
3103711月10日 晴 良 （1京都5） 第4日 第1競走 ��1，200�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 5，000，000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
1：11．0
1：10．2

重
不良

813 ハクアイブラック 牡2黒鹿55 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 516＋ 41：12．2 2．6�
33 アナザーエンド 牡2青鹿55 �島 良太三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 カナイシスタッド 458＋ 21：13．15 5．9�
712 スナークレジスト 牡2鹿 55

53 △岩田 望来杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 高昭牧場 486－ 61：13．52� 6．0�
45 シーハーハー 牝2黒鹿54 川田 将雅長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 5．7�
34 ウェーブモンスター 牡2栗 55

52 ▲亀田 温心万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 512＋ 21：13．81� 70．0�
814 ワルツフォーデビー 牡2栗 55

53 △斎藤 新風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 438± 01：14．11� 331．3	
11 マリスステラ 牝2鹿 54 古川 吉洋馬場 祥晃氏 武 英智 新ひだか 前田牧場 430－ 4 〃 アタマ 27．5

69 ブレイヴガール 牝2黒鹿54 松山 弘平西森 功氏 吉田 直弘 新冠 隆栄牧場 438－ 41：14．41� 186．6�
22 サイクロトロン 牡2鹿 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510＋10 〃 アタマ 16．6�
57 チ ュ ウ ア イ 牡2鹿 55 岩崎 翼西本 資史氏 西橋 豊治 新ひだか 原 弘之 444＋ 2 〃 ハナ 344．5
58 ヴァーツラフ 牡2鹿 55 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 木村 秀則 454＋ 61：14．93 31．7�
46 ジュネスドール 牡2鹿 55 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 久詞 日高 賀張中川牧場 444－ 4 〃 アタマ 11．2�
711 ジャスパーイーグル 牡2栗 55

54 ☆坂井 瑠星加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 488± 01：15．0� 19．3�
610 ブンキンタカシマダ 牝2鹿 54 菱田 裕二内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 452＋ 81：16．9大差 154．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，730，200円 複勝： 47，283，700円 枠連： 11，834，900円
馬連： 50，191，600円 馬単： 24，868，100円 ワイド： 39，657，400円
3連複： 76，907，500円 3連単： 93，344，600円 計： 374，818，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 170円 � 160円 枠 連（3－8） 810円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 360円 �� 290円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 4，480円

票 数

単勝票数 計 307302 的中 � 97732（1番人気）
複勝票数 計 472837 的中 � 123156（1番人気）� 61453（4番人気）� 71265（3番人気）
枠連票数 計 118349 的中 （3－8） 11268（4番人気）
馬連票数 計 501916 的中 �� 47942（3番人気）
馬単票数 計 248681 的中 �� 15973（2番人気）
ワイド票数 計 396574 的中 �� 27377（3番人気）�� 36971（2番人気）�� 23622（4番人気）
3連複票数 計 769075 的中 ��� 56459（1番人気）
3連単票数 計 933446 的中 ��� 15097（6番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．0―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．7―46．7―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．5
3 13－5，9（4，6，14）（3，7，12）（1，8，10）11，2 4 13＝5－（4，9，14）（3，6，12）（1，7）（8，10）11，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハクアイブラック �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．8．31 小倉2着

2017．2．17生 牡2黒鹿 母 ベストフューチャー 母母 オリミツキネン 5戦1勝 賞金 11，850，000円
〔その他〕 ブンキンタカシマダ号は，4コーナーで他の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。

3103811月10日 晴 良 （1京都5） 第4日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時30分 （ダート・右）
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

34 エイシンガネーシャ 牡2栗 55 C．ルメール 平井 克彦氏 杉山 晴紀 浦河 栄進牧場 482＋ 81：53．9 1．4�
712� ジェットマックス 牡2鹿 55 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 494＋101：54．0� 3．6�
815 リトルクレバー 牡2鹿 55

53 △斎藤 新岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 450± 01：54．53 17．3�
611 ナムラカミカゼ 牡2鹿 55 松山 弘平奈村 信重氏 村山 明 日高 いとう牧場 466－ 41：54．92� 29．3�
610 アストゥーリアス 牡2栗 55 藤岡 康太菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 452－ 61：55．0クビ 67．1�
59 アメージングラン 牡2鹿 55 O．マーフィー 深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 482± 01：55．85 11．2�

（英）

23 � グラスコックピット 牡2鹿 55
53 △岩田 望来飯田 良枝氏 高橋 義忠 米 Dr. Masa-

take Iida 444－ 21：56．01	 54．5	
35 レッドロジンカ 牡2栗 55 松若 風馬 
東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 41：56．1� 59．2�
22 グレーフェンベルク 牡2鹿 55 M．デムーロ
G1レーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：56．2
 75．1�
713 ワイドレッジャドロ 牡2黒鹿 55

52 ▲亀田 温心幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 492－ 41：56．41	 445．5
46 レトロフューチャー �2鹿 55 国分 恭介
ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458± 01：56．61 375．3�
58 サイモンクラブ 牡2鹿 55

