
2808510月27日 晴 稍重 （30京都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
1：23．4
1：23．0

不良
重

22 メイショウショウブ 牝2栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 478－ 21：25．2 2．8�
46 ダイシンクローバー 牡2黒鹿55 古川 吉洋大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 458＋141：25．62� 10．8�
57 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± 01：26．02� 1．8�
11 コ ル テ 牡2鹿 55 和田 竜二桐谷 茂氏 村山 明 浦河 加藤 重治 520＋ 81：27．17 182．2�
45 デンコウブレイブ 牡2黒鹿55 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 田原橋本牧場 454＋ 41：28．05 53．1�
58 ハイリミットゾーン 牡2栗 55 幸 英明�KTレーシング 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 4 〃 ハナ 21．3	
712 ニホンピロコレール 牡2黒鹿55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 476＋ 4 〃 クビ 107．8

711 コパノカーリング 牡2鹿 55 小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 452－ 41：28．21 13．9�
610 トモノマウイ 牡2鹿 55 田中 健共田 義夫氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 474± 01：28．94 90．1�
813 マサノビジョン 牡2栗 55 �島 良太古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 B468－ 6 〃 アタマ 272．7
814 ズ ラ リ 牡2栗 55 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 478－ 21：29．0クビ 43．0�
69 サウスブランコ 牝2栗 54 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 460± 01：29．32 97．0�
34 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 430－ 21：29．93� 96．7�
33 セクシーヨガ 牝2栗 54 松若 風馬風早 信昭氏 森 秀行 浦河 丸村村下

ファーム 416－ 21：30．0� 186．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，962，500円 複勝： 68，645，100円 枠連： 11，114，200円
馬連： 45，792，200円 馬単： 27，871，800円 ワイド： 36，055，300円
3連複： 65，578，200円 3連単： 105，230，200円 計： 386，249，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連（2－4） 1，300円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 330円 �� 120円 �� 330円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，950円

票 数

単勝票数 計 259625 的中 � 74301（2番人気）
複勝票数 計 686451 的中 � 114825（2番人気）� 28401（4番人気）� 434747（1番人気）
枠連票数 計 111142 的中 （2－4） 6587（4番人気）
馬連票数 計 457922 的中 �� 33352（3番人気）
馬単票数 計 278718 的中 �� 12831（5番人気）
ワイド票数 計 360553 的中 �� 21282（3番人気）�� 109640（1番人気）�� 21154（4番人気）
3連複票数 計 655782 的中 ��� 70879（2番人気）
3連単票数 計1052302 的中 ��� 19269（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．2―48．4―1：00．6―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 ・（2，7）（6，11）（1，12）3－14（9，8，10）5－（4，13） 4 ・（2，7）6，1（11，12）3－（14，10）（9，8）5，13，4

勝馬の
紹 介

メイショウショウブ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．9．22 阪神3着

2016．3．6生 牝2栗 母 メイショウスズラン 母母 クィーンズダガー 3戦1勝 賞金 8，100，000円

2808610月27日 晴 稍重 （30京都4）第8日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時35分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：51．0
1：50．9

重
不良

815 クレッセントムーン 牡2栗 55 M．デムーロ �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478＋141：54．7 2．9�
713 サンライズアカシア 牡2鹿 55 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 474－ 81：55．01� 26．2�
59 � トランプズパワー 牡2鹿 55 川田 将雅風早 信昭氏 森 秀行 米 Deborah

Shaffer 500± 01：55．85 4．4�
611 ゴッドイーサン 牡2鹿 55 幸 英明中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 510± 01：56．01	 13．1�
712 ダンツアタッカー 牡2鹿 55 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 様似 富田 恭司 486＋ 81：56．31� 46．5�
610 デルマシャンティ 牡2芦 55 国分 恭介浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 500＋ 61：56．51	 7．2	
34 スーペルゴラッソ 牡2鹿 55

52 ▲服部 寿希 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 494－ 81：56．71	 150．8

