
2802510月17日 雨 稍重 （2京都4） 第3日 第1競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時05分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：51．0
1：50．9

重
不良

55 スウィープザボード 牡2芦 55 川須 栄彦杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 454± 01：52．6 2．4�
89 レディアリエス 牝2鹿 54 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 474－ 61：53．77 6．3�
22 � レディマーシー 牝2鹿 54 秋山真一郎松本 俊廣氏 北出 成人 米 Toshihiro

Matsumoto 466± 01：55．310 5．4�
66 タガノタイリン 牝2鹿 54 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 490＋ 41：55．4� 9．1�
77 ア ミ ス タ 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 472－ 61：55．6	 59．3�
44 クライマックス 牡2栗 55 酒井 学 �吉澤ホールディングス 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 472＋ 21：55．7	 32．9	
78 ミエノピュア 牡2黒鹿55 太宰 啓介里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 484＋101：56．65 111．0

11 サルバトーレミノル 牡2芦 55

52 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 浦河 辻 牧場 528－ 21：57．55 5．6�
33 アイファーライオン 牡2栃栗 55

54 ☆団野 大成中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 478＋121：57．92� 136．1�
810 ウォーターイグアス 牡2鹿 55 松若 風馬山岡 正人氏 石橋 守 日高 白井牧場 502＋ 61：58．43 11．6
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売 得 金
単勝： 29，756，000円 複勝： 33，337，000円 枠連： 7，148，100円
馬連： 42，141，900円 馬単： 24，242，500円 ワイド： 33，502，400円
3連複： 62，167，900円 3連単： 88，839，400円 計： 321，135，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（5－8） 480円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 300円 �� 300円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 4，160円

票 数

単勝票数 計 297560 的中 � 102785（1番人気）
複勝票数 計 333370 的中 � 97401（1番人気）� 46940（4番人気）� 48812（3番人気）
枠連票数 計 71481 的中 （5－8） 11321（1番人気）
馬連票数 計 421419 的中 �� 42754（3番人気）
馬単票数 計 242425 的中 �� 13229（4番人気）
ワイド票数 計 335024 的中 �� 29278（3番人気）�� 29423（2番人気）�� 14943（8番人気）
3連複票数 計 621679 的中 ��� 44687（3番人気）
3連単票数 計 888394 的中 ��� 15480（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．6―49．8―1：02．7―1：14．9―1：27．1―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スウィープザボード �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2020．8．16 小倉11着

2018．5．7生 牡2芦 母 スギノブロッサム 母母 ブライアンズビット 4戦1勝 賞金 7，610，000円
〔発走状況〕 サルバトーレミノル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 レディマーシー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーライオン号・ウォーターイグアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年11月17日まで平地競走に出走できない。

2802610月17日 雨 稍重 （2京都4） 第3日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

55 ルージュグラース 牝2鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432± 01：37．1 3．1�
11 ヘネラルカレーラ 牝2鹿 54 池添 謙一�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 466＋ 61：37．31� 3．1�
56 ス ン リ 牝2鹿 54 藤岡 佑介白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B462＋ 21：37．62 17．7�
44 メイショウホシアイ 牝2栗 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 468± 01：37．81 16．5�
79 センショウライツ 牝2栗 54 秋山真一郎川勝 裕之氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 462－ 4 〃 クビ 8．3�
22 カワカミカリーナ 牝2青鹿54 石川裕紀人 	三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 468－ 61：38．01� 45．5

811 アースフレア 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成 	フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 21：38．21 66．4�
710 リ ナ ー シ ェ 牝2鹿 54 小牧 太広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 414± 01：38．41� 32．6�
812 マ ヤ ロ ー ザ 牝2栗 54 和田 翼	まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 436－ 61：38．72 309．2
68 ネロリビガラード 牝2栗 54 国分 優作西森 功氏 吉田 直弘 新ひだか 今 牧場 430＋ 41：39．97 22．7�
67 リ ー ベ 牝2栗 54 高倉 稜薪浦 亨氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 468－101：40．53� 17．2�
33 スマートパサート 牝2鹿 54 藤岡 康太大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 桑田牧場 484＋ 61：42．3大差 6．6�
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売 得 金
単勝： 35，663，700円 複勝： 42，639，800円 枠連： 7，329，400円
馬連： 48，662，500円 馬単： 23，502，400円 ワイド： 44，352，800円
3連複： 73，028，600円 3連単： 92，657，800円 計： 367，837，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 120円 � 250円 枠 連（1－5） 390円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，110円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 9，940円