52 ▲服部 寿希澤田 昭紀氏 石坂 公一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 21：56．7
 307．9�

47 ク サ ナ ギ 牡2栗 55 水口 優也三宅 勝俊氏 中尾 秀正 浦河 カナイシスタッド 468＋ 2 〃 アタマ 246．9�
11 タイセイバイタル 牡2青鹿55 藤懸 貴志田中 成奉氏 高橋 義忠 新ひだか 沖田 忠幸 472－ 21：57．01� 342．1�
814 ペ レ ウ ス 牡2鹿 55 松田 大作岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 426－ 41：58．7大差 123．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，589，300円 複勝： 81，743，700円 枠連： 13，742，200円
馬連： 40，077，700円 馬単： 26，801，800円 ワイド： 28，100，700円
3連複： 57，821，800円 3連単： 104，661，200円 計： 376，538，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 100円 � 160円 枠 連（3－7） 150円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 260円

ワ イ ド �� 120円 �� 300円 �� 390円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 1，170円

票 数

単勝票数 計 235893 的中 � 127093（1番人気）
複勝票数 計 817437 的中 � 620530（1番人気）� 85641（2番人気）� 25623（4番人気）
枠連票数 計 137422 的中 （3－7） 66843（1番人気）
馬連票数 計 400777 的中 �� 158985（1番人気）
馬単票数 計 268018 的中 �� 74556（1番人気）
ワイド票数 計 281007 的中 �� 83710（1番人気）�� 19018（3番人気）�� 13244（4番人気）
3連複票数 計 578218 的中 ��� 70601（2番人気）
3連単票数 計1046612 的中 ��� 64782（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―37．7―51．1―1：04．3―1：16．7―1：29．1―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンガネーシャ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．10．6 京都3着

2017．4．11生 牡2栗 母 チューブラーベルズ 母母 Summer Symphony 3戦1勝 賞金 8，800，000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。

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５回 京都競馬 第４日



3103911月10日 晴 良 （1京都5） 第4日 第3競走 ��1，600�2歳未勝利
発走11時00分 （芝・右）

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

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

36 オーマイダーリン 牝2鹿 54 武 豊廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 462± 01：35．3 4．6�
612 パリスデージー 牝2黒鹿54 O．マーフィー �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 432± 01：35．51� 4．3�

（英）

12 ヒルノエドワード 牡2黒鹿55 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 482－ 21：35．6� 11．6�
714 メイショウチタン 牡2黒鹿55 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 470＋ 81：35．7� 15．6�
11 タイセイメガロス 牡2鹿 55

54 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 448＋ 21：35．8� 24．1	
713 リ ノ キ ア ナ 牝2鹿 54 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 442－ 61：36．01� 91．8

816 トゥモローマーチ �2黒鹿55 藤岡 康太前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新ひだか 飯岡牧場 458－ 2 〃 クビ 321．5�
59 ユ メ イ ッ キ 牡2鹿 55 岩田 康誠泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 沖田 哲夫 440± 01：36．31� 24．1�
611 ジルジェンティ 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：36．4� 6．6
23 エピデンドラム 牝2栗 54 菱田 裕二 �グリーンファーム高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 8 〃 アタマ 15．6�
815 メイショウシュート 牡2鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 452－10 〃 アタマ 162．7�
48 フ ォ ー テ 牡2黒鹿55 北村 友一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：36．61� 7．1�
24 サウンドレベッカ 牝2青鹿54 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 446＋ 21：36．81� 22．3�
35 マルガリーテース 牝2鹿 54 M．デムーロ前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 61：36．9� 13．0�
47 アイファーブルー 牡2栗 55 松若 風馬中島 稔氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 474＋ 4 〃 クビ 112．7�
510 スカイボルト 牡2栗 55 池添 謙一�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 434＋ 21：39．6大差 235．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，350，200円 複勝： 58，926，900円 枠連： 18，403，000円
馬連： 61，780，200円 馬単： 27，099，300円 ワイド： 51，075，100円
3連複： 92，931，900円 3連単： 98，788，900円 計： 445，355，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 170円 � 250円 枠 連（3－6） 310円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 400円 �� 920円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 15，230円

票 数

単勝票数 計 363502 的中 � 64977（2番人気）
複勝票数 計 589269 的中 � 92336（2番人気）� 97899（1番人気）� 53750（5番人気）
枠連票数 計 184030 的中 （3－6） 44772（1番人気）
馬連票数 計 617802 的中 �� 50678（1番人気）
馬単票数 計 270993 的中 �� 12568（1番人気）
ワイド票数 計 510751 的中 �� 34996（1番人気）�� 13727（8番人気）�� 13249（9番人気）
3連複票数 計 929319 的中 ��� 17399（7番人気）
3連単票数 計 987889 的中 ��� 4700（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．4―47．5―59．7―1：11．7―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーマイダーリン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2019．10．26 京都3着