47 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 500＋121：56．8� 155．9�
22 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 484－ 61：57．33 36．0�
11 メイショウヒノクニ 牡2黒鹿55 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 戸川牧場 470－ 41：57．51 106．4
46 マッシブアプローズ 牡2鹿 55 和田 竜二小林竜太郎氏 作田 誠二 新冠 協和牧場 B494＋ 61：57．71 22．9�
35 ゴットパシオン 牝2栗 54 四位 洋文後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 432－ 61：58．33� 3．9�
23 ミルトスミス 牡2鹿 55 松若 風馬永山 勝敏氏 杉山 晴紀 新冠 つつみ牧場 482＋ 4 〃 クビ 230．5�
58 ブルベアアルジェン 牡2栗 55 小崎 綾也 �ブルアンドベア 川村 禎彦 青森 今川 満良 516＋ 41：58．93� 208．1�
814 ウインパーチェ 牡2黒鹿55 高倉 稜�ウイン 加用 正 平取 スガタ牧場 432－ 82：01．8大差 180．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，497，800円 複勝： 31，381，600円 枠連： 12，528，800円
馬連： 44，858，400円 馬単： 22，852，900円 ワイド： 30，870，200円
3連複： 61，561，700円 3連単： 74，227，500円 計： 303，778，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 480円 � 160円 枠 連（7－8） 2，320円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 370円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 30，400円

票 数

単勝票数 計 254978 的中 � 70961（1番人気）
複勝票数 計 313816 的中 � 56107（3番人気）� 12523（7番人気）� 56931（1番人気）
枠連票数 計 125288 的中 （7－8） 4185（11番人気）
馬連票数 計 448584 的中 �� 11507（12番人気）
馬単票数 計 228529 的中 �� 3669（18番人気）
ワイド票数 計 308702 的中 �� 6475（15番人気）�� 23713（2番人気）�� 4172（19番人気）
3連複票数 計 615617 的中 ��� 7425（19番人気）
3連単票数 計 742275 的中 ��� 1770（94番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．9―12．7―12．8―12．8―12．8―13．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．7―49．4―1：02．2―1：15．0―1：27．8―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．7
1
3
11，13，9（3，12）（6，4）15（1，2）（5，14）（7，8，10）・（11，13）9－（4，12）（6，2，15）10（1，7）5－（3，8）14

2
4

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

クレッセントムーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．7．7 中京8着

2016．2．2生 牡2栗 母 スカイクレイバー 母母 ファニングザフレイム 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインパーチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月27日まで平地競

走に出走できない。

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８日



2808710月27日 晴 稍重 （30京都4）第8日 第3競走 ��1，400�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
1：20．5
1：20．3

良
良

713 コルデトゥリーニ 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 436－ 41：23．0 2．1�
46 グッドレイズ 牡2栗 55 松山 弘平杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 山岡牧場 476－ 21：23．32 6．2�
814 ブールバール 牝2鹿 54 酒井 学寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：23．72� 13．8�
815 ソルトイブキ 牡2黒鹿55 四位 洋文杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 476－ 21：24．12 114．6�
610 エイトマイル 牡2芦 55 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 476－ 4 〃 クビ 55．2	
611 スズカルージュ 牝2栗 54 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 476± 0 〃 ハナ 218．3

23 ユンゲンハフト 牝2鹿 54 池添 謙一藤田 好紀氏 西村 真幸 浦河 杵臼牧場 452－ 4 〃 アタマ 14．4�
59 ジュンユウコー 牝2鹿 54 小崎 綾也河合 純二氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 406＋ 21：24．2� 430．5�
712 ダンツキャッスル 牡2鹿 55 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 478＋ 41：24．51� 23．6
22 ビップサタン 牡2鹿 55 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 448－ 81：24．71� 226．2�
47 スワローテイルジグ 牝2黒鹿54 荻野 琢真吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 450＋ 61：24．8クビ 30．8�
58 オーミサルーテ 牡2鹿 55 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 崎山 博樹 新冠 松木 加代 458± 0 〃 クビ 423．7�
11 ディアブルノワール 牝2黒鹿54 C．ルメール �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516＋101：25．01 3．6�
35 アンラッシュ 牝2黒鹿54 福永 祐一前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420－ 81：25．31� 60．9�
34 モグモグタイム 牝2栗 54 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450＋ 61：25．51� 202．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，910，400円 複勝： 40，054，700円 枠連： 14，258，400円
馬連： 53，083，800円 馬単： 28，652，200円 ワイド： 37，594，900円
3連複： 73，225，100円 3連単： 98，451，400円 計： 377，230，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 180円 � 230円 枠 連（4－7） 540円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 370円 �� 430円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 6，600円

