
2801310月6日 晴 良 （1京都4） 第2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

56 フ ィ ニ ア ル 牝2栗 54 国分 恭介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 434＋ 21：13．7 9．6�
710 ライジングペガサス 牡2鹿 55 藤岡 康太竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 木村牧場 466－ 4 〃 クビ 15．1�
79 ビ ア イ 牝2青鹿54 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 474± 01：13．91� 5．8�
33 ベッロコルサ 牡2鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B416± 01：14．11� 5．5�
812 イッツマイビジネス 牡2栗 55

52 ▲亀田 温心清水 義德氏 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 442＋ 61：14．63 21．5�
67 キ キ キ キ ン 牝2栗 54 菱田 裕二内田 玄祥氏 岡田 稲男 日高 原田牧場 438－ 21：14．91� 64．3	
44 テイエムワールド 牡2鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 468＋ 41：15．32� 5．8

11 タマモゼーゼマン 牡2鹿 55 城戸 義政タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 454＋ 81：15．93� 18．3�
55 ゼットハクセン 牡2芦 55 松山 弘平�フォーレスト 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 474± 01：16．32� 138．8
68 ホウオウグラス 牝2鹿 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 408－ 21：16．4� 19．4�
811 フシミパオラー 牝2青鹿 54

51 ▲服部 寿希小林 祐介氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 388＋ 61：16．5� 167．9�
22 レインボーメイプル 牝2鹿 54 松若 風馬大島 豊彦氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 484－ 21：17．88 3．1�
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売 得 金
単勝： 25，285，300円 複勝： 27，601，200円 枠連： 8，809，300円
馬連： 44，010，500円 馬単： 22，434，400円 ワイド： 31，188，700円
3連複： 63，817，600円 3連単： 77，393，000円 計： 300，540，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 260円 � 420円 � 220円 枠 連（5－7） 1，590円

馬 連 �� 6，910円 馬 単 �� 13，620円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 740円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 10，720円 3 連 単 ��� 83，370円

票 数

単勝票数 計 252853 的中 � 22047（5番人気）
複勝票数 計 276012 的中 � 28583（5番人気）� 15075（7番人気）� 36965（4番人気）
枠連票数 計 88093 的中 （5－7） 4282（6番人気）
馬連票数 計 440105 的中 �� 4934（28番人気）
馬単票数 計 224344 的中 �� 1235（54番人気）
ワイド票数 計 311887 的中 �� 4420（26番人気）�� 11189（8番人気）�� 5981（20番人気）
3連複票数 計 638176 的中 ��� 4463（43番人気）
3連単票数 計 773930 的中 ��� 673（311番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．3―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．8―47．1―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ィ ニ ア ル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．9．14 阪神9着

2017．2．23生 牝2栗 母 ジ ー ニ ア ル 母母 プレシャスフラワー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レインボーメイプル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月6日まで平

地競走に出走できない。

2801410月6日 晴 良 （1京都4） 第2日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時35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

510 ダイメイコリーダ 牡2栗 55 池添 謙一宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 466－ 21：54．9 23．5�
611 フレイムウィングス 牡2青鹿55 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋161：55．43 9．3�
24 スマートコマンダー 牡2青鹿55 藤井勘一郎大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 静内山田牧場 476－ 2 〃 クビ 3．4�
59 ペルルドール 牝2栗 54

53 ☆坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 478－ 6 〃 クビ 7．2�
612 パイプライナー 牡2芦 55 松山 弘平 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 502－ 81：56．14 40．6�
48 クリノヴジュアル 牡2栗 55 岩田 康誠栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 474± 01：56．2クビ 12．9	
12 ペ イ ダ ー ト 牡2栗 55 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 482＋ 21：56．83� 14．9