票 数

単勝票数 計 356637 的中 � 94876（1番人気）
複勝票数 計 426398 的中 � 98074（2番人気）� 106269（1番人気）� 28979（5番人気）
枠連票数 計 73294 的中 （1－5） 14381（1番人気）
馬連票数 計 486625 的中 �� 88480（1番人気）
馬単票数 計 235024 的中 �� 19597（2番人気）
ワイド票数 計 443528 的中 �� 62298（1番人気）�� 8769（15番人気）�� 20453（5番人気）
3連複票数 計 730286 的中 ��� 18247（7番人気）
3連単票数 計 926578 的中 ��� 6758（19番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．7―12．3―12．4―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．9―47．6―59．9―1：12．3―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルージュグラース �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．9．27 中京4着

2018．3．16生 牝2鹿 母 レッドジゼル 母母 スタイルリスティック 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートパサート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月17日まで平地競

走に出走できない。

第４回 京都競馬 第３日
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



2802710月17日 雨 稍重 （2京都4） 第3日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時05分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：58．9

良
良

11 スタッドリー 牡2鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510± 02：03．9 15．7�

66 セファーラジエル 牡2鹿 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 508＋ 82：04．11� 3．9�
44 ショウナンアレス 牡2鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 514± 02：04．73� 2．4�
22 コスモホクシン 牡2鹿 55 国分 優作 �ビッグレッドファーム 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 8 〃 クビ 16．0�
55 ランスオブアース 牝2青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 82：05．44 24．4�
67 カフジアスール 牡2鹿 55

54 ☆団野 大成加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 462± 02：05．5� 59．3	
33 ロードラスター 牡2青鹿55 川須 栄彦 
ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 82：06．24 21．8�
811 マコトオテギネ 牝2黒鹿54 酒井 学
ディアマント �島 一歩 浦河 辻 牧場 400＋ 22：07．26 245．6�
78 ダッシュダクラウン 牡2青鹿 55

54 ☆富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 458－ 22：07．83� 311．2
79 メ イ セ キ ム 牝2鹿 54 藤岡 康太青山 洋一氏 平田 修 安平 追分ファーム 428＋102：08．22� 3．5�
810 マーシャルロー 牝2鹿 54 石川裕紀人 Him Rock Racing

ホールディングス
 西浦 勝一 日高 タバタファーム 394＋ 42：12．4大差 393．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 38，444，300円 複勝： 41，183，300円 枠連： 6，007，800円
馬連： 43，050，600円 馬単： 22，787，100円 ワイド： 36，601，900円
3連複： 63，070，700円 3連単： 90，853，900円 計： 341，999，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 220円 � 140円 � 110円 枠 連（1－6） 2，290円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 710円 �� 380円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 13，840円

票 数

単勝票数 計 384443 的中 � 20701（4番人気）
複勝票数 計 411833 的中 � 31749（5番人気）� 76677（2番人気）� 129150（1番人気）
枠連票数 計 60078 的中 （1－6） 2026（9番人気）
馬連票数 計 430506 的中 �� 13642（8番人気）
馬単票数 計 227871 的中 �� 2911（20番人気）
ワイド票数 計 366019 的中 �� 11444（10番人気）�� 23564（4番人気）�� 48674（1番人気）
3連複票数 計 630707 的中 ��� 38196（2番人気）
3連単票数 計 908539 的中 ��� 4759（49番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．3―12．2―12．5―13．1―12．8―12．9―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．8―48．0―1：00．5―1：13．6―1：26．4―1：39．3―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スタッドリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．8．29 小倉9着

2018．4．28生 牡2鹿 母 ウインフロレゾン 母母 ブランシェリー 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーシャルロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月17日まで平地競

走に出走できない。

2802810月17日 雨 重 （2京都4） 第3日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．4
1：23．0