票 数

単勝票数 計 319104 的中 � 127308（1番人気）
複勝票数 計 400547 的中 � 134066（1番人気）� 48575（3番人気）� 32630（5番人気）
枠連票数 計 142584 的中 （4－7） 20280（2番人気）
馬連票数 計 530838 的中 �� 61896（2番人気）
馬単票数 計 286522 的中 �� 20682（3番人気）
ワイド票数 計 375949 的中 �� 27522（3番人気）�� 22908（5番人気）�� 11134（9番人気）
3連複票数 計 732251 的中 ��� 27030（6番人気）
3連単票数 計 984514 的中 ��� 10812（16番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．2―12．2―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．1―47．3―59．5―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コルデトゥリーニ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 High Chaparral デビュー 2018．10．8 京都2着

2016．1．26生 牝2鹿 母 ジプシーハイウェイ 母母 Rose Gypsy 2戦1勝 賞金 7，800，000円

2808810月27日 晴 稍重 （30京都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

714� ポンペイワーム 牡2栗 55 C．ルメール 吉田 和美氏 石坂 正 米 Spendthrift
Farm LLC 490 ―1：13．8 3．4�

510 メイショウゼッケイ 牝2栗 54 荻野 琢真松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 414 ―1：14．11� 23．1�
816 メイショウカササギ 牝2鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 460 ―1：14．31	 7．5�
11 ダイメイコスモス 牡2栗 55 松山 弘平宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 470 ―1：14．83 20．8�
612 トウケイクレナイ 牝2黒鹿54 酒井 学木村 信彦氏 飯田 祐史 浦河 谷川牧場 478 ―1：14．9	 12．3�
36 テイエムダイリン 牝2鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 466 ―1：15．43 3．8�
35 � ユ ニ キ ャ ラ 牝2鹿 54 福永 祐一岡 浩二氏 中竹 和也 米 Claiborne

Farm 484 ―1：15．5	 4．5	
（ユニークキャラ）

24 ユ ラ ニ ュ ス 牝2青鹿54 古川 吉洋永見 貴昭氏 土田 稔 新ひだか 泊 寿幸 430 ―1：15．92	 134．8

23 ベルガモット 牡2鹿 55 国分 優作山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前谷 武志 426 ― 〃 クビ 154．4�
12 � ラコンコルド 牝2鹿 54 幸 英明栗山 学氏 
島 一歩 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 446 ― 〃 ハナ 40．8�
815 テイエムメデタシ 牝2青鹿54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 日高テイエム

牧場株式会社 418 ―1：16．0	 276．2
611 アイファーレーザー 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人中島 稔氏 崎山 博樹 新冠 川上 悦夫 442 ―1：16．74 453．9�
713 ウインガナッシュ 牡2黒鹿55 高倉 稜�ウイン 西園 正都 新ひだか 水丸牧場 498 ―1：17．44 206．8�
47 ミエルミエーレ 牝2鹿 54 池添 謙一�KTレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 462 ―1：18．14 27．4�
48 メイショウアクセレ 牝2黒鹿54 田中 健松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 468 ―1：19．27 78．3�
59 マ ジ パ ン 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希�ミルファーム 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 384 ―1：20．810 251．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，575，500円 複勝： 28，403，800円 枠連： 13，415，300円
馬連： 39，182，700円 馬単： 19，788，000円 ワイド： 27，981，700円
3連複： 53，664，200円 3連単： 60，290，700円 計： 271，301，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 350円 � 200円 枠 連（5－7） 4，010円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 6，040円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 750円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 6，730円 3 連 単 ��� 36，880円

票 数

単勝票数 計 285755 的中 � 71293（1番人気）
複勝票数 計 284038 的中 � 49304（2番人気）� 17371（7番人気）� 38135（4番人気）
枠連票数 計 134153 的中 （5－7） 2592（13番人気）
馬連票数 計 391827 的中 �� 8180（17番人気）
馬単票数 計 197880 的中 �� 2457（24番人気）
ワイド票数 計 279817 的中 �� 6062（17番人気）�� 9853（6番人気）�� 6861（12番人気）
3連複票数 計 536642 的中 ��� 5972（24番人気）
3連単票数 計 602907 的中 ��� 1185（126番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―12．4―12．3―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―25．0―37．4―49．7―1：01．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ポンペイワーム �
�
父 Itsmyluckyday �

�
母父 Adcat 初出走

2016．3．16生 牡2栗 母 Briecat 母母 Silk Briefcase 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウアクセレ号・マジパン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月

27日まで平地競走に出走できない。
※マジパン号・メイショウゼッケイ号・ユラニュス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2808910月27日 晴 稍重 （30京都4）第8日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．8
1：59．8