47 ナムラカミカゼ 牡2鹿 55 藤岡 康太奈村 信重氏 村山 明 日高 いとう牧場 470＋ 21：57．22� 68．9�
714 メイショウオーギシ 牡2栗 55 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 478± 01：57．52 33．4�
816 タマモパッション 牝2鹿 54 三浦 皇成タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 478＋ 81：58．35 4．4
815 サマーソルト 牡2栗 55 川島 信二宮川 純造氏 加用 正 浦河 浦河小林牧場 B494－ 41：58．4� 124．1�
35 コンゴウレイワ 牝2栗 54 松若 風馬金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 454＋141：58．71� 80．2�
713 メイケイカガヤキ 牡2芦 55 国分 恭介名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 480＋ 61：59．55 244．5�
36 サワーソップ 牝2栗 54 大野 拓弥�三嶋牧場 高柳 大輔 日高 白井牧場 B434＋ 21：59．6クビ 53．5�
11 ビービージャッカル 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治�坂東牧場 加用 正 新ひだか 高橋 修 496－ 22：00．13 38．4�
23 ワークアウト 牝2黒鹿54 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 青森 石田 英機 462＋ 22：01．37 9．6�
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売 得 金
単勝： 26，277，900円 複勝： 37，814，400円 枠連： 13，122，500円
馬連： 49，985，400円 馬単： 24，033，900円 ワイド： 39，423，700円
3連複： 73，391，500円 3連単： 80，373，000円 計： 344，422，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 620円 � 350円 � 170円 枠 連（5－6） 2，860円

馬 連 �� 7，520円 馬 単 �� 16，350円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 1，360円 �� 740円

3 連 複 ��� 11，470円 3 連 単 ��� 81，840円

票 数

単勝票数 計 262779 的中 � 9457（8番人気）
複勝票数 計 378144 的中 � 12993（8番人気）� 25369（7番人気）� 74111（1番人気）
枠連票数 計 131225 的中 （5－6） 3548（14番人気）
馬連票数 計 499854 的中 �� 5145（26番人気）
馬単票数 計 240339 的中 �� 1102（54番人気）
ワイド票数 計 394237 的中 �� 4135（25番人気）�� 7385（13番人気）�� 14326（8番人気）
3連複票数 計 733915 的中 ��� 4795（33番人気）
3連単票数 計 803730 的中 ��� 712（243番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．0―37．0―49．9―1：02．8―1：15．8―1：28．8―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．1
1
3
5，10（8，12）（11，16）（15，14）（4，9）3，2，7（1，6）－13・（5，10）（12，14）8（11，16）9（15，4）2（7，3）＝6，1，13

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ダイメイコリーダ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 スパイキュール デビュー 2019．7．13 中京6着

2017．4．30生 牡2栗 母 ミラクルフラッグ 母母 ポイントフラッグ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビービージャッカル号・ワークアウト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

11月6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２日



2801510月6日 晴 良 （1京都4） 第2日 第3競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走11時05分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000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

33 ラヴォアドゥース 牝2栃栗54 松山 弘平�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－ 41：35．6 11．9�

89 ア ー ジ オ ン 牝2鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 398＋ 2 〃 ハナ 4．1�
77 ラインハイト 牡2黒鹿55 岩田 康誠 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 クビ 18．4�
88 スターズプレミア 牡2鹿 55 浜中 俊 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 458＋ 61：35．91� 1．9�
22 メイショウボサツ 牡2青鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 452＋ 61：36．11� 5．8	
11 ピエナファリア 牡2黒鹿55 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 ハナ 250．1

44 テ ラ ン ガ 牡2青鹿55 北村 友一寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 466＋ 61：36．31� 75．0�
66 ダンツサトリア 牡2栗 55 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新冠 パカパカ

ファーム 468＋ 6 〃 クビ 48．2�
55 ラストブラッサム 牡2鹿 55 三浦 皇成中村 祐子氏 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 41：36．72	 13．9
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売 得 金
単勝： 45，596，200円 複勝： 66，745，500円 枠連： 9，379，200円
馬連： 43，069，300円 馬単： 29，427，700円 ワイド： 33，684，600円
3連複： 57，111，400円 3連単： 126，033，900円 計： 411，047，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 380円 � 200円 � 540円 枠 連（3－8） 830円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，230円 �� 710円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 32，370円

票 数

単勝票数 計 455962 的中 � 32296（4番人気）
複勝票数 計 667455 的中 � 43046（5番人気）� 106538（2番人気）� 28045（6番人気）
枠連票数 計 93792 的中 （3－8） 8719（4番人気）
馬連票数 計 430693 的中 �� 18667（7番人気）
馬単票数 計 294277 的中 �� 5130（16番人気）
ワイド票数 計 336846 的中 �� 21100（6番人気）�� 6612（13番人気）�� 12119（9番人気）
3連複票数 計 571114 的中 ��� 8148（18番人気）
3連単票数 計1260339 的中 ��� 2822（93番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．8―12．4―12．2―11．9―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．7―48．1―1：00．3―1：12．2―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴォアドゥース �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．6．1 阪神3着