不良
重

47 ラッキーモー 牡2鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 432 ―1：25．1 3．7�
36 テーオーラターシュ 牝2鹿 54 石川裕紀人小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 468 ―1：25．2� 69．4�
12 ス テ ィ ク ス 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 484 ―1：25．41� 8．7�
35 サウンドパドマ 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 422 ―1：25．82 13．6�
24 スターオブスパーダ 牡2芦 55 城戸 義政光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 414 ―1：26．01� 65．0�
11 サンライズボルト 牡2鹿 55 秋山真一郎松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 464 ― 〃 ハナ 43．8	
714 スズカキンシャサ 牡2鹿 55 小崎 綾也永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 登別 ユートピア牧場 442 ―1：26．32 12．3

510 ミ ケ ー レ 牡2青鹿55 小牧 太村田 博司氏 飯田 祐史 むかわ 上水牧場 432 ―1：26．4クビ 44．6�
815 ヨシノイースター 牡2黒鹿55 川須 栄彦清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド 470 ―1：26．82� 9．3�
59 タガノハイセンス 牡2栗 55

52 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450 ―1：26．9� 134．0

612 ポップワール 牝2鹿 54
53 ☆団野 大成�三嶋牧場 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 484 ―1：27．11� 5．4�

713 スーパーフェイバー 牡2黒鹿55 国分 優作�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494 ―1：27．41� 59．2�

611 ゴイゴイスー 牡2鹿 55 松若 風馬山下 良子氏 中尾 秀正 浦河 村中牧場 486 ―1：27．5クビ 51．4�
816 ハローチュース 牡2鹿 55 岩田 康誠薪浦 亨氏 中竹 和也 新冠 松浦牧場 458 ―1：28．56 85．5�
48 ショウナンガニアン 牡2鹿 55 藤岡 康太国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 442 ―1：28．6� 5．4�
23 マラムレシュ 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 428 ―1：30．3大差 24．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，040，400円 複勝： 34，108，500円 枠連： 9，764，700円
馬連： 39，808，000円 馬単： 18，216，200円 ワイド： 35，460，200円
3連複： 59，857，500円 3連単： 63，935，600円 計： 290，191，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 1，100円 � 270円 枠 連（3－4） 1，500円

馬 連 �� 18，110円 馬 単 �� 19，050円

ワ イ ド �� 4，370円 �� 600円 �� 7，280円

3 連 複 ��� 37，560円 3 連 単 ��� 264，870円

票 数

単勝票数 計 290404 的中 � 66233（1番人気）
複勝票数 計 341085 的中 � 62197（1番人気）� 6253（10番人気）� 32231（5番人気）
枠連票数 計 97647 的中 （3－4） 5037（6番人気）
馬連票数 計 398080 的中 �� 1703（41番人気）
馬単票数 計 182162 的中 �� 717（61番人気）
ワイド票数 計 354602 的中 �� 2015（40番人気）�� 16381（4番人気）�� 1201（62番人気）
3連複票数 計 598575 的中 ��� 1195（105番人気）
3連単票数 計 639356 的中 ��� 175（708番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．7―11．9―12．1―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―34．9―46．8―58．9―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．3
3 ・（2，5，14）（4，3，8）11（7，12）－15－6＝（1，9）16－10－13 4 ・（2，5）14，4（7，8）11（6，12）（3，15）－9，1－10，16－13

勝馬の
紹 介

ラッキーモー �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Bernstein 初出走

2018．1．25生 牡2鹿 母 ラッキートゥビーミー 母母 Belle Erzulie 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 スーパーフェイバー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マラムレシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月17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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 サステナブル号・シゲルセキニンシャ号・ジュドヴァーグ号・ショコラルビー号・フロストエッジ号・

ホッコーハナミチ号・メイショウマントル号・ヤマニンフラクタル号



2802910月17日 雨 重 （2京都4） 第3日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右・外）

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
1：45．9
1：44．5

良
良

812 ニホンピロマリブ 牡2鹿 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 458 ―1：51．3 17．6�
79 フレイミングサン 牝2栗 54 藤岡 佑介吉田 晴哉氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 428 ― 〃 クビ 2．5�
56 シゲルカイチョウ 牡2栗 55 松若 風馬森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 下屋敷牧場 460 ―1：52．04 11．2�
55 ノーブルキャニオン 牡2鹿 55 岩田 康誠吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 452 ―1：52．21� 9．8�
22 キ ゾ ク 牡2栗 55 池添 謙一西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 498 ―1：52．51� 28．5�

（ガナドルキゾク）

67 ハイボールコパ 牝2黒鹿 54
51 ▲泉谷 楓真小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 むかわ 市川牧場 450 ―1：52．71� 92．3�

710 ビューティーウェイ 牝2栗 54 藤岡 康太大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438 ―1：52．91� 7．9	
（アドマイヤアイ）

11 エムティーロゼッタ 牝2栗 54
53 ☆富田 暁丸山 輝城氏 武 英智 新冠 オリエント牧場 472 ―1：53．0� 41．1


68 パ フ ド ラ ム 牡2鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520 ―1：53．74 4．7�
33 ロフォーテン 牝2青鹿54 坂井 瑠星�下河辺牧場 吉岡 辰弥 日高 下河辺牧場 428 ― 〃 ハナ 8．6
44 セ イ カ リ ス 牡2黒鹿55 酒井 学金田 成基氏 加用 正 伊達 高橋農場 466 ―1：54．97 53．8�
811 メイショウヤマミチ 牡2鹿 55

54 ☆団野 大成松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 464 ―1：55．0� 149．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，849，100円 複勝： 34，735，900円 枠連： 9，253，000円
馬連： 39，284，900円 馬単： 18，810，600円 ワイド： 34，610，100円
3連複： 58，299，000円 3連単： 69，864，300円 計： 297，706，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 350円 � 140円 � 250円 枠 連（7－8） 1，440円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，650円 �� 390円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 45，790円

票 数

単勝票数 計 328491 的中 � 15765（7番人気）
複勝票数 計 347359 的中 � 20078（7番人気）� 87902（1番人気）� 32434（6番人気）
枠連票数 計 92530 的中 （7－8） 4969（6番人気）
馬連票数 計 392849 的中 �� 12837（8番人気）
馬単票数 計 188106 的中 �� 2552（19番人気）
ワイド票数 計 346101 的中 �� 11766（8番人気）�� 4977（22番人気）�� 24832（2番人気）
3連複票数 計 582990 的中 ��� 8677（15番人気）
3連単票数 計 698643 的中 ��� 1106（156番人気）

ハロンタイム 13．2―12．6―12．7―12．5―12．6―12．1―12．0―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．8―38．5―51．0―1：03．6―1：15．7―1：27．7―1：39．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロマリブ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2018．5．21生 牡2鹿 母 ニホンピロオーロラ 母母 ニホンピロビオラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2803010月17日 雨 重 （2京都4） 第3日 第6競走 ��
��1，900�3歳以上1勝クラス

発走12時55分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

88 � サ タ ー ン 牡4鹿 57 池添 謙一石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 490－ 21：57．4 2．5�
55 スズカハイライト 牡5鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 456＋ 21：57．5	 41．1�
11 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿55 森 一馬大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 480± 01：57．71	 3．8�
77 ラ デ ツ キ ー 牡4栗 57 小牧 太中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 498＋ 81：58．12	 4．2�
44 ハ ー シ ェ ル 牡4黒鹿57 岩田 康誠ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 41：58．52	 9．2�
33 オンワードセルフ 牡4鹿 57

56 ☆団野 大成樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B484＋ 11：58．81	 93．5�
66 ハイアーグレード 牝3栗 53 松若 風馬下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 458＋ 21：59．01
 57．9	
22 � ウイングルイーズ 牝6栗 55 水口 優也池田 實氏 服部 利之 浦河 三嶋牧場 506± 01：59．1	 275．8

89 ゴルトファルベン 牡3鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490± 01：59．41� 5．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，859，500円 複勝： 30，343，500円 枠連： 6，938，100円
馬連： 42，754，400円 馬単： 24，652，400円 ワイド： 31，932，500円
3連複： 56，914，500円 3連単： 112，284，400円 計： 335，679，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 410円 � 140円 枠 連（5－8） 4，500円

馬 連 �� 5，400円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 870円 �� 240円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 29，630円

票 数

単勝票数 計 298595 的中 � 93754（1番人気）
複勝票数 計 303435 的中 � 70082（2番人気）� 12592（6番人気）� 61688（3番人気）
枠連票数 計 69381 的中 （5－8） 1193（8番人気）
馬連票数 計 427544 的中 �� 6136（11番人気）
馬単票数 計 246524 的中 �� 3454（20番人気）
ワイド票数 計 319325 的中 �� 8505（11番人気）�� 40479（2番人気）�� 8152（12番人気）
3連複票数 計 569145 的中 ��� 12690（11番人気）
3連単票数 計1122844 的中 ��� 2747（80番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．5―30．2―42．8―55．4―1：07．8―1：19．9―1：32．0―1：44．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サ タ ー ン 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Galileo