良
良

22 アックアアルタ 牝2青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 452 ―2：05．1 2．2�
88 ミトノマルーン 牡2黒鹿55 幸 英明ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 486 ―2：05．31� 15．0�
55 サトノライジン 牡2黒鹿55 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502 ―2：05．62 2．7�
66 カズマークセン 牡2鹿 55 福永 祐一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 追分ファーム 502 ― 〃 ハナ 4．5�
77 レイズアフラッグ 牡2栗 55 松山 弘平�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504 ―2：06．02� 27．0	
89 ショウナンパルコ 牝2栗 54 松若 風馬国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 B454 ―2：06．32 168．5

11 ロードボヌール 牡2青鹿55 酒井 学 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 480 ―2：07．57 174．1�
44 ユーバーファル 牡2芦 55 太宰 啓介畑佐 博氏 石橋 守 浦河 中神牧場 516 ―2：09．2大差 95．0�
33 ク レ イ ヴ 牡2黒鹿55 小崎 綾也水上 行雄氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498 ―2：09．52 29．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 35，372，400円 複勝： 36，257，400円 枠連： 7，440，900円
馬連： 38，110，000円 馬単： 26，372，400円 ワイド： 24，214，800円
3連複： 46，613，000円 3連単： 111，056，700円 計： 325，437，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 110円 枠 連（2－8） 1，350円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 320円 �� 130円 �� 330円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 5，270円

票 数

単勝票数 計 353724 的中 � 132954（1番人気）
複勝票数 計 362574 的中 � 130670（2番人気）� 22560（4番人気）� 138022（1番人気）
枠連票数 計 74409 的中 （2－8） 4269（4番人気）
馬連票数 計 381100 的中 �� 21003（4番人気）
馬単票数 計 263724 的中 �� 10225（7番人気）
ワイド票数 計 242148 的中 �� 15334（4番人気）�� 66126（1番人気）�� 14514（5番人気）
3連複票数 計 466130 的中 ��� 46354（2番人気）
3連単票数 計1110567 的中 ��� 15278（16番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．0―13．3―13．2―12．8―12．3―12．0―12．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―37．4―50．7―1：03．9―1：16．7―1：29．0―1：41．0―1：53．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1
1
3
9－8，5（3，7）4（2，6）－1
9，5，7，8（4，6）（3，2）－1

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

勝馬の
紹 介

アックアアルタ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2016．3．16生 牝2青鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2809010月27日 晴 稍重 （30京都4）第8日 第6競走 ��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

811 メイショウテムズ 牡4栗 57 幸 英明松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 496－ 41：58．6 3．4�
11 サマーサプライズ 牡4鹿 57 松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 490＋ 61：59．13 8．6�
33 ウォーターマーズ �4芦 57 和田 竜二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 B522－ 21：59．84 3．8�
710 クリノカポネ �3鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 2 〃 アタマ 68．6�
812 マイネルブロッケン 牡4青鹿57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B438＋ 8 〃 アタマ 3．3�
68 エクスパートラン 牡3青鹿55 藤懸 貴志	キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 456－ 22：00．33 48．8

44 ミトノブラック 牡3青鹿55 松山 弘平ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466＋ 62：00．4� 56．2�
67 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 B474＋ 82：00．5クビ 125．2�
56 ブルベアラクーン 牡4栗 57 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 B548＋ 22：00．92� 91．0
55 マイヨヴェール 牡3鹿 55 太宰 啓介	ヤナガワ牧場 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 536＋ 22：01．96 18．9�
22 サザンブリーズ 牡4鹿 57 福永 祐一林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 520＋ 82：02．21� 6．2�
79 エ ペ ル ネ 牝3鹿 53 秋山真一郎	下河辺牧場 松田 国英 日高 下河辺牧場 466－ 42：10．6大差 165．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，862，900円 複勝： 34，604，900円 枠連： 14，031，500円
馬連： 49，200，900円 馬単： 24，457，800円 ワイド： 33，961，000円
3連複： 66，123，300円 3連単： 90，840，300円 計： 341，082，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 210円 � 130円 枠 連（1－8） 770円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 500円 �� 280円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 9，260円

票 数

単勝票数 計 278629 的中 � 63836（2番人気）
複勝票数 計 346049 的中 � 73781（2番人気）� 33189（5番人気）� 74256（1番人気）
枠連票数 計 140315 的中 （1－8） 14059（4番人気）
馬連票数 計 492009 的中 �� 25796（8番人気）
馬単票数 計 244578 的中 �� 7278（12番人気）
ワイド票数 計 339610 的中 �� 16381（8番人気）�� 33904（2番人気）�� 16900（7番人気）
3連複票数 計 661233 的中 ��� 31622（6番人気）
3連単票数 計 908403 的中 ��� 7105（30番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．0―29．2―41．8―54．9―1：08．1―1：20．9―1：33．5―1：46．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウテムズ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．10．22 京都1着

