
2806110月25日 晴 稍重 （2京都4） 第6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 5，100，000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
1：11．0
1：10．2

重
不良

67 スギノマジェスティ 牡2栗 55 池添 謙一杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 452＋ 21：12．1 2．2�
812 サトノアポロン 牡2鹿 55 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478－ 6 〃 クビ 3．8�
79 ランドボルケーノ 牡2黒鹿55 坂井 瑠星木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 468－ 81：12．2� 7．2�
811 アルーブルト 牡2鹿 55 幸 英明ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 450－101：12．51� 42．5�
710 インゴットバード 牡2鹿 55 武 豊小島 吉彦氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 490－ 61：12．6� 8．9�
56 ウォーターパフィン 牝2鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 488± 01：13．55 57．3	
22 シ ゲ ル リ ジ 牝2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 458－ 41：14．03 9．3

44 タガノミューコ 牝2黒鹿54 和田 竜二八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460± 01：14．21� 24．0�
68 スマートディアナ 牝2栗 54 松山 弘平大川 徹氏 小崎 憲 浦河 杵臼牧場 436－ 41：14．73 62．5�
55 クールビスマルク 牡2鹿 55 国分 優作川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 456± 01：15．65 187．5
33 シゲルリジチョウ 牡2黒鹿55 太宰 啓介森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 田中 裕之 468＋ 6 〃 アタマ 110．0�
11 ゴールドクルーガー 牡2鹿 55 藤懸 貴志菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 長浜牧場 416＋ 41：15．7クビ 275．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，382，500円 複勝： 48，942，000円 枠連： 10，017，700円
馬連： 58，272，100円 馬単： 28，501，300円 ワイド： 48，950，400円
3連複： 88，487，500円 3連単： 108，635，700円 計： 431，189，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（6－8） 370円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 190円 �� 360円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 393825 的中 � 148810（1番人気）
複勝票数 計 489420 的中 � 137014（1番人気）� 112432（2番人気）� 56468（5番人気）
枠連票数 計 100177 的中 （6－8） 20892（1番人気）
馬連票数 計 582721 的中 �� 113976（1番人気）
馬単票数 計 285013 的中 �� 30229（1番人気）
ワイド票数 計 489504 的中 �� 75997（1番人気）�� 31899（4番人気）�� 22379（7番人気）
3連複票数 計 884875 的中 ��� 64497（3番人気）
3連単票数 計1086357 的中 ��� 21972（4番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．1―12．0―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．6―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スギノマジェスティ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．9．12 中京12着

2018．4．22生 牡2栗 母 シャイニングピアス 母母 フォーシングビッド 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔騎手変更〕 サトノアポロン号の騎手三浦皇成は，病気のため岩田康誠に変更。

2806210月25日 晴 良 （2京都4） 第6日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時35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
1：20．5
1：20．3

良
良

817 スーパーホープ 牡2黒鹿55 C．ルメール 青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 512＋121：23．5 3．2�
11 エアシュラブ 牝2鹿 54 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 490－ 41：23．71� 4．2�
714 ライブリーキング 牡2栗 55 中井 裕二加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 小野 秀治 448± 01：23．8� 21．4�
48 タイセイブレイズ 牡2鹿 55 岩田 康誠田中 成奉氏 森田 直行 浦河 秋場牧場 456＋ 41：23．9� 32．7�
35 ライトニングホーク 牝2黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 454＋ 61：24．0� 8．0	
23 サ ト ノ ア イ 牝2青鹿54 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 416± 01：24．1クビ 6．4

818 ノーブルアイランド 牡2青鹿55 川又 賢治吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 白井牧場 470± 01：24．2� 436．4�
47 トーカイキング 牡2栗 55 松山 弘平田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 442＋ 4 〃 ハナ 14．2�
816 タガノスペルノヴァ 牡2青鹿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 430＋ 61：24．3クビ 14．1
715 ビップレックス 牡2鹿 55 坂井 瑠星鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：24．83 230．0�
611 ゴールドマイヤー 牡2栗 55 太宰 啓介大戸 志浦氏 渡辺 薫彦 浦河 田中スタッド 428± 0 〃 クビ 141．5�
510 ケ イ セ ブ ン 牡2鹿 55 藤井勘一郎武田 敏也氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 424＋ 41：24．9� 263．5�
713 ローゼライト 牝2鹿 54 戸崎 圭太中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 430± 01：25．11� 21．0�
36 テイエムトッキュウ 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 478＋12 〃 ハナ 87．9�
24 エリカシャンス 牝2青鹿54 北村 友一三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456－ 21：25．2� 28．9�
612 ラ ブ ム ー ン 牝2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 426＋121：25．52 488．0�
59 サヴァビアン 牡2栗 55 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 41：25．71� 31．2�
12 バールベック 牝2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 41：26．97 187．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 51，044，000円 複勝： 69，261，300円 枠連： 16，149，700円
馬連： 74，005，000円 馬単： 28，460，600円 ワイド： 73，805，900円
3連複： 127，143，600円 3連単： 107，697，400円 計： 547，567，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 150円 � 330円 枠 連（1－8） 650円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，020円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 21，530円