2017．4．11生 牝2栃栗 母 フィーリングトーン 母母 グレースランド 3戦1勝 賞金 7，550，000円

2801610月6日 晴 良 （1京都4） 第2日 第4競走 ��1，800�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
1：51．0
1：50．9

重
不良

47 ダノンアレー 牡2黒鹿55 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 490 ―1：55．1 2．0�
48 カズベナートル 牡2黒鹿55 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 494 ―1：55．2� 45．4�
59 エイシンガネーシャ 牡2栗 55 和田 竜二平井 克彦氏 杉山 晴紀 浦河 栄進牧場 478 ―1：55．3� 9．8�
11 ベルダーイメル 牡2鹿 55 横山 典弘ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 452 ―1：55．4� 6．5�
24 ユ ー ラ シ ア 牡2鹿 55

54 ☆坂井 瑠星馬場 幸夫氏 安田 翔伍 平取 雅 牧場 492 ―1：56．35 19．2�
815 ワンダーアマルフィ 牡2鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 484 ―1：57．47 48．4	
816 ボルサリーノ 牡2鹿 55 松山 弘平草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 466 ― 〃 ハナ 5．8

12 メイショウラグーン 牝2鹿 54 太宰 啓介松本 好�氏 石橋 守 浦河 赤田牧場 484 ―1：57．93 101．1�
713 レイズアフォレスト 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 宮本 博 新ひだか 高橋フアーム B458 ― 〃 クビ 172．7
23 アンシミラー 牡2鹿 55 菱田 裕二鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 福田牧場 464 ―1：58．0クビ 173．1�
510 ワイドレッジャドロ 牡2黒鹿55 川島 信二幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 492 ―1：59．38 368．0�
714 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 462 ―1：59．4� 11．5�
36 トウカイバリエンテ 牡2青鹿 55

52 ▲亀田 温心内村 正則氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 452 ―2：00．35 53．8�
611 ラ イ ト マ ン 牡2鹿 55 浜中 俊吉澤 克己氏 宮本 博 日高 新井 昭二 500 ―2：03．1大差 32．1�
612 ヒデノサードニクス 牡2鹿 55 藤岡 康太大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 ナカノファーム 452 ― 〃 クビ 108．6�
35 アイファーブラック 牡2青鹿55 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 420 ―2：03．31 333．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，325，000円 複勝： 37，170，600円 枠連： 11，335，700円
馬連： 44，076，000円 馬単： 21，790，800円 ワイド： 34，753，700円
3連複： 64，012，700円 3連単： 73，537，200円 計： 324，001，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 560円 � 200円 枠 連（4－4） 4，740円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 450円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 8，900円 3 連 単 ��� 40，940円

票 数

単勝票数 計 373250 的中 � 155763（1番人気）
複勝票数 計 371706 的中 � 106529（1番人気）� 11534（8番人気）� 44031（4番人気）
枠連票数 計 113357 的中 （4－4） 1850（20番人気）
馬連票数 計 440760 的中 �� 7272（15番人気）
馬単票数 計 217908 的中 �� 2674（21番人気）
ワイド票数 計 347537 的中 �� 5355（15番人気）�� 21683（4番人気）�� 2738（30番人気）
3連複票数 計 640127 的中 ��� 5392（23番人気）
3連単票数 計 735372 的中 ��� 1302（108番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．4―13．0―13．0―13．3―13．3―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．2―49．2―1：02．2―1：15．5―1：28．8―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．6
1
3

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

・（1，6）7（11，12）－13－（15，16）（5，9）（4，3）14（2，8）＝10・（1，7）－13－（15，9，8）16－（3，12）（14，2）（11，4）－6－（5，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンアレー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bellamy Road 初出走

2017．2．28生 牡2黒鹿 母 シスタリーラヴ 母母 Odylic 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライトマン号・ヒデノサードニクス号・アイファーブラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和元年11月6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 カモンベイビー号・ザフーン号・ラーラクロリ号



2801710月6日 晴 良 （1京都4） 第2日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時25分 （芝・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
1：59．8
1：59．6