2014．3．8生 牡4栗 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 10戦3勝 賞金 34，685，000円
〔発走状況〕 サザンブリーズ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔その他〕 エペルネ号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯不全断裂〕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。



2809110月27日 晴 良 （30京都4）第8日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分 （芝・右・外）

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
1：31．3
1：30．7

良
良

612 インスピレーション 牡3黒鹿55 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 480＋101：34．8 64．9�
24 ロクセラーナ 牝3鹿 53 M．デムーロ近藤 英子氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 クビ 3．9�
816 スラッシュメタル 牡3鹿 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 440－ 21：34．9クビ 5．0�
510 グ リ エ ル マ 牝3鹿 53 小崎 綾也小川眞査雄氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 448＋ 81：35．0� 75．5�
12 スターリーステージ 牝3鹿 53 川田 将雅吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468＋121：35．21� 8．2�
47 スズカメジャー 牡4鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492＋ 21：35．3� 8．7�
817 フェスタマドンナ 牝3鹿 53 福永 祐一服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 492－ 21：35．4� 41．4	
818 ウォーターパルフェ 牡3鹿 55 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 482＋101：35．5� 60．8

714 ダンツクレイオー 牝3鹿 53 国分 優作山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 アタマ 134．4�
23 ヤマニンペダラーダ 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 466＋ 4 〃 ハナ 14．3�
715 プリンセスルーラー 牝4黒鹿55 松山 弘平大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 	川 啓一 478－ 6 〃 ハナ 7．0
713 メイショウサンアイ 牝3鹿 53 四位 洋文松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 472－ 2 〃 ハナ 55．2�
59 メイショウツバキ 牝3黒鹿53 小牧 太松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 458＋ 81：35．6クビ 59．1�
48 アプルーヴァル 牡3鹿 55 和田 竜二近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 510＋10 〃 クビ 25．4�
35 コンパウンダー 牡3黒鹿55 秋山真一郎ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 8 〃 ハナ 68．6�
11 トウカイオルデン 牡3鹿 55 池添 謙一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 484＋ 41：36．66 5．7�
36 
 ディアパリス �4鹿 57 幸 英明ディアレストクラブ� 鈴木 孝志 浦河 小島牧場 444－ 21：37．23� 375．4�
611 シゲルホウレンソウ 牡3栗 55 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 494± 01：38．58 116．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，342，200円 複勝： 62，473，100円 枠連： 22，867，800円
馬連： 75，659，900円 馬単： 31，080，700円 ワイド： 57，728，800円
3連複： 114，280，000円 3連単： 115，350，400円 計： 517，782，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，490円 複 勝 � 1，220円 � 190円 � 200円 枠 連（2－6） 6，820円

馬 連 �� 15，840円 馬 単 �� 49，590円

ワ イ ド �� 5，100円 �� 5，600円 �� 420円

3 連 複 ��� 22，170円 3 連 単 ��� 274，190円

票 数

単勝票数 計 383422 的中 � 4724（13番人気）
複勝票数 計 624731 的中 � 9891（13番人気）� 100507（1番人気）� 88450（3番人気）
枠連票数 計 228678 的中 （2－6） 2596（19番人気）
馬連票数 計 756599 的中 �� 3701（40番人気）
馬単票数 計 310807 的中 �� 470（120番人気）
ワイド票数 計 577288 的中 �� 2735（46番人気）�� 2489（54番人気）�� 39493（1番人気）
3連複票数 計1142800 的中 ��� 3865（62番人気）
3連単票数 計1153504 的中 ��� 305（773番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―12．0―11．9―12．1―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．3―47．3―59．2―1：11．3―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．6
3 2，11（1，14）（8，18）17（5，13，16）（7，15）（3，12）4（6，10）9 4 2，11（1，14）18（8，17）16，5（13，4）（7，15）（3，12）（10，9）6

勝馬の
紹 介

インスピレーション �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．10．22 京都8着

2015．4．25生 牡3黒鹿 母 サラトガヴィーナス 母母 レディダンジグ 8戦2勝 賞金 18，900，000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 サラザン号

2809210月27日 晴 良 （30京都4）第8日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時55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
1：20．3