票 数

単勝票数 計 510440 的中 � 131052（1番人気）
複勝票数 計 692613 的中 � 137899（1番人気）� 129517（2番人気）� 39687（7番人気）
枠連票数 計 161497 的中 （1－8） 19073（1番人気）
馬連票数 計 740050 的中 �� 67691（1番人気）
馬単票数 計 284606 的中 �� 14116（1番人気）
ワイド票数 計 738059 的中 �� 55951（1番人気）�� 17806（9番人気）�� 10658（20番人気）
3連複票数 計1271436 的中 ��� 15457（14番人気）
3連単票数 計1076974 的中 ��� 3625（44番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．3―12．3―12．0―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．6―47．9―59．9―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スーパーホープ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Kendargent デビュー 2020．6．21 東京4着

2018．2．19生 牡2黒鹿 母 ケ ン ホ ー プ 母母 Bedford Hope 4戦1勝 賞金 9，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バールベック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月25日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モーガン号

第４回 京都競馬 第６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



2806310月25日 晴 稍重 （2京都4） 第6日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11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 メイショウオキビ 牡2栗 55
54 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 494＋ 61：52．9 6．8�

89 メイショウキリモン 牡2栗 55
54 ☆団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 474＋ 21：53．32� 2．0�

22 バージョンアップ 牝2栗 54 酒井 学高橋 宏弥氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 474－ 21：54．04 4．6�
33 シルヴェスター 牡2栗 55 坂井 瑠星�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 504＋181：54．21� 22．6�
77 エーティーゴーオー 牡2栗 55 国分 恭介荒木 徹氏 木原 一良 浦河 辻 牧場 482± 01：54．51� 129．7�
66 タマモネックタイ 牡2鹿 55 藤懸 貴志タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 466－ 21：55．03 8．6	
810 インフィオラータ 牝2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490＋ 41：55．74 53．9


78 ジューンゴゼン 牝2芦 54 国分 優作吉川 潤氏 坂口 智康 新ひだか 高橋フアーム 456± 01：58．0大差 127．9�
11 サンデージャック 牡2青鹿55 松山 弘平杉野 公彦氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：02．2大差 6．8�
44 プロペラシャフト 牡2鹿 55 田中 健玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 488－ 2 〃 クビ 227．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，001，400円 複勝： 39，291，100円 枠連： 7，072，200円
馬連： 43，475，300円 馬単： 26，519，900円 ワイド： 36，180，500円
3連複： 60，356，000円 3連単： 110，337，600円 計： 362，234，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 210円 �� 300円 �� 190円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 3，670円

票 数

単勝票数 計 390014 的中 � 48160（4番人気）
複勝票数 計 392911 的中 � 46850（3番人気）� 173959（1番人気）� 65140（2番人気）
枠連票数 計 70722 的中 （5－8） 11565（2番人気）
馬連票数 計 434753 的中 �� 67841（2番人気）
馬単票数 計 265199 的中 �� 13199（6番人気）
ワイド票数 計 361805 的中 �� 45495（2番人気）�� 27231（5番人気）�� 52546（1番人気）
3連複票数 計 603560 的中 ��� 86096（1番人気）
3連単票数 計1103376 的中 ��� 21770（8番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．4―12．9―13．1―12．9―12．6―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―35．6―48．5―1：01．6―1：14．5―1：27．1―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウオキビ �
�
父 トウケイヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．8．29 小倉15着

2018．4．11生 牡2栗 母 ブーケドレーヌ 母母 プリンセスシラオキ 4戦1勝 賞金 5，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジューンゴゼン号・サンデージャック号・プロペラシャフト号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和2年11月25日まで平地競走に出走できない。

2806410月25日 晴 良 （2京都4） 第6日 第4競走 ��1，600�2歳新馬
発走11時35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
1：32．3
1：32．3

良
良

612 サ ナ テ ィ オ 牝2鹿 54 C．ルメール 前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 402 ―1：37．5 4．3�

47 タガノディアーナ 牝2青鹿54 太宰 啓介八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434 ―1：37．6� 20．7�

12 ミスフィガロ 牝2鹿 54 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 406 ―1：37．7クビ 3．2�

59 メイショウサイウン 牝2鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 434 ―1：37．8� 166．2�
816 ボタンザクラ 牝2青鹿54 和田 竜二森中 啓子氏 渡辺 薫彦 新冠 中央牧場 430 ―1：38．01� 56．6�

（シゲルピンクサクラ）

818 トーホウロゼリア 牝2鹿 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 458 ―1：38．1� 21．0	
48 ブールアネージュ 牝2鹿 54 中井 裕二 
社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428 ―1：38．2� 27．2�
715 レスプロンディール 牝2栗 54 丸山 元気中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 462 ―1：38．3クビ 11．0�
611 デイジームーン 牝2栗 54 秋山真一郎
大樹ファーム 谷 潔 日高 千葉飯田牧場 428 ―1：38．4� 375．0
23 ソノラメンテ 牝2栗 54 川須 栄彦 �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 458 ―1：38．71� 47．4�
24 セカンドワルツ 牝2栗 54 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 クビ 93．1�
36 ヴィッカース 牝2黒鹿54 池添 謙一吉田 照哉氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 468 ―1：38．91� 28．2�
11 リアンペスカ 牝2黒鹿54 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 456 ―1：39．0� 92．0�
714 ナンヨーアイボリー 牝2鹿 54 M．デムーロ中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 406 ―1：39．21� 29．5�
35 メイプルリズム 牝2鹿 54 松山 弘平飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 432 ― 〃 クビ 3．6�
713 ラガーナギクイーン 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 440 ―1：39．3クビ 152．6�
510 コスモエンデ 牝2栗 54 津村 明秀 
ビッグレッドファーム 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 426 ―1：39．94 104．8�
817 パステルリズム 牝2黒鹿54 酒井 学松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 462 ―1：41．28 215．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，434，400円 複勝： 45，182，200円 枠連： 12，491，500円
馬連： 54，773，100円 馬単： 25，316，600円 ワイド： 48，751，700円
3連複： 82，871，500円 3連単： 86，382，600円 計： 397，203，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 330円 � 160円 枠 連（4－6） 3，030円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 7，900円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 340円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 32，510円

票 数

単勝票数 計 414344 的中 � 79604（3番人気）
複勝票数 計 451822 的中 � 66429（3番人気）� 28354（5番人気）� 88760（2番人気）
枠連票数 計 124915 的中 （4－6） 3190（13番人気）
馬連票数 計 547731 的中 �� 8693（16番人気）
馬単票数 計 253166 的中 �� 2402（24番人気）
ワイド票数 計 487517 的中 �� 9368（15番人気）�� 40812（2番人気）�� 12331（6番人気）
3連複票数 計 828715 的中 ��� 12611（12番人気）
3連単票数 計 863826 的中 ��� 1926（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．8―48．5―1：00．8―1：13．1―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 ・（11，15）17（3，4）16（12，18）（6，1，8）（5，10）（2，9）7－13，14 4 ・（11，15）16（3，4，17）18，12，1（8，10）（6，7）（5，2，9）＝（14，13）

勝馬の
紹 介

サ ナ テ ィ オ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2018．3．27生 牝2鹿 母 ケープジャスミン 母母 シェイクハンド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 サナティオ号の騎手三浦皇成は，病気のためC．ルメールに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 オウケンビリュウ号・グッドイヤー号・サイキユイコウル号・スカーレットスカイ号・タイニーロマンス号・

デアリングウーマン号・ビルボードクィーン号・ブラックジュエリー号・ララクリスティーヌ号



2806510月25日 晴 良 （2京都4） 第6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

713 シャフリヤール 牡2黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450 ―1：49．9 2．3�
714 ヴ ィ ヴ ァ ン 牡2栗 55 武 豊�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484 ― 〃 クビ 2．8�
48 サンライズゴラッソ 牡2鹿 55 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 498 ―1：50．64 18．7�
47 イッツユアタイム 牝2鹿 54 戸崎 圭太ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 452 ―1：51．13 38．4�
11 アンセーニュ 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 420 ―1：51．31� 5．7	
612 アレレブルー 牡2黒鹿55 松若 風馬程田 真司氏 杉山 晴紀 浦河 有限会社

吉田ファーム 448 ―1：51．5� 87．5

817 ヒルノベルモンタ 牡2鹿 55 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 468 ― 〃 クビ 14．9�
35 ウインヴァカンス 牝2栗 54 川又 賢治�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 460 ―1：51．6	 176．8�
510 マイネルクハージュ 牡2黒鹿55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 柏木 一則 440 ―1：51．91� 67．5
816
 ジャスパードリーム 牡2栗 55 丸山 元気加藤 和夫氏 森 秀行 米 G. Watts

Humphrey Jr. 526 ― 〃 クビ 202．8�
611 テイエムリオン 牡2黒鹿55 内田 博幸竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 山田 政宏 474 ―1：52．0� 346．9�
59 
 モズトレジャー 牝2栗 54 松山 弘平 �キャピタル・システム 森田 直行 米 Siena

Farms LLC 472 ―1：52．31� 95．7�
23 ニホンピロコール 牡2黒鹿55 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 478 ―1：52．5� 158．8�
818 メガキャット 牝2栗 54 和田 竜二中村 智幸氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 518 ― 〃 クビ 111．4�
24 ニホンピロハーバー 牡2黒鹿55 柴田 未崎小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 466 ―1：52．6� 198．0�
715 クリノドラゴン 牡2栗 55 国分 恭介栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 日高 宝寄山 拓樹 476 ―1：53．23	 382．7�
36 メイショウヤマツミ 牡2鹿 55 岩田 康誠松本 好雄氏 庄野 靖志 新ひだか 水上 習孝 528 ―1：53．83	 188．1�
12 キングタロウ 牡2栗 55 酒井 学天野 克彦氏 石坂 公一 新ひだか 三石川上牧場 462 ―1：55．5大差 306．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，386，700円 複勝： 43，586，300円 枠連： 15，736，400円
馬連： 51，808，900円 馬単： 29，540，800円 ワイド： 48，144，800円
3連複： 88，934，400円 3連単： 111，819，300円 計： 440，957，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 230円 枠 連（7－7） 260円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 160円 �� 580円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 513867 的中 � 186175（1番人気）
複勝票数 計 435863 的中 � 133100（1番人気）� 96955（2番人気）� 29756（5番人気）
枠連票数 計 157364 的中 （7－7） 46117（1番人気）
馬連票数 計 518089 的中 �� 145324（1番人気）
馬単票数 計 295408 的中 �� 46620（1番人気）
ワイド票数 計 481448 的中 �� 105686（1番人気）�� 17391（6番人気）�� 16432（7番人気）
3連複票数 計 889344 的中 ��� 54384（3番人気）
3連単票数 計1118193 的中 ��� 23147（7番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．8―13．2―12．7―11．9―11．6―11．5