2017．1．28生 牝2鹿 母 ラ ブ ー ム 母母 La Bouche 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイボルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月10日まで平地競走

に出走できない。
※スカイボルト号・メイショウシュート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3104011月10日 晴 良 （1京都5） 第4日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時30分 （芝・右）

牝；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
1：20．5
1：20．3

良
良

12 メデタシメデタシ 牝2鹿 54
53 ☆坂井 瑠星諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 448 ―1：23．1 27．3�

510 キョウワディーヴァ 牝2鹿 54 藤岡 佑介�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 462 ―1：23．31� 6．4�
611 ノーブルプリンセス 牝2鹿 54 北村 友一吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 折手牧場 454 ―1：23．4� 34．4�
23 スノーテーラー 牝2芦 54 柴田 未崎中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 446 ―1：23．61 188．1�
715 ゴープラチナム 牝2芦 54 松若 風馬前田 剛氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 448 ―1：23．7� 13．8�
11 レッドマリアベール 牝2鹿 54 津村 明秀 	東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 アタマ 21．3

612 ウ ル ス ラ 牝2栗 54

52 △岩田 望来 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 406 ―1：23．8クビ 10．2�

713 ショウナンラペット 牝2鹿 54 池添 謙一�湘南 池添 兼雄 登別 青藍牧場 410 ― 〃 クビ 64．8�
24 ラフダイヤモンド 牝2栗 54

52 △斎藤 新	ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 450 ―1：24．01� 183．3
714 モレキュール 牝2栗 54 浜中 俊杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 436 ― 〃 クビ 25．6�
817 メイショウイコロ 牝2鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 432 ―1：24．1� 93．2�
816 ダイアナマロン 牝2栗 54 松山 弘平	駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 436 ―1：24．31� 51．9�
35 クロシェット 牝2栗 54 武 豊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436 ―1：24．51� 2．2�
818 フ レ ジ エ 牝2栗 54 O．マーフィー �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 416 ―1：24．6クビ 7．2�

（英）

47 アイアンカレン 牝2栗 54 国分 恭介池上 一馬氏 青木 孝文 新ひだか グローリーファーム 406 ―1：25．02� 279．5�
36 テーオーマスカット 牝2鹿 54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 412 ―1：26．17 85．7�
48 ミツルザビクトリー 牝2黒鹿54 菱田 裕二守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 436 ―1：27．48 18．3�
59 マルモアステリア 牝2鹿 54 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 466 ―1：28．99 180．4�

（マルモアステリアー）
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売 得 金
単勝： 35，822，700円 複勝： 40，283，100円 枠連： 16，454，900円
馬連： 48，780，800円 馬単： 23，083，000円 ワイド： 39，039，600円
3連複： 72，056，500円 3連単： 77，719，300円 計： 353，239，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，730円 複 勝 � 710円 � 190円 � 750円 枠 連（1－5） 3，590円

馬 連 �� 8，360円 馬 単 �� 23，780円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 5，160円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 61，550円 3 連 単 ��� 347，810円

票 数

単勝票数 計 358227 的中 � 11150（9番人気）
複勝票数 計 402831 的中 � 12876（9番人気）� 69024（2番人気）� 12206（10番人気）
枠連票数 計 164549 的中 （1－5） 3552（15番人気）
馬連票数 計 487808 的中 �� 4521（28番人気）
馬単票数 計 230830 的中 �� 728（72番人気）
ワイド票数 計 390396 的中 �� 3562（30番人気）�� 1936（52番人気）�� 3710（27番人気）
3連複票数 計 720565 的中 ��� 878（160番人気）
3連単票数 計 777193 的中 ��� 162（858番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―11．8―12．2―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．9―46．7―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．4
3 3，10（12，13）（14，18）（15，17）16，11，2－（7，1）（9，5）－（4，6）＝8 4 3，10（12，13）（14，18）－15，17（11，16）2－1，7－5（4，6）－9－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メデタシメデタシ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2017．1．28生 牝2鹿 母 ミュージックアワー 母母 ミ ュ ン シ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ミツルザビクトリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ミツルザビクトリー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミツルザビクトリー号・マルモアステリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元

年12月10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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリノサプライズ号・ジェッター号・ルビーポート号
※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。



3104111月10日 晴 良 （1京都5） 第4日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時20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
1：45．6

良
良

22 グランデマーレ 牡2芦 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500 ―1：49．7 1．8�

11 オメガエリタージュ 牡2青鹿55 C．ルメール 原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 442 ―1：50．23 6．8�
33 エレヴァテッツァ 牝2鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：50．52 9．3�
88 ランウェイルック 牝2青鹿54 松山 弘平 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 466 ―1：50．71� 34．0�
77 アドマイヤミランダ 牝2芦 54 O．マーフィー 近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474 ― 〃 クビ 18．4�

（英）

55 ロッシュローブ 牡2青鹿55 福永 祐一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 480 ―1：51．01� 35．1	
44 ロードシャムロック 牡2鹿 55 川田 将雅 
ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 504 ― 〃 アタマ 4．4�
89 ピエナラプソディ 牝2栗 54 太宰 啓介本谷 兼三氏 奥村 豊 日高 株式会社

ケイズ 448 ―1：51．53 96．7�
66 マイネルアイガテ 牡2黒鹿55 C．スミヨン 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 540 ―1：53．09 19．9
（仏）
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売 得 金
単勝： 49，949，700円 複勝： 49，080，000円 枠連： 7，392，600円
馬連： 48，100，900円 馬単： 30，329，400円 ワイド： 35，821，400円
3連複： 64，282，100円 3連単： 122，752，900円 計： 407，709，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 180円 枠 連（1－2） 630円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 260円 �� 330円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 3，750円

票 数

単勝票数 計 499497 的中 � 225795（1番人気）
複勝票数 計 490800 的中 � 234231（1番人気）� 47218（3番人気）� 43591（4番人気）
枠連票数 計 73926 的中 （1－2） 9047（2番人気）
馬連票数 計 481009 的中 �� 58758（2番人気）
馬単票数 計 303294 的中 �� 29238（2番人気）
ワイド票数 計 358214 的中 �� 38833（2番人気）�� 27483（3番人気）�� 13615（8番人気）
3連複票数 計 642821 的中 ��� 37256（3番人気）
3連単票数 計1227529 的中 ��� 23691（9番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．3―12．9―13．1―12．5―11．8―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．0―49．9―1：03．0―1：15．5―1：27．3―1：38．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランデマーレ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2017．2．7生 牡2芦 母 グランデアモーレ 母母 ヒカルアモーレ 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。

3104211月10日 晴 良 （1京都5） 第4日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

68 アドマイヤビーナス 牝3栗 53 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：51．7 2．2�
56 ドンドンキードン 牝3鹿 53

51 △岩田 望来大原 孝治氏 野中 賢二 新冠 パカパカ
ファーム 480± 0 〃 ハナ 19．0�

33 � メイショウブラボー 牝3青鹿53 岩崎 翼松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 452－ 21：52．76 22．2�
79 ムーンザムーン 牝5鹿 55 O．マーフィー 林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 490＋ 6 〃 アタマ 27．3�

（英）

44 ノ ー チ ラ ス 牝3栗 53 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 464－ 2 〃 ハナ 2．6�
55 テ オ レ ー マ 牝3鹿 53 北村 友一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472－141：52．8� 5．7	
11 サイレントクララ 牝3黒鹿53 菱田 裕二吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 500－ 41：53．01� 116．1

22 アマリリステソーロ 牝3青 53 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 434＋ 21：53．21� 46．7�
811� イチザティアラ 牝4黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 458－ 61：53．94 67．8�
67 ハニーエンパイア 牝3黒鹿53 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 454－ 61：55．17 12．8
812 アルマアノン 牝4青鹿 55

52 ▲亀田 温心コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 470± 01：55．3	 242．6�
710� サンレイファミリー 牝4栗 55 加藤 祥太永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 396－ 11：55．83 375．2�
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売 得 金
単勝： 37，761，700円 複勝： 46，131，000円 枠連： 12，361，300円
馬連： 67，519，200円 馬単： 32，541，300円 ワイド： 43，621，700円
3連複： 87，425，400円 3連単： 134，570，800円 計： 461，932，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 380円 � 450円 枠 連（5－6） 460円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 820円 �� 970円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 10，160円 3 連 単 ��� 31，850円

票 数

単勝票数 計 377617 的中 � 133367（1番人気）
複勝票数 計 461310 的中 � 110056（1番人気）� 26427（6番人気）� 21821（7番人気）
枠連票数 計 123613 的中 （5－6） 20596（2番人気）
馬連票数 計 675192 的中 �� 22426（8番人気）
馬単票数 計 325413 的中 �� 9323（9番人気）
ワイド票数 計 436217 的中 �� 14099（9番人気）�� 11680（10番人気）�� 3837（25番人気）
3連複票数 計 874254 的中 ��� 6450（29番人気）
3連単票数 計1345708 的中 ��� 3063（97番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．2―12．2―12．7―12．7―12．5―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．8―48．0―1：00．7―1：13．4―1：25．9―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
4，8（5，6）（3，12）－（1，2）－（9，7）10－11
4＝8（5，6）（3，12）（1，2）9，11（10，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤビーナス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Sunriver デビュー 2018．10．7 京都3着

2016．1．22生 牝3栗 母 ウィーミスフランキー 母母 Starinthemeadow 7戦2勝 賞金 15，800，000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。



3104311月10日 晴 良 （1京都5） 第4日 第7競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
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
2：22．6
2：20．6

良
良

810 ショウリュウイクゾ 牡3栗 55 川田 将雅上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B494± 02：27．4 1．8�
55 ゴ ー ス ト �3芦 55 O．マーフィー 西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 498＋ 82：27．82� 6．3�

（英）

22 フラッグサルート 牝4鹿 55 池添 謙一吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 442－ 22：27．9� 63．9�
811 サダムラピュタ 牡4黒鹿57 松若 風馬大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B478± 0 〃 アタマ 8．0�
33 カズマークセン 牡3鹿 55 武 豊合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 追分ファーム 500＋ 42：28．0� 8．3�
67 ダノンアポロン 牡4鹿 57

55 △岩田 望来�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 494＋122：28．42� 39．4	
44 � ピンクスパイダー 牡5鹿 57 小牧 太廣松 金次氏 服部 利之 日高 北田 剛 434－ 62：28．61	 192．8

78 � アンドレアス �4青鹿57 太宰 啓介寺田千代乃氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 440－ 22：28．81	 87．6�
66 ハギノアップロード 牡3黒鹿55 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 478＋ 62：29．22� 11．9�
11 ハ ー シ ェ ル 牡3黒鹿55 C．ルメールゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B460± 02：29．3� 9．1
79 コマノジャスパ 牡4黒鹿57 加藤 祥太長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 446－ 22：29．51	 23．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，055，000円 複勝： 53，537，300円 枠連： 13，056，100円
馬連： 61，695，600円 馬単： 32，518，600円 ワイド： 47，177，400円
3連複： 84，140，800円 3連単： 131，216，500円 計： 460，397，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 900円 枠 連（5－8） 480円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，700円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 17，800円

票 数

単勝票数 計 370550 的中 � 163817（1番人気）
複勝票数 計 535373 的中 � 185082（1番人気）� 64255（3番人気）� 8963（9番人気）
枠連票数 計 130561 的中 （5－8） 21037（1番人気）
馬連票数 計 616956 的中 �� 73902（2番人気）
馬単票数 計 325186 的中 �� 29123（2番人気）
ワイド票数 計 471774 的中 �� 53224（1番人気）�� 6482（20番人気）�� 3488（28番人気）
3連複票数 計 841408 的中 ��� 8597（25番人気）
3連単票数 計1312165 的中 ��� 5342（62番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．9―12．7―12．8―13．0―12．9―12．2―11．6―11．4―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�
12．6―23．9―35．9―48．8―1：01．5―1：14．3―1：27．3―1：40．2―1：52．4―2：04．0―2：15．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0
1
3
11，9，6（1，10）（8，5）－2－3－（7，4）
11，9（10，3）6（1，5）（8，2）4－7

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

勝馬の
紹 介

ショウリュウイクゾ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．6．17 阪神1着

2016．2．11生 牡3栗 母 ショウリュウムーン 母母 ムーンザドリーム 9戦2勝 賞金 32，515，000円
※出走取消馬 ウイングエンペラー号（疾病〔創傷性左角膜炎〕のため）
※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。

3104411月10日 晴 良 （1京都5） 第4日 第8競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）（1000万円以下）

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
1：47．8
1：47．6

重
重

46 � ブルーメンクローネ 牝4鹿 55
53 △斎藤 新 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490－ 41：52．5 2．6�

35 スマートフルーレ 牝3黒鹿53 武 豊大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 512－101：52．92� 3．5�
22 ベルキューズ 牝3栗 53 川田 将雅 �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B480－ 6 〃 アタマ 12．7�
712� フ ワ ト ロ 牝4鹿 55 浜中 俊佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 478－101：53．0� 109．3�
58 レッドシルヴァーナ 牝3芦 53 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 510± 01：53．1� 6．0	
34 ワタシノロザリオ 牝5青鹿 55

52 ▲亀田 温心 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 446－ 41：53．31	 120．6


11 � スエルテミノル 牝5鹿 55 国分 恭介吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム 468－ 4 〃 クビ 23．2�
611 シネマソングス 牝4黒鹿55 藤岡 佑介 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 426－101：53．4クビ 25．3�
713 ケイツーリラ 牝4青鹿55 北村 友一楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 442－ 2 〃 ハナ 109．3�
610 シンコーメグチャン 牝4鹿 55 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 484＋ 2 〃 ハナ 9．9
59 ワンダーエカルテ 牝3芦 53 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 502－101：53．5� 51．5�
815 ス ペ ク タ ー 牝5鹿 55 池添 謙一川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 506＋ 41：53．7� 13．4�
23 サ ニ ー レ イ 牝4鹿 55 藤岡 康太橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B474－ 41：53．8� 95．5�
47 ボクノナオミ 牝7鹿 55 O．マーフィー 塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 498－ 41：54．22� 54．6�

（英）

814� レイナデルビエント 牝4鹿 55 菱田 裕二佐々木雄二氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B480－ 81：54．62� 68．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，878，400円 複勝： 59，514，800円 枠連： 17，396，400円
馬連： 89，137，600円 馬単： 36，963，600円 ワイド： 63，349，500円
3連複： 126，213，300円 3連単： 149，656，300円 計： 586，109，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 140円 � 250円 枠 連（3－4） 540円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 280円 �� 680円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 5，960円