重
不良

36 ニホンピロタイド 牡3青鹿55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 498＋ 61：24．6 4．3�
612 タマモカトレア 牝3鹿 53 松山 弘平タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 480＋ 21：24．91� 9．2�
510 ヤマニンレジスタ 牡3栗 55 太宰 啓介土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 500± 01：25．0� 31．2�
35 タガノリアン 牝4鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 61：25．21	 26．3�
816
 ヒップホップスワン 牝4栗 55 福永 祐一吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 514－ 21：25．3クビ 4．8�
23 デロングスター 牝4栗 55 川田 将雅 	社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 468＋ 81：25．4� 7．0

47 ナムラムツゴロー 牡3栗 55 �島 良太奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 490＋ 31：25．5� 129．9�
24  マ リ ナ ー �4栗 57 秋山真一郎前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋101：25．6� 158．9�
12 スズカモナミ 牝4鹿 55 松若 風馬永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 436＋ 41：25．7� 26．8
48 ワンパーセント 牡5栗 57 四位 洋文島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 81：25．8� 72．2�
714 ロードヴォルケーノ 牡7鹿 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 486± 0 〃 クビ 70．7�
713 サ ン キ ュ ー 牡5栗 57 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 520＋ 41：25．9� 4．2�
59 ロゼッタストーン 牡9鹿 57 国分 恭介太田珠々子氏 森田 直行 日高 天羽牧場 482＋141：26．0� 364．3�
11  ニホンピロメリーナ 牝4栗 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 466＋ 21：26．53 250．6�
611 タイセイアベニール 牡3鹿 55 C．ルメール 田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 474＋221：26．92� 5．9�
815 リリーウイナー 牡6鹿 57 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 506－161：28．6大差 463．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，263，900円 複勝： 64，874，700円 枠連： 19，416，000円
馬連： 86，646，000円 馬単： 32，740，000円 ワイド： 58，709，600円
3連複： 113，359，700円 3連単： 126，161，000円 計： 544，170，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 290円 � 920円 枠 連（3－6） 910円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，930円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 13，160円 3 連 単 ��� 56，460円

票 数

単勝票数 計 422639 的中 � 77052（2番人気）
複勝票数 計 648747 的中 � 111662（2番人気）� 57838（6番人気）� 14585（9番人気）
枠連票数 計 194160 的中 （3－6） 16409（4番人気）
馬連票数 計 866460 的中 �� 39972（7番人気）
馬単票数 計 327400 的中 �� 7944（15番人気）
ワイド票数 計 587096 的中 �� 23856（7番人気）�� 7683（20番人気）�� 4176（34番人気）
3連複票数 計1133597 的中 ��� 6458（42番人気）
3連単票数 計1261610 的中 ��� 1620（189番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―12．2―11．9―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．8―48．0―59．9―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロタイド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スニッツェル デビュー 2018．1．14 京都1着

2015．4．9生 牡3青鹿 母 ニホンピロヴィータ 母母 ニホンピロタイラ 8戦3勝 賞金 32，722，000円



2809310月27日 晴 良 （30京都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，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．6

良
良

11 サートゥルナーリア 牡2黒鹿55 M．デムーロ �キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 488± 01：49．6 1．2�
22 ジャミールフエルテ 牡2鹿 55 C．ルメール �KTレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 458＋101：49．91	 4．3�
77 セグレドスペリオル 牡2鹿 55 池添 謙一名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 462± 01：50．32
 47．1�
44 クオンタムシフト 牡2鹿 55 和田 竜二 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 496＋ 4 〃 クビ 22．6�
55 ア カ ネ サ ス 牝2鹿 54 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 484－ 61：50．4	 51．5	
66 ル モ ン ド 牡2鹿 55 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 454－ 21：50．82
 7．6

88 パーティーアニマル 牡2鹿 55 国分 優作田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 438＋ 41：51．43
 420．8�

（7頭）
33 ブレイキングドーン 牡2黒鹿55 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 488＋18 （競走除外）

売 得 金
単勝： 70，469，000円 複勝： 144，983，900円 枠連： 発売なし
馬連： 59，852，600円 馬単： 44，810，300円 ワイド： 38，858，900円
3連複： 46，508，700円 3連単： 159，685，400円 計： 565，168，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 100円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 210円

ワ イ ド �� 120円 �� 470円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 2，470円