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―1：02．2―1：14．9―1：26．8―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．0
3 ・（9，12）（6，1，14）（4，5，13）7（10，8）（17，16）（2，11）（3，18）－15 4 ・（9，12）14（1，13）（6，5，8）17（4，7，16）10，11（3，18）－（2，15）

勝馬の
紹 介

シャフリヤール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai 初出走

2018．4．13生 牡2黒鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 イッツユアタイム号の騎手三浦皇成は，病気のため戸崎圭太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングタロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月25日まで平地競走

に出走できない。

2806610月25日 晴 良 （2京都4） 第6日 第6競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走12時55分 （500万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：31．3
1：30．3

良
良

46 サンディレクション 牡4鹿 57 酒井 学 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 478－ 21：35．2 45．6�

59 アトリビュート 牝3鹿 53 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 442＋ 6 〃 アタマ 7．9�
611 アウサンガテ 牡3鹿 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 ハナ 3．6�
35 � エアファンディタ 牡3黒鹿55 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

462＋16 〃 ハナ 2．4�
34 ヤマニンマヒア 牡4黒鹿57 和田 竜二土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 454± 01：35．41	 7．8	
814 プティシュシュ 牝3青鹿 53

52 ☆団野 大成小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 450＋ 21：35．5
 29．8

22 ダンツガゼール 牝3青鹿53 丸山 元気山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 466＋ 4 〃 ハナ 123．0�
47 ディキシークイーン 牝3鹿 53 藤岡 佑介寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 480＋ 21：35．82 14．2�
815 ヒルノエドワード 牡3黒鹿55 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 476－ 81：35．9クビ 25．2
58 カ ケ ル 牡3鹿 55 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 482± 01：36．11	 21．5�
23 グレースオブナイル 牝3鹿 53 松若 風馬 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 446＋16 〃 アタマ 32．1�
712 レッドラトゥール �3鹿 55 松山 弘平 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 B476＋ 8 〃 クビ 27．5�
610� ムーンオブバローダ 牡4栗 57 津村 明秀 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 506＋121：36．31 80．8�
713 ウェイヴァリー 牡3鹿 55 藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋ 31：36．83 228．0�
11 � ホウオウソルジャー 牡4芦 57 川島 信二小笹 芳央氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 472± 01：37．54 79．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，551，200円 複勝： 75，168，700円 枠連： 12，260，200円
馬連： 82，669，200円 馬単： 32，686，900円 ワイド： 70，404，200円
3連複： 117，221，200円 3連単： 134，852，300円 計： 573，813，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，560円 複 勝 � 1，050円 � 300円 � 180円 枠 連（4－5） 2，720円

馬 連 �� 15，600円 馬 単 �� 38，910円

ワ イ ド �� 4，400円 �� 4，330円 �� 810円

3 連 複 ��� 32，470円 3 連 単 ��� 394，220円

票 数

単勝票数 計 485512 的中 � 8506（11番人気）
複勝票数 計 751687 的中 � 14555（11番人気）� 63331（5番人気）� 141066（2番人気）
枠連票数 計 122602 的中 （4－5） 3482（11番人気）
馬連票数 計 826692 的中 �� 4105（40番人気）
馬単票数 計 326869 的中 �� 630（89番人気）
ワイド票数 計 704042 的中 �� 4012（41番人気）�� 4081（40番人気）�� 23563（7番人気）
3連複票数 計1172212 的中 ��� 2707（89番人気）
3連単票数 計1348523 的中 ��� 248（759番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．4―11．6―11．6―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．5―47．9―59．5―1：11．1―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンディレクション �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．9．22 中山3着

2016．5．1生 牡4鹿 母 ヴンダーゾンネ 母母 キョウエイタイヨウ 18戦2勝 賞金 20，060，000円



2806710月25日 晴 稍重 （2京都4） 第6日 第7競走 ��1，900�3歳以上2勝クラス
発走13時25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 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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

33 カフジキング 牡7鹿 57 武 豊加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 464± 01：58．4 3．2�
55 モーニングサン 牡4鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 B468＋ 21：58．93 5．6�
79 エピキュール 牡3黒鹿55 C．ルメール 江馬 由将氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 508－ 81：59．0� 2．3�
78 ダイシンカローリ 牡5栗 57 中井 裕二大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 518± 0 〃 クビ 100．8�
44 スパイクナード 牝6黒鹿 55

54 ☆団野 大成前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452＋ 41：59．1クビ 16．9�

11 グレンマクナス 牡6鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 516－101：59．63 10．6	
22 クリノカポネ �5鹿 57 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 450＋ 41：59．7� 35．6

810 キングフォルテ 牡5鹿 57

54 ▲泉谷 楓真平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 526＋ 42：00．33� 13．2�
67 ビオレイメル 牝4栗 55 松山 弘平ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 474＋ 42：00．4クビ 20．5�
66 メイショウアステカ 牝4黒鹿55 秋山真一郎松本 好氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 506－ 22：00．5� 42．6�
811 ヒルノアトラーニ 牡6青鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 522＋ 22：01．56 197．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，844，000円 複勝： 40，636，300円 枠連： 9，557，600円
馬連： 59，550，000円 馬単： 31，022，200円 ワイド： 49，640，200円
3連複： 84，440，000円 3連単： 121，708，700円 計： 433，399，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 170円 � 120円 枠 連（3－5） 1，210円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 340円 �� 170円 �� 300円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 368440 的中 � 90122（2番人気）
複勝票数 計 406363 的中 � 97289（2番人気）� 47596（3番人気）� 98455（1番人気）
枠連票数 計 95576 的中 （3－5） 6114（6番人気）
馬連票数 計 595500 的中 �� 39480（3番人気）
馬単票数 計 310222 的中 �� 9789（8番人気）
ワイド票数 計 496402 的中 �� 32201（4番人気）�� 89118（1番人気）�� 37947（2番人気）
3連複票数 計 844400 的中 ��� 77422（1番人気）
3連単票数 計1217087 的中 ��� 15410（11番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．1―13．1―12．7―12．6―12．0―12．4―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．1―30．2―43．3―56．0―1：08．6―1：20．6―1：33．0―1：45．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジキング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．9．20 阪神3着

2013．5．2生 牡7鹿 母 ダンスオブザマンボ 母母 Ballerina 48戦4勝 賞金 150，238，000円

2806810月25日 晴 稍重 （2京都4） 第6日 第8競走 ��
��1，400�な で し こ 賞

発走13時55分 （ダート・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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．3
1：23．0

不良
重

44 ゼンノアンジュ 牝2鹿 54 岩田 康誠大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 500± 01：23．3 10．3�
66 ミスズグランドオー 牡2栗 55 C．ルメール 永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480± 01：24．25 5．7�
33 プレジールミノル 牡2栗 55 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 6 〃 アタマ 44．0�
22 テイエムマジック 牡2栗 55 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 梅田牧場 496－ 21：24．41� 15．7�
11 ブラックアーメット 牡2黒鹿55 武 豊窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 488－ 61：24．5クビ 5．1�
55 レディステディゴー 牡2鹿 55 北村 友一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 502＋ 6 〃 クビ 52．3	
810 カレンロマチェンコ 牡2鹿 55 松山 弘平鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 458＋ 61：25．03 7．7

67 ディオスクーロイ 牡2栗 55 川須 栄彦野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 杵臼牧場 486± 01：25．42� 15．6�
78 ユイノチャッキー 牡2栗 55 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 504＋14 〃 クビ 68．9�
79 レッドソルダード 牡2黒鹿55 川田 将雅 東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：26．88 2．4�

（10頭）
811 クインズメリッサ 牝2鹿 54 川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 456± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 54，328，400円 複勝： 66，486，000円 枠連： 12，811，400円
馬連： 69，927，900円 馬単： 30，951，500円 ワイド： 53，704，700円
3連複： 82，377，500円 3連単： 104，125，200円 計： 474，712，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 290円 � 200円 � 760円 枠 連（4－6） 2，070円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，620円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 16，240円 3 連 単 ��� 79，880円

票 数

単勝票数 差引計 543284（返還計 63654） 的中 � 44558（5番人気）
複勝票数 差引計 664860（返還計 82070） 的中 � 58859（5番人気）� 104671（3番人気）� 18789（8番人気）
枠連票数 差引計 128114（返還計 3170） 的中 （4－6） 4781（8番人気）
馬連票数 差引計 699279（返還計157716） 的中 �� 20785（10番人気）
馬単票数 差引計 309515（返還計 72303） 的中 �� 4311（22番人気）
ワイド票数 差引計 537047（返還計129605） 的中 �� 17509（10番人気）�� 5139（28番人気）�� 6749（23番人気）
3連複票数 差引計 823775（返還計329760） 的中 ��� 3803（50番人気）
3連単票数 差引計1041252（返還計420252） 的中 ��� 945（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．3―47．4―59．2―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 4，6（3，2，7）10，5，1，9，8 4 ・（4，6）（3，2，7）10，5，1（8，9）

勝馬の
紹 介

ゼンノアンジュ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Bertolini デビュー 2020．7．12 阪神5着

2018．3．2生 牝2鹿 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 3戦2勝 賞金 16，131，000円
〔競走除外〕 クインズメリッサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右前球節部挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クインズメリッサ号は，令和2年10月26日から令和2年11月24日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。



2806910月25日 晴 良 （2京都4） 第6日 第9競走 ��
��2，200�

な る た き

鳴 滝 特 別
発走14時25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54�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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．7