票 数

単勝票数 計 438784 的中 � 132058（1番人気）
複勝票数 計 595148 的中 � 126799（2番人気）� 129801（1番人気）� 45333（5番人気）
枠連票数 計 173964 的中 （3－4） 24844（1番人気）
馬連票数 計 891376 的中 �� 120371（1番人気）
馬単票数 計 369636 的中 �� 28536（1番人気）
ワイド票数 計 633495 的中 �� 64060（1番人気）�� 22400（8番人気）�� 24569（6番人気）
3連複票数 計1262133 的中 ��� 54168（2番人気）
3連単票数 計1496563 的中 ��� 18187（5番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―13．6―12．3―12．7―12．8―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―37．9―50．2―1：02．9―1：15．7―1：27．9―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．8
1
3
・（6，7）（2，8）12（1，11，14）3（9，13）（4，5）10，15
6，12（7，14）（2，8）（1，13，11，15）（3，5）（4，9，10）

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

勝馬の
紹 介

�ブルーメンクローネ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ

2015．3．26生 牝4鹿 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 6戦2勝 賞金 26，050，000円
初出走 JRA

※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。



3104511月10日 晴 良 （1京都5） 第4日 第9競走 ��
��2，000�

き ぎ く

黄 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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．6

良
良

89 シンプルゲーム 牡2栗 55 津村 明秀吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B502＋ 42：02．1 19．6�
78 ポ タ ジ ェ 牡2鹿 55 C．スミヨン 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 450± 0 〃 ハナ 3．0�
（仏）

66 トウカイデュエル 牡2鹿 55 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 二風谷ファーム 456－ 22：02．63 26．2�
33 ブルーミングスカイ 牡2鹿 55 川田 将雅島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464＋ 42：02．7� 3．1�
55 キムケンドリーム 牝2鹿 54 C．ルメール 木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 448＋ 4 〃 クビ 4．3	
22 ミッキーメテオ 牡2鹿 55 藤岡 佑介野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486＋ 82：02．8クビ 13．0

77 フルートフルデイズ 牝2黒鹿54 松山 弘平飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 456－ 62：03．65 127．5�
810 ジャストナウ 牡2芦 55 菱田 裕二杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 422± 02：04．02� 11．3�
44 コスミックエナジー 牝2栗 54 O．マーフィー 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 444＋ 62：04．85 27．4

（英）

11 ショウナンバレリオ 牡2黒鹿55 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 新冠 細川農場 476＋14 〃 ハナ 43．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 64，506，900円 複勝： 58，878，200円 枠連： 15，077，000円
馬連： 95，249，700円 馬単： 47，394，300円 ワイド： 59，649，500円
3連複： 126，336，200円 3連単： 206，598，500円 計： 673，690，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 410円 � 180円 � 440円 枠 連（7－8） 1，140円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 2，530円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 18，630円 3 連 単 ��� 124，400円

票 数

単勝票数 計 645069 的中 � 27857（6番人気）
複勝票数 計 588782 的中 � 33432（6番人気）� 104867（3番人気）� 30987（7番人気）
枠連票数 計 150770 的中 （7－8） 10186（5番人気）
馬連票数 計 952497 的中 �� 21637（14番人気）
馬単票数 計 473943 的中 �� 3656（32番人気）
ワイド票数 計 596495 的中 �� 14644（13番人気）�� 5953（26番人気）�� 10442（18番人気）
3連複票数 計1263362 的中 ��� 5085（49番人気）
3連単票数 計2065985 的中 ��� 1204（287番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．7―12．5―12．6―12．5―12．4―11．5―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―24．6―37．3―49．8―1：02．4―1：14．9―1：27．3―1：38．8―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

シンプルゲーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Awesome Gambler デビュー 2019．7．7 福島2着

2017．1．19生 牡2栗 母 ウィラビーオーサム 母母 Cause I’m Tricky 3戦2勝 賞金 18，017，000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。

3104611月10日 晴 良 （1京都5） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

しゅうがくいん

修学院ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

48 エスポワール 牝3栗 53 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 476－ 21：46．5 3．1�
713 ゴータイミング 牡3鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450＋ 41：46．71� 2．9�
59 イ ェ ッ ツ ト 牡4鹿 57 松山 弘平近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 478－ 2 〃 ハナ 13．2�
24 	 スパイラルダイブ 牡5青鹿57 O．マーフィー �G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 21：46．91
 7．7�
（英）

47 ワイプティアーズ 牡4栗 57 北村 友一吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 534＋ 41：47．11 31．7�
612 ヴァンケドミンゴ 牡3鹿 55 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 458－ 4 〃 ハナ 24．8	
816 テーオービクトリー 牝5鹿 55 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 2 〃 クビ 50．5

36 アンネリース 牝5鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 492± 01：47．2� 68．7�
510 アドマイヤアゼリ 牡5鹿 57 C．スミヨン 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458± 01：47．3クビ 31．6�

（仏）

12 サンティール 牝5鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 クビ 28．6
35 シャイントレイル 牝5芦 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：47．51 36．9�
611 ミッキーブラック 牡3鹿 55 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：47．92� 30．5�
23 バレーノロッソ 牡4栗 57 C．ルメール �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 502＋ 81：48．22 10．8�
11 ハ イ ヒ ー ル 牝4鹿 55 川田 将雅石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 17．3�
815	 スリーマキシマム 牡8鹿 57 松田 大作永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 512＋ 21：48．41
 266．4�

（15頭）
714 ゴールドギア 牡4黒鹿57 岩田 康誠有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 66，656，300円 複勝： 93，029，800円 枠連： 37，464，300円
馬連： 155，747，300円 馬単： 61，868，200円 ワイド： 101，314，900円
3連複： 217，329，500円 3連単： 257，247，000円 計： 990，657，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 140円 � 270円 枠 連（4－7） 500円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 270円 �� 620円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 8，580円

票 数

単勝票数 差引計 666563（返還計 520） 的中 � 169569（2番人気）
複勝票数 差引計 930298（返還計 587） 的中 � 187681（2番人気）� 200920（1番人気）� 65474（5番人気）
枠連票数 差引計 374643（返還計 83） 的中 （4－7） 57651（1番人気）
馬連票数 差引計1557473（返還計 2794） 的中 �� 226464（1番人気）
馬単票数 差引計 618682（返還計 868） 的中 �� 42165（2番人気）
ワイド票数 差引計1013149（返還計 1664） 的中 �� 109757（1番人気）�� 39683（4番人気）�� 26219（10番人気）
3連複票数 差引計2173295（返還計 7971） 的中 ��� 77827（3番人気）
3連単票数 差引計2572470（返還計 9229） 的中 ��� 21731（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．5―12．1―12．4―12．0―11．8―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．5―47．6―1：00．0―1：12．0―1：23．8―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスポワール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．21 京都3着

2016．3．24生 牝3栗 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 7戦4勝 賞金 50，960，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 ゴールドギア号は，疾病〔右後挫跖〕のため出走取消。
※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。

２レース目



3104711月10日 晴 良 （1京都5） 第4日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��2，200�第44回エリザベス女王杯（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�

エリザベス女王杯・京都府知事賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 105，000，000円 42，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 10，500，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：09．7
2：09．7
2：11．2

良
良
良

12 ラッキーライラック 牝4栗 56 C．スミヨン �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 518－ 42：14．1 5．4�
（仏）

36 クロコスミア 牝6黒鹿56 藤岡 佑介大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 448＋ 62：14．31� 23．1�
611 ラヴズオンリーユー 牝3鹿 54 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472＋16 〃 クビ 2．5�
612 センテリュオ 牝4鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464－ 42：14．4クビ 20．8�
48 クロノジェネシス 牝3芦 54 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 クビ 3．5	
817 サ ラ キ ア 牝4鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 448－ 22：14．5クビ 57．1

816 スカーレットカラー 牝4鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋142：14．71� 7．7�
59 アルメリアブルーム 牝5鹿 56 武 豊 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 442＋ 22：14．8クビ 108．8�
713 サトノガーネット 牝4黒鹿56 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 22：14．9	 84．0
510 フロンテアクイーン 牝6鹿 56 津村 明秀三協ファーム� 国枝 栄 浦河 林 孝輝 472－ 4 〃 クビ 65．2�
24 ウラヌスチャーム 牝4黒鹿56 O．マーフィー �G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：15．11� 21．3�

（英）

714 ゴージャスランチ 牝4黒鹿56 幸 英明吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 506－ 62：15．31� 126．7�
47 
 レイホーロマンス 牝6鹿 56 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 432＋ 42：15．51 393．7�
818 レッドランディーニ 牝4青 56 池添 謙一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 クビ 199．7�
23 シャドウディーヴァ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 アタマ 72．4�
35 ポンデザール 牝4黒鹿56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484－ 82：15．81	 44．3�
715
 ミスマンマミーア 牝4栗 56 浜中 俊吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 466－ 22：16．01� 166．3�
11 ブライトムーン 牝5黒鹿56 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 22：16．21� 137．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 683，709，700円 複勝： 693，038，500円 枠連： 411，604，600円 馬連： 2，038，226，700円 馬単： 861，897，000円
ワイド： 1，081，827，300円 3連複： 3，502，217，900円 3連単： 5，717，564，300円 5重勝： 538，314，900円 計： 15，528，400，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 330円 � 140円 枠 連（1－3） 2，600円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 970円 �� 430円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 26，480円

5 重 勝
対象競走：東京10R／京都10R／福島11R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 8，971，910円