票 数

単勝票数 差引計 704690（返還計 80857） 的中 � 438414（1番人気）
複勝票数 差引計1449839（返還計 67625） 的中 � 1148770（1番人気）� 135633（2番人気）� 20697（5番人気）
馬連票数 差引計 598526（返還計247459） 的中 �� 257797（1番人気）
馬単票数 差引計 448103（返還計170746） 的中 �� 154156（1番人気）
ワイド票数 差引計 388589（返還計113136） 的中 �� 134589（1番人気）�� 15119（7番人気）�� 7289（10番人気）
3連複票数 差引計 465087（返還計429589） 的中 ��� 27696（4番人気）
3連単票数 差引計1596854（返還計1452221） 的中 ��� 46758（9番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―11．8―12．2―12．8―12．5―12．4―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―36．6―48．8―1：01．6―1：14．1―1：26．5―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．5
3 5，6（1，7）4，2－8 4 5（6，7）（1，4）－2，8

勝馬の
紹 介

サートゥルナーリア �

父 ロードカナロア �


母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．10 阪神1着

2016．3．21生 牡2黒鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 2戦2勝 賞金 23，175，000円
〔競走除外〕 ブレイキングドーン号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻2分遅延。

2809410月27日 晴 良 （30京都4）第8日 第10競走 ��
��2，400�

こ と

古都ステークス
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54�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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

33 アドマイヤエイカン 牡5鹿 57 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506± 02：29．0 2．5�
11 シュペルミエール 牡5栗 57 池添 謙一 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 4 〃 ハナ 6．3�
66 サトノケンシロウ 牡5黒鹿57 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 ハナ 3．5�
77 グローブシアター 牡4黒鹿57 M．デムーロ �キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 448± 02：29．21 2．8�

88 ララエクラテール 牡6鹿 57 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B428－ 62：29．41� 25．4	
（法942）

55 スズカルパン 牡9鹿 57 幸 英明永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 474± 02：29．72 57．1

22 マイネルカレッツァ 牡6黒鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 508－ 22：29．8	 116．5�
44 コウエイワンマン 牡7黒鹿57 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 538－ 42：30．43
 145．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 52，952，100円 複勝： 47，354，000円 枠連： 発売なし
馬連： 90，410，500円 馬単： 50，240，500円 ワイド： 43，892，500円
3連複： 97，244，900円 3連単： 251，792，800円 計： 633，887，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 310円 �� 180円 �� 300円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 4，730円

票 数

単勝票数 計 529521 的中 � 163959（1番人気）
複勝票数 計 473540 的中 � 156941（1番人気）� 54737（4番人気）� 100306（3番人気）
馬連票数 計 904105 的中 �� 70961（5番人気）
馬単票数 計 502405 的中 �� 20859（8番人気）
ワイド票数 計 438925 的中 �� 32833（5番人気）�� 70789（3番人気）�� 33831（4番人気）
3連複票数 計 972449 的中 ��� 91509（3番人気）
3連単票数 計2517928 的中 ��� 38585（19番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．2―13．3―12．9―12．9―12．8―12．4―12．1―12．2―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．3―37．5―50．8―1：03．7―1：16．6―1：29．4―1：41．8―1：53．9―2：06．1―2：17．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤエイカン 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．19 函館1着

2013．3．21生 牡5鹿 母 ペルヴィアンリリー 母母 ラスティックベル 16戦4勝 賞金 119，953，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2809510月27日 晴 良 （30京都4）第8日 第11競走 ��
��1，400�第61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，29．10．28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，29．10．27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 798，000円 228，000円 114，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

78 ロードクエスト 牡5鹿 56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 458－ 21：21．5 5．6�
810� モズアスコット 牡4栗 58 C．ルメール �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer

Wind Farm 492＋10 〃 ハナ 1．3�
55 グァンチャーレ 牡6青鹿56 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 466－ 61：21．6	 38．7�
33 ベステンダンク 牡6栗 56 川田 将雅市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 514＋ 6 〃 クビ 13．9�
811 コウエイタケル 牡7鹿 56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 504＋ 21：22．23	 70．9�
44 デアレガーロ 牝4鹿 54 福永 祐一 	サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 454－ 8 〃 ハナ 21．9