2016．3．24生 牡4鹿 母 シャンロッサ 母母 Palacoona 3戦1勝 賞金 10，600，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ハイアーグレード号の騎手松若風馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）



2803110月17日 雨 重 （2京都4） 第3日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

23 メイショウハリオ 牡3栗 55 藤岡 康太松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 502＋ 21：23．3 5．1�
24 ティートラップ 牡3鹿 55 秋山真一郎深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 450＋ 4 〃 クビ 7．9�
11 トモジャアルマンド 牡3鹿 55 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 浦河 丸村村下

ファーム 500＋ 81：23．61� 10．5�
48 メイショウコミチ 牝4鹿 55 城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 460＋101：23．7� 174．2�
47 � エスケーアタランタ 牝4黒鹿55 竹之下智昭菅藤 宗一氏 木原 一良 森 笹川大晃牧場 478＋161：23．8� 44．4�
816 ダイメイコスモス 牡4栗 57 岩田 康誠宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 500＋ 4 〃 クビ 12．6�
713 ボルサリーノ 牡3鹿 55 松若 風馬草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋ 61：24．01	 20．3	
611 エターナリー 牡3栗 55 福永 祐一吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 448＋ 41：24．1� 2．2

714 シェアザモーメント 牡6鹿 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：24．2クビ 251．4�
815 マジックスピーチ 牡3黒鹿55 藤岡 佑介前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 470＋12 〃 同着 8．4
35 セントクリーガー 牝3鹿 53 太宰 啓介中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 498＋121：24．41	 27．2�
59 サウンドプリズム 牡3青鹿 55

54 ☆団野 大成増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 434－ 4 〃 クビ 152．8�
510 タガノキトピロ 牡3栗 55

52 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480＋14 〃 同着 45．5�

12 オーマイオーマイ 牡3鹿 55 池添 謙一�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 478＋ 8 〃 アタマ 28．5�
36 ア タ ミ 牡6黒鹿 57

56 ☆森 裕太朗副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 492＋101：24．61 131．4�
612 シゲルカセイ 牡3栗 55

54 ☆富田 暁森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478± 01：24．81 122．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，278，500円 複勝： 52，955，100円 枠連： 14，129，100円
馬連： 68，034，700円 馬単： 29，982，700円 ワイド： 62，309，700円
3連複： 103，412，900円 3連単： 108，515，900円 計： 486，618，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 270円 � 290円 枠 連（2－2） 1，890円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，460円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 8，190円 3 連 単 ��� 33，830円

票 数

単勝票数 計 472785 的中 � 73629（2番人気）
複勝票数 計 529551 的中 � 65974（2番人気）� 50302（4番人気）� 46406（6番人気）
枠連票数 計 141291 的中 （2－2） 5780（7番人気）
馬連票数 計 680347 的中 �� 41984（4番人気）
馬単票数 計 299827 的中 �� 9505（7番人気）
ワイド票数 計 623097 的中 �� 31608（3番人気）�� 10640（17番人気）�� 9305（20番人気）
3連複票数 計1034129 的中 ��� 9465（29番人気）
3連単票数 計1085159 的中 ��� 2325（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―46．8―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウハリオ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．4．5 阪神5着

2017．2．25生 牡3栗 母 メイショウオウヒ 母母 アルペンローズ 7戦2勝 賞金 16，970，000円

2803210月17日 雨 重 （2京都4） 第3日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走13時55分 （1000万円以下） （芝・右・外）
牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

89 ボンオムトゥック 牝3芦 53 福永 祐一窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 458－ 41：49．2 1．7�
44 サウンドレベッカ 牝3青鹿53 藤岡 佑介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 ハナ 4．7�
33 セウラサーリ 牝3鹿 53 池添 謙一�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：49．52 6．4�
11 キャッチミーアップ 牝5鹿 55 酒井 学畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 480＋141：50．24 48．6�
55 タ ン タ ラ ス 牝4鹿 55

54 ☆団野 大成 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 476－10 〃 ハナ 14．4	
88 シルバースミス 牝4芦 55 松若 風馬 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 512＋ 61：50．62� 8．6