票 数

単勝票数 計6837097 的中 � 1011708（3番人気）
複勝票数 計6930385 的中 � 920051（3番人気）� 425154（5番人気）� 1545948（1番人気）
枠連票数 計4116046 的中 （1－3） 122607（10番人気）
馬連票数 計20382267 的中 �� 466474（11番人気）
馬単票数 計8618970 的中 �� 118627（18番人気）
ワイド票数 計10818273 的中 �� 274024（11番人気）�� 695349（3番人気）�� 284409（9番人気）
3連複票数 計35022179 的中 ��� 645675（9番人気）
3連単票数 計57175643 的中 ��� 156528（72番人気）
5重勝票数 差引計5383149（返還計 11758） 的中 ����� 42

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．3―37．6―50．3―1：02．8―1：15．6―1：27．9―1：39．5―1：51．0―2：02．4

コーナー
通過順位

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

2
4

6－11（10，17，12）（8，16）（2，9）13（5，18）－4（3，7）（1，14）－15
6＝11（10，12）（8，17，16）2（5，9）（18，4）（3，13）（7，14）1，15

勝馬の
紹 介

ラッキーライラック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Flower Alley デビュー 2017．8．20 新潟1着

2015．4．3生 牝4栗 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 12戦5勝 賞金 400，739，000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。

3104811月10日 晴 良 （1京都5） 第4日 第12競走 ��
��1，400�ドンカスターカップ

発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

ドンカスター競馬場賞（1着）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

48 スズカフェスタ 牡4栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 508＋ 41：23．9 21．5�
815 ケイアイターコイズ 牡3芦 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 518＋ 81：24．0� 5．3�
816 ヨドノビクトリー 牡5鹿 57 松山 弘平海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 494＋ 21：24．53 45．0�
510 サンライズカラマ 牡5栗 57 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B500± 0 〃 アタマ 5．2�
36 セ ラ ピ ア 牝3芦 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 アタマ 2．6�
47 ヨ ハ ン 牡3鹿 56 古川 吉洋サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 430＋ 2 〃 クビ 20．8�
24 アスターソード 牡4鹿 57 O．マーフィー 加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 460＋ 61：24．82 5．8	

（英）

23 ワンダーレアリサル 牝5鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 480＋10 〃 ハナ 257．8

11 バ レ ー ロ 	5黒鹿57 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B486＋ 61：25．22 15．7�
59 ホウオウライジン 牡3栗 56 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：25．3� 12．2
714 クリノキング 	5栗 57 菱田 裕二栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B480± 01：25．4
 221．3�
713� サンシャーロット 牝5栗 55 川島 信二 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 454－ 41：25．61 141．3�
612 マ リ エ ラ 牡6鹿 57 藤岡 佑介栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 540＋ 2 〃 クビ 64．7�
12 � マヤノフロスティ 牡4芦 57 松若 風馬田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 510－ 41：25．7
 80．3�
611� ジャスパーモア 牝4青鹿55 斎藤 新加藤 和夫氏 森 秀行 米

Joseph Duffel,
Richard Reed &
Tiffany Zammit

510＋13 〃 ハナ 106．6�
35 ザ ク イ ー ン 牝5黒鹿55 藤岡 康太�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 179．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 113，365，500円 複勝： 124，917，700円 枠連： 56，330，400円
馬連： 238，491，600円 馬単： 105，039，200円 ワイド： 164，014，000円
3連複： 354，495，500円 3連単： 516，264，700円 計： 1，672，918，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 530円 � 220円 � 780円 枠 連（4－8） 2，350円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 13，270円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 5，880円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 47，580円 3 連 単 ��� 293，560円

票 数

単勝票数 計1133655 的中 � 42085（8番人気）
複勝票数 計1249177 的中 � 56767（8番人気）� 181904（2番人気）� 36743（9番人気）
枠連票数 計 563304 的中 （4－8） 18561（11番人気）
馬連票数 計2384916 的中 �� 36595（18番人気）
馬単票数 計1050392 的中 �� 5936（41番人気）
ワイド票数 計1640140 的中 �� 24998（20番人気）�� 7094（40番人気）�� 13864（28番人気）
3連複票数 計3544955 的中 ��� 5587（105番人気）
3連単票数 計5162647 的中 ��� 1275（592番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．5―47．6―59．4―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカフェスタ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．2．10 京都8着

2015．3．27生 牡4栗 母 ディアマンボウ 母母 ラッシュトゥウィン 14戦3勝 賞金 37，064，000円
〔発走状況〕 ジャスパーモア号は，発走地点への集合に遅れたため発走時刻3分遅延。
※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。

５レース目



（1京都5）第4日 11月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

386，670，000円
2，590，000円
28，950，000円
6，770，000円
47，930，000円
7，500，000円
74，251，500円
5，060，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
1，223，375，600円
1，406，364，700円
631，117，700円
2，994，998，900円
1，310，403，800円
1，754，648，500円
4，862，158，400円
7，610，385，000円
538，314，900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
5 重 勝
計 22，331，767，500円

総入場人員 50，150名 （有料入場人員 36，078名）
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