66 レーヌミノル 牝4栗 54 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 492＋12 〃 ハナ 12．4�
67 キングハート 牡5鹿 56 小崎 綾也増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 500＋ 21：22．51
 63．9�
11 ドルチャーリオ 牡5栗 56 池添 謙一ゴドルフィン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 61：22．82 154．6
22 サフランハート 牡5鹿 56 幸 英明海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 456＋ 4 〃 クビ 27．3�
79 � ヒルノデイバロー 牡7黒鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット 512＋101：22．9	 32．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 110，345，000円 複勝： 415，419，900円 枠連： 41，957，400円
馬連： 322，825，900円 馬単： 202，756，000円 ワイド： 210，399，700円
3連複： 506，105，700円 3連単： 1，142，558，600円 計： 2，952，368，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 130円 � 110円 � 300円 枠 連（7－8） 280円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，210円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 9，820円

票 数

単勝票数 計1103450 的中 � 155049（2番人気）
複勝票数 計4154199 的中 � 252354（2番人気）� 3286073（1番人気）� 65888（8番人気）
枠連票数 計 419574 的中 （7－8） 115216（1番人気）
馬連票数 計3228259 的中 �� 775118（1番人気）
馬単票数 計2027560 的中 �� 138718（5番人気）
ワイド票数 計2103997 的中 �� 392278（1番人気）�� 35778（14番人気）�� 99215（7番人気）
3連複票数 計5061057 的中 ��� 215054（5番人気）
3連単票数 計11425586 的中 ��� 84295（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．7―46．0―57．9―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードクエスト �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2015．6．7 東京1着

2013．3．6生 牡5鹿 母 マツリダワルツ 母母 ユキノワルツ 21戦4勝 賞金 243，544，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりロードクエスト号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

2809610月27日 晴 良 （30京都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 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

69 エ イ コ ー ン 牡3鹿 55 福永 祐一西森 鶴氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 464＋ 21：51．4 2．7�
58 � アポロテネシー 牡3鹿 55 松若 風馬アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

514＋ 41：51．61	 16．3�
57 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 458＋ 61：51．7クビ 9．2�
45 サトノプライム 牡4鹿 57 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 6 〃 アタマ 6．1�
22 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 470＋ 2 〃 クビ 36．4�
46 � アンナペレンナ 牝5芦 55 酒井 学中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 514＋ 41：51．8クビ 67．1	
610 テイエムチェロキー 牡4鹿 57 C．ルメール 竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 480－ 41：51．9
 4．3

813 フィールドセンス 牡4鹿 57 M．デムーロ前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 532＋ 81：52．0クビ 5．3�
711 クリノフウジン 牡4栗 57 和田 竜二栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 488－14 〃 アタマ 36．7�
814 スーパーライナー 牡5鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490＋ 61：52．31
 266．9
11 ヒ ダ ロ マ ン 牝5黒鹿55 太宰 啓介日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 500－ 41：52．4	 239．3�
33 アロマティカス 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B458± 0 〃 ハナ 330．1�
712 ボンナヴァン 牡5鹿 57 秋山真一郎吉田 晴哉氏 武 幸四郎 安平 追分ファーム 530＋ 61：52．5クビ 280．4�
34 � フィールシュパース 牡3栗 55 国分 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Sierra Farm 550＋10 〃 アタマ 18．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 63，598，700円 複勝： 76，241，500円 枠連： 31，315，700円
馬連： 130，686，800円 馬単： 56，969，200円 ワイド： 82，084，500円
3連複： 182，618，800円 3連単： 249，997，800円 計： 873，513，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 300円 � 170円 枠 連（5－6） 380円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 740円 �� 350円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 10，500円

票 数

単勝票数 計 635987 的中 � 186218（1番人気）
複勝票数 計 762415 的中 � 169439（1番人気）� 51194（6番人気）� 114892（3番人気）
枠連票数 計 313157 的中 （5－6） 63482（1番人気）
馬連票数 計1306868 的中 �� 64231（6番人気）
馬単票数 計 569692 的中 �� 15747（10番人気）
ワイド票数 計 820845 的中 �� 27662（11番人気）�� 65528（1番人気）�� 15388（13番人気）
3連複票数 計1826188 的中 ��� 48953（9番人気）
3連単票数 計2499978 的中 ��� 17254（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―36．0―48．7―1：01．5―1：14．1―1：26．6―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

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 19戦3勝 賞金 40，450，000円
〔発走状況〕 サトノプライム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



（30京都4）第8日 10月27日（土曜日） 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 155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

301，670，000円
7，600，000円
25，130，000円
1，660，000円
34，810，000円
63，883，500円
4，217，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
553，152，400円
1，050，694，600円
188，346，000円
1，036，309，700円
568，591，800円
682，351，900円
1，426，883，300円
2，585，642，800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 8，091，972，500円

総入場人員 18，747名 （有料入場人員 17，633名）
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