良
良

11 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 ―2：01．2 62．6�
714 シルバータイド 牝2黒鹿54 M．デムーロワタナベホールディングス� 高野 友和 洞�湖 レイクヴィラファーム 508 ―2：01．52 3．4�
59 ジューンミュゲ 牝2青 54 高田 潤吉川 潤氏 武 英智 浦河 富田牧場 442 ―2：01．92� 192．1�
48 デイオブジョイ 牝2鹿 54 三浦 皇成中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 460 ―2：02．0	 79．7�
816 サトノパシュート 牡2黒鹿55 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462 ―2：02．21
 7．2�
36 ヒ ュ ッ ゲ 牡2栗 55 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478 ―2：02．3クビ 4．4	
611 ヒルノアントラ 牡2青鹿55 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 464 ―2：02．4	 9．8

35 ハナビマンカイ 牡2芦 55 北村 友一廣崎利洋HD� 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 450 ―2：02．61 8．3�
510 アドマイヤメジャー 牡2鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B466 ―2：02．81� 7．9�
612 タニノヨセミテ 牝2鹿 54 �島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 414 ―2：03．54 204．7
47 サンライズヘルメス 牡2鹿 55 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 470 ― 〃 クビ 56．1�
713 パスクロスアゲン 牝2青 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 橋本牧場 498 ―2：03．92� 97．1�
24 グランレミー 牡2芦 55 藤井勘一郎間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 土田農場 490 ―2：04．0	 236．6�
12 デルマラッキーガイ 牡2黒鹿55 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 486 ―2：05．8大差 13．4�
23 トーホウウルマン 牡2鹿 55 和田 竜二東豊物産� 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 480 ―2：07．39 166．2�
815 モ リ ン ガ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 492 ―2：08．04 31．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，985，400円 複勝： 47，542，300円 枠連： 16，902，100円
馬連： 59，310，600円 馬単： 24，964，400円 ワイド： 43，307，700円
3連複： 79，708，300円 3連単： 88，465，200円 計： 401，186，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，260円 複 勝 � 1，190円 � 170円 � 3，740円 枠 連（1－7） 1，650円

馬 連 �� 10，850円 馬 単 �� 31，300円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 37，830円 �� 9，440円

3 連 複 ��� 339，660円 3 連 単 ��� 2，375，450円

票 数

単勝票数 計 409854 的中 � 5557（10番人気）
複勝票数 計 475423 的中 � 8698（10番人気）� 100707（1番人気）� 2643（16番人気）
枠連票数 計 169021 的中 （1－7） 7918（9番人気）
馬連票数 計 593106 的中 �� 4234（27番人気）
馬単票数 計 249644 的中 �� 598（76番人気）
ワイド票数 計 433077 的中 �� 3398（30番人気）�� 293（107番人気）�� 1181（59番人気）
3連複票数 計 797083 的中 ��� 176（332番人気）
3連単票数 計 884652 的中 ��� 27（2059番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．6―49．2―1：01．7―1：14．0―1：25．9―1：37．6―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャストナウ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 アドマイヤムーン 初出走

2017．2．21生 牡2芦 母 フリティラリア 母母 リ リ ウ ム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕トーホウウルマン号・モリンガ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月6日

まで平地競走に出走できない。

2801810月6日 晴 良 （1京都4） 第2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

22 オーパスメーカー 牝3鹿 53 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 484－ 21：53．9 1．7�
77 ヤンチャヒメ 牝3鹿 53 岩田 康誠ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B482－ 21：54．53� 3．8�
33 � ソ ル フ ァ 牝4鹿 55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 長谷川浩大 新ひだか ケイアイファーム 502－ 51：54．92� 4．2�
11 アレグレモエティー 牝3芦 53 和田 竜二斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 460－ 21：55．43 37．2�
66 ヘイセイラスト 牝3鹿 53 藤岡 康太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 520－ 41：56．67 7．4	
44 メイショウケンプウ 牝6黒鹿 55

52 ▲亀田 温心松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 450＋ 61：56．7� 46．6

55 � ティアドーロ 牝5芦 55 畑端 省吾 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 488＋ 21：57．65 71．9�
（7頭）