良
良

57 ヒートオンビート 牡3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 470＋ 22：14．4 4．7�
33 オールザワールド 牡3鹿 54 松山 弘平前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 474＋102：14．61 38．3�
45 エンデュミオン 牡3黒鹿54 秋山真一郎�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 448＋ 6 〃 アタマ 7．6�
11 フライライクバード 牡3黒鹿54 福永 祐一窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－10 〃 ハナ 2．4�
813 ル リ ア ン 牡3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 512－ 42：14．81� 5．4�
68 アイアンバローズ 牡3鹿 54 池添 謙一猪熊 広次氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：15．11	 12．9	
711 ダノングレーター 牡4黒鹿57 松若 風馬
ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－ 22：15．63 161．1�
69 リ ノ キ ア ナ 牝3鹿 52 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 432＋ 22：15．7� 38．4�
812 ラインハイト 牡3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468－ 42：15．8	 6．4
22 グラディーヴァ 牝4鹿 55 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458－ 22：16．01
 111．9�
56 トウカイデュエル 牡3鹿 54 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 平取 二風谷ファーム 462－ 22：16．21 259．2�
44 ルックスマート 牡5鹿 57 戸崎 圭太平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 478－ 62：16．62� 110．6�
710 サトノゴールド 牡3芦 54 川島 信二 
サトミホースカンパニー 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B464＋ 62：16．81
 115．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 75，076，700円 複勝： 117，593，100円 枠連： 23，251，900円
馬連： 121，108，800円 馬単： 51，146，700円 ワイド： 92，914，800円
3連複： 179，445，500円 3連単： 219，438，100円 計： 879，975，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 760円 � 250円 枠 連（3－5） 7，330円

馬 連 �� 7，540円 馬 単 �� 11，010円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 690円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 13，950円 3 連 単 ��� 91，690円

票 数

単勝票数 計 750767 的中 � 127196（2番人気）
複勝票数 計1175931 的中 � 234470（2番人気）� 30567（8番人気）� 122141（5番人気）
枠連票数 計 232519 的中 （3－5） 2458（15番人気）
馬連票数 計1211088 的中 �� 12446（21番人気）
馬単票数 計 511467 的中 �� 3484（35番人気）
ワイド票数 計 929148 的中 �� 10640（21番人気）�� 36399（9番人気）�� 7479（25番人気）
3連複票数 計1794455 的中 ��� 9642（42番人気）
3連単票数 計2194381 的中 ��� 1735（243番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．9―12．9―12．7―12．6―12．6―12．0―11．3―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．0―36．9―49．8―1：02．5―1：15．1―1：27．7―1：39．7―1：51．0―2：02．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒートオンビート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．12．15 阪神2着

2017．3．24生 牡3鹿 母 マルセリーナ 母母 マ ル バ イ ユ 9戦3勝 賞金 46，405，000円
〔制裁〕 エンデュミオン号の騎手秋山真一郎は，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：9番・

2番・6番）

2807010月25日 晴 良 （2京都4） 第6日 第10競走 ��
��1，200�

かつらがわ

桂川ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．10．19以降2．10．18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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

818 コンパウンダー 牡5黒鹿54 武 豊ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460＋ 21：09．7 9．0�

714 ファーストフォリオ 牝3栗 52 北村 友一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434－141：09．8� 4．4�
713� ショウナンアリアナ 牝4鹿 53 戸崎 圭太国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 428－ 61：10．01 8．9�
47 ジュランビル 牝4黒鹿54 松若 風馬村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 472± 01：10．42� 5．9�
715 スカイパッション 牝8栗 50 酒井 学小林都美子氏 新谷 功一 日高 下河辺牧場 472＋ 21：10．5� 33．7�
35 グッドジュエリー 牝5芦 53 幸 英明長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 462－ 21：10．6	 12．8	
24 ワールドフォーラブ 牝6黒鹿53 団野 大成 
吉澤ホールディングス 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 476± 0 〃 ハナ 21．3�
816
 ファストフォース 牡4黒鹿55 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 536＋ 41：10．7クビ 3．8�
36 コロラトゥーレ 牝6鹿 52 川須 栄彦廣崎利洋HD
 梅田 智之 日高 Shall Farm 470＋ 6 〃 クビ 70．9
612 サラドリーム 牝5黒鹿51 泉谷 楓真 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 440－ 41：10．8アタマ 109．8�
11 ムスコローソ 牡5栗 54 津村 明秀落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520－ 2 〃 ハナ 41．2�
510 クラウンルシフェル 牡9栗 51 川島 信二
クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B486± 0 〃 アタマ 256．5�
611� サンノゼテソーロ 牡4芦 54 藤井勘一郎了德寺健二ホール

ディングス
 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

B452－ 81：10．9� 54．3�
817 ナーゲルリング 牝4黒鹿51 森 裕太朗 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 474－ 8 〃 クビ 62．4�
12 シュエットヌーベル 牝6栗 51 藤懸 貴志 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド B462－16 〃 ハナ 55．0�
23 
 マルカテノール 牡6鹿 54 内田 博幸日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 480＋141：11．43 183．7�
59 ア カ ネ サ ス 牝4鹿 53 坂井 瑠星林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B500＋101：12．57 8．9�

（17頭）
48 ファイブフォース 牝6鹿 52 川又 賢治�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 500± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 63，824，600円 複勝： 91，984，600円 枠連： 34，037，400円
馬連： 165，279，800円 馬単： 58，797，300円 ワイド： 114，066，600円
3連複： 252，082，200円 3連単： 264，237，700円 計： 1，044，310，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 270円 � 190円 � 260円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，160円 �� 800円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 28，250円

票 数

単勝票数 差引計 638246（返還計 2738） 的中 � 56198（6番人気）
複勝票数 差引計 919846（返還計 5683） 的中 � 84044（5番人気）� 137532（2番人気）� 88041（4番人気）
枠連票数 差引計 340374（返還計 840） 的中 （7－8） 68236（1番人気）
馬連票数 差引計1652798（返還計 30635） 的中 �� 61408（6番人気）
馬単票数 差引計 587973（返還計 10087） 的中 �� 9470（15番人気）
ワイド票数 差引計1140666（返還計 24711） 的中 �� 33612（9番人気）�� 24910（13番人気）�� 37111（7番人気）
3連複票数 差引計2520822（返還計 91420） 的中 ��� 38891（12番人気）
3連単票数 差引計2642377（返還計103039） 的中 ��� 6780（68番人気）

ハロンタイム 11．9―11．2―11．4―11．8―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．1―34．5―46．3―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．2
3 9－（6，17）（4，16，14）13，7（12，15）（2，11，10）18（3，5）1 4 9（6，17）14（4，16）13（7，12，15，10）（2，11，18）（5，1）3

勝馬の
紹 介

コンパウンダー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Manduro デビュー 2017．10．21 京都2着

2015．3．1生 牡5黒鹿 母 アポセカリー 母母 Sister Maria 23戦4勝 賞金 72，126，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 ファイブフォース号は，疾病〔左前肢跛行〕のため装鞍所で競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ウィズ号・クインズチャパラ号・シセイヒテン号・スターリーステージ号・ナンヨーアミーコ号・ビアイ号

２レース目



2807110月25日 晴 良 （2京都4） 第6日 第11競走 ��
��3，000�第81回菊 花 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

内閣総理大臣賞・朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 120，000，000円 48，000，000円 30，000，000円 18，000，000円 12，000，000円
付 加 賞 27，328，000円 7，808，000円 3，904，000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

3：01．0
3：01．0
3：01．0

良
良
良

23 コントレイル 牡3青鹿57 福永 祐一前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458－ 23：05．5 1．1�

59 アリストテレス 牡3鹿 57 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 クビ 23．0�
510 サトノフラッグ 牡3鹿 57 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490＋ 43：06．13� 34．9�
48 ディープボンド 牡3青鹿57 和田 竜二前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 484－ 63：06．2クビ 51．6�
715 ブラックホール 牡3黒鹿57 藤岡 佑介芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 436－ 8 〃 クビ 116．8�
713 ロバートソンキー 牡3鹿 57 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 470－ 43：06．62 76．7	
36 ヴェルトライゼンデ 牡3黒鹿57 池添 謙一 
サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488± 03：06．92 10．3�
714 ヴ ァ ル コ ス 牡3鹿 57 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 63：07．11� 42．2�
12 ガロアクリーク 牡3鹿 57 川田 将雅水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 498－ 43：07．52� 82．5
611 バ ビ ッ ト 牡3栗 57 内田 博幸宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 大北牧場 450－123：07．6クビ 12．5�
24 マンオブスピリット 牡3鹿 57 M．デムーロホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 クビ 116．6�
35 サトノインプレッサ 牡3黒鹿57 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484± 03：07．81 96．9�
11 ディアマンミノル 牡3栗 57 幸 英明吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 458－ 63：07．9� 109．9�
816	 ターキッシュパレス 牡3青鹿57 富田 暁ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 472＋ 4 〃 クビ 254．4�
47 ダノングロワール 牡3栗 57 北村 友一�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋ 43：08．53� 64．2�
612 レクセランス 牡3鹿 57 松山 弘平 
シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 43：09．24 140．6�
818 ビターエンダー 牡3鹿 57 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 476＋ 23：09．41� 302．1�
817 キメラヴェリテ 牡3黒鹿57 松若 風馬加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B540± 03：11．7大差 324．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 905，588，700円 複勝： 2，301，501，200円 枠連： 451，931，300円 馬連： 1，729，294，100円 馬単： 1，409，104，500円
ワイド： 1，704，179，000円 3連複： 3，587，917，700円 3連単： 9，150，512，200円 5重勝： 1，053，574，100円 計： 22，293，602，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 350円 � 360円 枠 連（2－5） 510円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 530円 �� 550円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 8，740円

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

キャリーオーバー なし����� 84，020円

票 数

単勝票数 計9055887 的中 � 6258900（1番人気）
複勝票数 計23015012 的中 � 18253573（1番人気）� 394555（4番人気）� 369123（6番人気）
枠連票数 計4519313 的中 （2－5） 685189（2番人気）
馬連票数 計17292941 的中 �� 1462614（3番人気）
馬単票数 計14091045 的中 �� 1044859（3番人気）
ワイド票数 計17041790 的中 �� 860982（3番人気）�� 825364（4番人気）�� 145199（24番人気）
3連複票数 計35879177 的中 ��� 704939（10番人気）
3連単票数 計91505122 的中 ��� 758380（21番人気）
5重勝票数 差引計10535741（返還計132020） 的中 ����� 8777