66 レッドルーヴル 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 476＋141：50．7クビ 10．5�
22 ウルクラフト 牝4黒鹿55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 41：53．1大差 55．9�
（8頭）

77 オレンジペコ 牝3栗 53 藤岡 康太今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，500，100円 複勝： 68，529，700円 枠連： 7，399，400円
馬連： 51，049，600円 馬単： 31，886，400円 ワイド： 44，231，400円
3連複： 66，852，900円 3連単： 143，418，100円 計： 458，867，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（4－8） 290円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 170円 �� 210円 �� 380円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 1，570円

票 数

単勝票数 差引計 455001（返還計 1242） 的中 � 206516（1番人気）
複勝票数 差引計 685297（返還計 1174） 的中 � 371478（1番人気）� 95533（2番人気）� 61349（3番人気）
枠連票数 差引計 73994（返還計 299） 的中 （4－8） 19515（1番人気）
馬連票数 差引計 510496（返還計 2361） 的中 �� 105211（1番人気）
馬単票数 差引計 318864（返還計 1022） 的中 �� 46611（1番人気）
ワイド票数 差引計 442314（返還計 1464） 的中 �� 74988（1番人気）�� 52794（2番人気）�� 24465（6番人気）
3連複票数 差引計 668529（返還計 5059） 的中 ��� 79156（1番人気）
3連単票数 差引計1434181（返還計 7981） 的中 ��� 65975（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．2―12．4―12．5―12．2―12．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．5―48．9―1：01．4―1：13．6―1：26．0―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．6
3 ・（2，8）6，5，4（1，3）9 4 ・（2，8，6）（1，4）（5，3）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ボンオムトゥック 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．9．16 阪神2着

2017．2．1生 牝3芦 母 ガラアフェアー 母母 リッチアフェアー 8戦3勝 賞金 42，282，000円
〔出走取消〕 オレンジペコ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。



2803310月17日 雨 重 （2京都4） 第3日 第9競走 ��
��2，000�

し ぎ く

紫 菊 賞
発走14時25分 （芝・右）
2歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 140，000円 40，000円 20，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：58．9

良
良

44 ヨーホーレイク 牡2鹿 55 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 82：04．6 2．9�

55 グラティトゥー 牡2黒鹿55 岩田 康誠ライオンレースホース� 橋口 慎介 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 6 〃 クビ 3．0�
66 マカオンドール 牡2芦 55 松若 風馬關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 480－ 22：05．23� 6．1�
33 コートダルジャン 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 42：05．83� 7．0�
11 アオイゴールド 牝2黒鹿54 団野 大成鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 460＋ 42：06．54 4．2	

（5頭）
22 シティレインボー 牡2栗 55 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 57，448，800円 複勝： 35，302，100円 枠連： 発売なし
馬連： 48，181，300円 馬単： 30，519，100円 ワイド： 22，038，200円
3連複： 41，925，600円 3連単： 179，893，000円 計： 415，308，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 170円 �� 290円 �� 300円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 2，300円

票 数

単勝票数 計 574488 的中 � 160883（1番人気）
複勝票数 計 353021 的中 � 115050（1番人気）� 73371（2番人気）
馬連票数 計 481813 的中 �� 106327（1番人気）
馬単票数 計 305191 的中 �� 35866（1番人気）
ワイド票数 計 220382 的中 �� 39651（1番人気）�� 17402（7番人気）�� 16935（8番人気）
3連複票数 計 419256 的中 ��� 48636（3番人気）
3連単票数 計1798930 的中 ��� 56704（5番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．5―13．3―12．6―12．9―12．2―12．0―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―38．4―51．7―1：04．3―1：17．2―1：29．4―1：41．4―1：52．7

コーナー
通過順位

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

2
4
1－5（6，4）－3・（6，1，5）4－3

勝馬の
紹 介

ヨーホーレイク 

�
父 ディープインパクト 


�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．7．12 阪神1着

2018．3．19生 牡2鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 2戦2勝 賞金 17，240，000円
〔出走取消〕 シティレインボー号は，疾病〔顔部フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 コートダルジャン号の騎手藤岡佑介は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について過怠金

30，000円。

2803410月17日 雨 重 （2京都4） 第3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，2勝クラス（1000万円以下）；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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

45 スマートリアン 牝3鹿 53 池添 謙一大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 474＋121：49．7 3．4�
712 リトミカメンテ 牝4栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 21：49．8� 3．4�
814 パ ト リ ッ ク 牡4鹿 57 藤岡 康太 �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 472＋ 21：50．12 8．1�

33 ダンツイノーバ 牝3栗 53 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 452＋ 21：50．31	 5．7�
813 ゼンノジャスタ 牡3黒鹿55 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 472＋16 〃 ハナ 26．4	
46 フォークテイル 牝4鹿 55 団野 大成 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：50．51	 26．4

34 イ ロ ゴ ト シ 牡3鹿 55 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 466＋ 21：50．6� 45．9�
610 メイショウボサツ 牡3青鹿55 坂井 瑠星松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 482＋ 61：50．91� 7．9�
22 メイケイハリアー 牡4芦 57 酒井 学名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 482± 0 〃 クビ 16．8
57 ザ イ ラ 牝3鹿 53 藤岡 佑介吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム 478＋ 61：51．32� 28．5�
711 フィロロッソ 牡3鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 474＋ 41：51．4� 28．8�
11 
 ギ ャ ツ ビ ー 牡7栗 57 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 470＋ 6 〃 ハナ 105．6�
69 リリーモントルー 牡6鹿 57 国分 恭介土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 446－ 4 〃 クビ 323．3�
58 
 リーガルマインド 牡4鹿 57 川須 栄彦畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 466＋ 21：52．04 179．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，791，900円 複勝： 82，185，500円 枠連： 20，988，900円
馬連： 124，799，000円 馬単： 47，457，800円 ワイド： 89，516，000円
3連複： 191，480，600円 3連単： 206，395，800円 計： 819，615，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 140円 � 190円 枠 連（4－7） 570円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 330円 �� 570円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 7，500円

票 数

単勝票数 計 567919 的中 � 133423（1番人気）
複勝票数 計 821855 的中 � 145744（2番人気）� 170172（1番人気）� 92716（4番人気）
枠連票数 計 209889 的中 （4－7） 28104（1番人気）
馬連票数 計1247990 的中 �� 138087（1番人気）
馬単票数 計 474578 的中 �� 28295（1番人気）
ワイド票数 計 895160 的中 �� 75781（1番人気）�� 38710（5番人気）�� 33466（7番人気）
3連複票数 計1914806 的中 ��� 68070（3番人気）
3連単票数 計2063958 的中 ��� 19932（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．8―12．9―12．6―11．9―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．2―49．0―1：01．9―1：14．5―1：26．4―1：37．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートリアン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．9．28 阪神8着

2017．5．12生 牝3鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 9戦3勝 賞金 50，030，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2803510月17日 雨 不良 （2京都4） 第3日 第11競走 ��
��1，800�

うずまさ

太秦ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

33 ベストタッチダウン 牡4鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 496－ 21：48．1 3．0�
11 ビックリシタナモー 牡6黒鹿56 藤岡 康太小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 510＋ 61：48．31	 68．3�
57 アッシェンプッテル 牝4鹿 54 藤岡 佑介 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 4 〃 ハナ 7．4�
44 クリンチャー 牡6鹿 58 福永 祐一前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 492＋ 61：48．51
 2．2�
56 ナムラカメタロー 牡4黒鹿58 石川裕紀人奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 512＋ 6 〃 クビ 15．3�
22 ロードアクシス 牡5黒鹿56 坂井 瑠星 	ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 470＋121：49．03 12．8

68 デアフルーグ 牡4鹿 56 秋山真一郎西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 514＋ 21：49．31� 18．3�
711� テーオーヘリオス 牡8鹿 58 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 506＋ 61：49．51
 209．4�
710 デザートスネーク 6鹿 56 酒井 学石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 484± 0 〃 アタマ 108．4
812 コ ン カ ラ ー 牡4鹿 56 池添 謙一江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 482± 01：49．82 34．6�
45 � ナ イ マ マ 牡4鹿 56 国分 優作岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 480± 0 〃 アタマ 18．7�
813 ダノンテイオー 牡4黒鹿56 松若 風馬	ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 アタマ 41．8�
69 タガノディグオ 牡6黒鹿56 小牧 太八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 544± 01：51．28 102．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 93，135，700円 複勝： 126，526，100円 枠連： 48，820，600円
馬連： 247，183，600円 馬単： 111，671，100円 ワイド： 156，225，000円
3連複： 418，980，800円 3連単： 602，877，800円 計： 1，805，420，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 210円 � 1，290円 � 310円 枠 連（1－3） 12，430円