売 得 金
単勝： 30，284，500円 複勝： 24，935，600円 枠連： 発売なし
馬連： 37，730，500円 馬単： 26，825，400円 ワイド： 24，275，100円
3連複： 42，195，600円 3連単： 131，449，400円 計： 317，696，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 120円 �� 160円 �� 210円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 1，170円

票 数

単勝票数 計 302845 的中 � 135501（1番人気）
複勝票数 計 249356 的中 � 100234（1番人気）� 53894（2番人気）
馬連票数 計 377305 的中 �� 115262（1番人気）
馬単票数 計 268254 的中 �� 44430（1番人気）
ワイド票数 計 242751 的中 �� 62766（1番人気）�� 34633（2番人気）�� 23336（5番人気）
3連複票数 計 421956 的中 ��� 99478（1番人気）
3連単票数 計1314494 的中 ��� 80787（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．4―12．3―12．6―12．7―13．0―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．6―48．9―1：01．5―1：14．2―1：27．2―1：40．4

コーナー
通過順位

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

2
4
3，2（1，6）－（5，7）－4
3，2，1（6，7）5－4

勝馬の
紹 介

オーパスメーカー �

父 エンパイアメーカー �


母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．2．9 京都6着

2016．3．30生 牝3鹿 母 オーパスクイーン 母母 オーパスワン 6戦2勝 賞金 16，500，000円



2801910月6日 晴 良 （1京都4） 第2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 7，500，000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
1：21．7
1：20．3

重
不良

68 トップウイナー 牡3栗 55 岩田 康誠�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B470＋ 61：24．3 1．9�
710 ア タ ミ 牡5黒鹿57 藤井勘一郎副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 488± 01：25．04 10．1�
57 ヤマニンスプレモ 牡3青鹿55 太宰 啓介土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 470＋ 61：25．21� 94．2�
44 コパノカーリング 牡3鹿 55 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464＋14 〃 ハナ 16．9�
69 � エスケーアタランタ 牝3黒鹿53 竹之下智昭菅藤 宗一氏 作田 誠二 森 笹川大晃牧場 464± 01：25．3� 73．7�
813 メイショウテツワン 牡4鹿 57 藤岡 佑介松本 好	氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 522＋ 4 〃 クビ 5．2

56 グランセノーテ 牡6栗 57 三浦 皇成安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 530＋ 81：25．4� 12．5�
33 モルトグランデ 牡3黒鹿55 藤岡 康太幅田 京子氏 庄野 靖志 様似 澤井 義一 514± 01：25．5
 22．1�
22 フィールドドウサン 牡4黒鹿57 横山 典弘地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 536＋101：25．71� 28．1
812 ミトノブラック 牡4青鹿57 松山 弘平ロイヤルパーク 杉山 晴紀 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B466＋121：25．9
 10．7�
45 メイショウハナモリ 牡3黒鹿55 松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 488－ 41：26．64 11．3�
711� テイケイドルチェ 牝4鹿 55 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 418－131：26．7クビ 122．9�
11 � ハトマーククィーン 牝4青鹿55 城戸 義政山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 476＋ 7 〃 ハナ 94．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，249，000円 複勝： 47，213，600円 枠連： 15，309，800円
馬連： 62，352，000円 馬単： 29，740，100円 ワイド： 46，249，600円
3連複： 85，453，500円 3連単： 112，666，500円 計： 431，234，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 200円 � 940円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，500円 �� 5，510円

3 連 複 ��� 13，050円 3 連 単 ��� 35，790円

票 数

単勝票数 計 322490 的中 � 133808（1番人気）
複勝票数 計 472136 的中 � 161876（1番人気）� 52005（3番人気）� 7762（11番人気）
枠連票数 計 153098 的中 （6－7） 16731（3番人気）
馬連票数 計 623520 的中 �� 57467（2番人気）
馬単票数 計 297401 的中 �� 18569（2番人気）
ワイド票数 計 462496 的中 �� 36670（2番人気）�� 4464（28番人気）�� 1991（44番人気）
3連複票数 計 854535 的中 ��� 4908（42番人気）
3連単票数 計1126665 的中 ��� 2282（108番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．7―11．8―12．3―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．5―46．3―58．6―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 8（13，12）（1，4）10（6，11）9（5，3）7－2 4 8，13，12（1，4）（6，10）（3，9）（5，7）11－2

