナ 30．6

68 モンラッシェ 牡6栗 57

54 ▲森 裕太朗吉澤 克己氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 ハナ 39．3�
710 ヒドゥンブレイド 牡7黒鹿 57

56 ☆荻野 極 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B486－121：24．81� 146．6
79 メイショウラケーテ 牡3黒鹿55 池添 謙一松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 462＋ 81：25．43� 11．8�
55 マルモレイナ 牝3鹿 53 四位 洋文まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 466± 01：25．5クビ 105．8�
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67 ソーディヴァイン 牝4鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，485，100円 複勝： 50，530，500円 枠連： 26，862，500円
馬連： 97，974，800円 馬単： 47，644，000円 ワイド： 50，112，400円
3連複： 115，879，000円 3連単： 190，091，200円 計： 624，579，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 180円 � 150円 � 110円 枠 連（1－2） 2，670円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 540円 �� 320円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 10，770円

票 数

単勝票数 差引計 454851（返還計 21393） 的中 � 46925（4番人気）
複勝票数 差引計 505305（返還計 20223） 的中 � 50789（4番人気）� 70618（2番人気）� 176546（1番人気）
枠連票数 差引計 268625（返還計 759） 的中 （1－2） 7796（8番人気）
馬連票数 差引計 979748（返還計152863） 的中 �� 33705（7番人気）
馬単票数 差引計 476440（返還計 61104） 的中 �� 7984（16番人気）
ワイド票数 差引計 501124（返還計 43811） 的中 �� 20701（6番人気）�� 39614（3番人気）�� 63921（1番人気）
3連複票数 差引計1158790（返還計244958） 的中 ��� 82964（2番人気）
3連単票数 差引計1900912（返還計456346） 的中 ��� 12788（32番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．8―12．1―12．2―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―23．0―34．8―46．9―59．1―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドライヴナイト �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2015．10．18 新潟2着

2013．3．18生 牡4黒鹿 母 カウントオンミー 母母 サンセットバレー 13戦4勝 賞金 37，657，000円
〔出走取消〕 ソーディヴァイン号は，事故のため出走取消。
〔制裁〕 ソーディヴァイン号の調教師西村真幸は，業務上の注意義務を怠り（競走当日に治療を受けた），出走取消となったことに

ついて過怠金30，000円。



（29京都4）第4日 10月14日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 127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

200，370，000円
19，760，000円
860，000円

20，810，000円
51，308，000円
3，302，000円
1，219，200円

勝馬投票券売得金
381，876，000円
573，334，400円
156，394，500円
775，557，500円
437，104，300円
410，767，500円
960，329，900円
1，799，745，600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 5，495，109，700円

総入場人員 17，920名 （有料入場人員 16，843名）
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