馬 連 �� 14，380円 馬 単 �� 19，320円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 750円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 34，710円 3 連 単 ��� 197，410円

票 数

単勝票数 計 931357 的中 � 245578（2番人気）
複勝票数 計1265261 的中 � 185577（2番人気）� 20846（10番人気）� 106230（3番人気）
枠連票数 計 488206 的中 （1－3） 3043（23番人気）
馬連票数 計2471836 的中 �� 13315（31番人気）
馬単票数 計1116711 的中 �� 4333（46番人気）
ワイド票数 計1562250 的中 �� 12332（29番人気）�� 56486（5番人気）�� 9535（36番人気）
3連複票数 計4189808 的中 ��� 9051（80番人気）
3連単票数 計6028778 的中 ��� 2214（403番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．2―12．3―12．5―12．2―11．6―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―35．2―47．5―1：00．0―1：12．2―1：23．8―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストタッチダウン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．7．1 中京5着

2016．3．16生 牡4鹿 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 12戦5勝 賞金 69，909，000円

2803610月17日 雨 重 （2京都4） 第3日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

55 トオヤリトセイト 牡4青鹿57 福永 祐一村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 480± 01：23．5 3．2�
78 � クリノアリエル 牝5青 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B412－ 21：23．71 28．8�
67 カワキタアジン 牝3鹿 53

50 ▲泉谷 楓真川島 吉男氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 490＋12 〃 クビ 4．9�
810 ウォーターエデン 牝4鹿 55 藤岡 康太山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 488＋ 21：23．91	 7．8�
44 
 クラシックココア 牝3鹿 52

51 ☆団野 大成吉田 和美氏 安田 隆行 豪 Kia Ora
Stud Pty Ltd 490＋ 4 〃 ハナ 2．3�

33 トップオブメジャー 牡4栗 57 秋山真一郎 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 488＋ 21：24．11	 17．5	
79 メイショウシャチ 牡7鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 482－ 21：24．31 160．8

22 メイショウドウドウ 牡5黒鹿57 松若 風馬松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 476＋ 2 〃 クビ 78．5�
811 パラーティウム 牝4黒鹿 55

54 ☆富田 暁 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 6 〃 ハナ 27．0
11 カネコメアサヒ 牡4栗 57 川須 栄彦髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 444＋ 21：24．83 78．8�
66 � プリヒストリー �5黒鹿57 岩田 康誠ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 6 〃 ハナ 37．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 65，237，600円 複勝： 58，970，500円 枠連： 17，955，700円
馬連： 103，089，700円 馬単： 43，543，700円 ワイド： 71，955，100円
3連複： 150，247，700円 3連単： 213，059，100円 計： 724，059，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 430円 � 180円 枠 連（5－7） 3，200円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 890円 �� 400円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 26，870円

票 数

単勝票数 計 652376 的中 � 159385（2番人気）
複勝票数 計 589705 的中 � 122671（2番人気）� 26662（7番人気）� 87091（3番人気）
枠連票数 計 179557 的中 （5－7） 4348（12番人気）
馬連票数 計1030897 的中 �� 23419（11番人気）
馬単票数 計 435437 的中 �� 6147（18番人気）
ワイド票数 計 719551 的中 �� 20268（9番人気）�� 50350（4番人気）�� 11408（20番人気）
3連複票数 計1502477 的中 ��� 20378（19番人気）
3連単票数 計2130591 的中 ��� 5747（87番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．2―11．9―11．7―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．7―47．6―59．3―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トオヤリトセイト �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2018．11．3 京都1着

2016．4．18生 牡4青鹿 母 ジャジャマーチャン 母母 ラスリングカプス 15戦3勝 賞金 61，754，000円
〔制裁〕 カワキタアジン号の騎手泉谷楓真は，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：9番）
※パラーティウム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（2京都4）第3日 10月17日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 137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

216，070，000円
5，970，000円
31，630，000円
1，070，000円
22，560，000円
59，761，500円
3，767，500円
1，315，200円

勝馬投票券売得金
561，005，600円
640，817，000円
155，734，800円
898，040，200円
427，272，000円
662，735，300円
1，346，238，700円
1，972，595，100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 6，664，438，700円

総入場人員 695名 （有料入場人員 597名）
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