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．7―36．8―50．1―1：02．2―1：14．1―1：27．2―1：39．6―1：52．1―2：04．8―2：17．7―2：29．9

2，600� 2，800�
―2：41．7―2：53．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．8―3F35．6
1
�

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

コントレイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．9．15 阪神1着

2017．4．1生 牡3青鹿 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 7戦7勝 賞金 675，186，000円
〔騎手変更〕 ヴァルコス号の騎手三浦皇成は，病気のため岩田康誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アンティシペイト号・ココロノトウダイ号
（非抽選馬） 9頭 アイアンバローズ号・イロゴトシ号・エンデュミオン号・コロンドール号・サトノゴールド号・

タイセイモンストル号・トウカイデュエル号・ヒートオンビート号・ラインハイト号

2807210月25日 晴 稍重 （2京都4） 第6日 第12競走 ��
��1，400�

き ぶ ね

貴船ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3
歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

23 � テーオーターゲット 牡4黒鹿57 川田 将雅小笹 公也氏 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 510－ 41：23．3 3．6�
35 タガノプレトリア 牡5鹿 57 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 21：23．51	 8．5�
11 イッツクール 牡4栗 57 武 豊久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B476－ 2 〃 クビ 9．1�
816 バーンフライ 牡5黒鹿57 川島 信二�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504－ 61：23．71	 19．9�
59 � ブルーメンクローネ 牝5鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494± 01：24．33
 3．6	
510 ヨドノビクトリー 牡6鹿 57 和田 竜二海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 500－ 21：24．61
 30．3

815 ジュエアトゥー �6栗 57 国分 優作首藤 徳氏 坂口 智康 新ひだか 谷岡牧場 500＋ 61：24．7� 212．4�
24 � スマートドレイク 牡4鹿 57 北村 友一大川 徹氏 村山 明 加

Anderson Farms Ont.
Inc., Rod Ferguson Farms
Ltd & Donald Ferguson

516＋ 6 〃 クビ 127．0�
713 マイネルラック 牡7鹿 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 488＋ 6 〃 ハナ 95．0
611 メイショウミズカゼ 牡6栗 57 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 486＋ 21：25．23 274．0�
12 ゴールドラグーン 牡4栗 57 団野 大成吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 492－ 21：25．3
 18．2�
48 スワーヴアーサー 牡7鹿 57 坂井 瑠星�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 484－12 〃 アタマ 72．3�
612 クリノサンレオ 牡7栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 474＋ 41：25．4
 106．4�
47 タイキサターン 牡5黒鹿57 丸山 元気�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 504＋ 81：26．46 48．2�
36  マラードザレコード �6青鹿57 松若 風馬岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B476＋14 〃 アタマ 19．2�
714� ス パ ー ダ 牡5鹿 57 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Fairlawn
Farm B498＋ 21：26．61
 4．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 146，221，900円 複勝： 185，223，600円 枠連： 54，336，900円
馬連： 288，503，800円 馬単： 118，010，400円 ワイド： 234，719，900円
3連複： 497，314，400円 3連単： 626，746，700円 計： 2，151，077，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 220円 � 260円 枠 連（2－3） 1，340円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 540円 �� 640円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 17，350円

票 数

単勝票数 計1462219 的中 � 322293（1番人気）
複勝票数 計1852236 的中 � 364499（1番人気）� 207210（4番人気）� 159733（5番人気）
枠連票数 計 543369 的中 （2－3） 31200（7番人気）
馬連票数 計2885038 的中 �� 144712（4番人気）
馬単票数 計1180104 的中 �� 34477（7番人気）
ワイド票数 計2347199 的中 �� 116150（4番人気）�� 94908（7番人気）�� 47315（14番人気）
3連複票数 計4973144 的中 ��� 91486（10番人気）
3連単票数 計6267467 的中 ��� 26182（41番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．3―11．8―11．8―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．4―46．2―58．0―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テーオーターゲット �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ

2016．4．18生 牡4黒鹿 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 8戦3勝 賞金 41，578，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 スパーダ号の騎手三浦皇成は，病気のため内田博幸に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 キラーコンテンツ号・コカボムクイーン号・サンタナブルー号・フィールドセンス号・フォルツァエフ号・

メイショウヴォルガ号・メイショウラビエ号・メリーメーキング号・ロイヤルパールス号

５レース目



（2京都4）第6日 10月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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

436，150，000円
8，210，000円
35，580，000円
40，870，000円
53，900，000円
77，102，000円
5，506，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
1，552，684，500円
3，124，856，400円
659，654，200円
2，798，668，000円
1，870，058，700円
2，575，462，700円
5，248，591，500円
11，146，493，500円
1，053，574，100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
5 重 勝
計 30，030，043，600円

総入場人員 1，018名 （有料入場人員 698名）
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