勝馬の
紹 介

トップウイナー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2018．7．21 中京2着

2016．4．22生 牡3栗 母 トップアクトレス 母母 トップジョリー 13戦2勝 賞金 29，000，000円
〔制裁〕 ヤマニンスプレモ号の騎手太宰啓介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

2802010月6日 晴 良 （1京都4） 第2日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：30．3

良
良

712 ルプリュフォール 牡3鹿 55 横山 典弘名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500＋101：34．8 14．4�
713 トップオブメジャー 牡3栗 55 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 490＋ 61：34．9� 12．5�
814 モズレジーナ 牝3鹿 53 松山 弘平 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 434＋ 61：35．0� 5．0�
34 リ ャ ス ナ 牝3鹿 53 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 444＋ 8 〃 ハナ 3．7�
611 ディープサドラーズ 牡3鹿 55 藤岡 佑介廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 クビ 8．8	
58 サンレイポケット 牡4黒鹿57 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 482＋121：35．2� 135．2

59 リーゼントアイリス 牝4黒鹿 55

54 ☆坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 436＋ 4 〃 同着 23．5�
610 ラ シ ェ ー ラ 牝3鹿 53 浜中 俊ニューワールドレー

シング� 笹田 和秀 浦河 フクオカファーム 454＋ 8 〃 アタマ 31．8�
815 マルモネオフォース 牝3鹿 53 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 500＋16 〃 ハナ 27．3
22 デクレアラー 牡4栗 57 三浦 皇成�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 6 〃 ハナ 21．1�
35 ブラックダンサー 牝3黒鹿53 M．デムーロ前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462－ 21：35．3� 20．1�
46 セグレドスペリオル 牡3鹿 55

54 ☆川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 アタマ 43．8�
11 サトノファクト 牡3鹿 55 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 456－ 41：35．51	 9．6�
23 メトロポール 牝3黒鹿53 和田 竜二ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Godolphin 476－ 4 〃 ハナ 5．6�
47 トルネードアレイ 牡5黒鹿57 �島 良太 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム B438＋141：36．45 159．1�
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売 得 金
単勝： 38，216，900円 複勝： 57，236，500円 枠連： 18，480，200円
馬連： 87，934，100円 馬単： 34，061，700円 ワイド： 62，204，200円
3連複： 128，002，700円 3連単： 140，442，900円 計： 566，579，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 450円 � 410円 � 220円 枠 連（7－7） 6，170円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 13，940円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 1，640円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 12，820円 3 連 単 ��� 73，780円

票 数

単勝票数 計 382169 的中 � 21087（7番人気）
複勝票数 計 572365 的中 � 30314（7番人気）� 34293（6番人気）� 79268（2番人気）
枠連票数 計 184802 的中 （7－7） 2319（22番人気）
馬連票数 計 879341 的中 �� 8394（33番人気）
馬単票数 計 340617 的中 �� 1832（61番人気）
ワイド票数 計 622042 的中 �� 5107（43番人気）�� 9836（17番人気）�� 9734（20番人気）
3連複票数 計1280027 的中 ��� 7488（45番人気）
3連単票数 計1404429 的中 ��� 1380（250番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．1―47．9―1：00．4―1：12．3―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．4
3 4（5，7）（2，3，13）11（1，9，14，15）（8，10）（6，12） 4 4（5，7，10）（2，3，13）11（1，15）（9，14）（8，6，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルプリュフォール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．17 京都1着

2016．3．7生 牡3鹿 母 マイノチカラ 母母 シャンクシー 3戦2勝 賞金 16，000，000円
〔制裁〕 トルネードアレイ号の騎手�島良太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

リーゼントアイリス号の騎手坂井瑠星は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：3番）



2802110月6日 晴 良 （1京都4） 第2日 第9競走 ��
��1，800�

き よ た き

清 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），30．10．6以降1．9．29まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

33 カ リ ボ ー ル 牡3鹿 55 M．デムーロ大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：47．3 1．1�
88 ナムラムツゴロー 牡4栗 54 松若 風馬奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 486＋ 41：47．4� 10．3�
22 サンライズローリエ 牡4青鹿54 藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468＋ 21：47．82� 11．8�
77 メイショウイサナ 牡4栗 54 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 安平 	橋本牧場 522－ 2 〃 ハナ 30．0�
11 メイショウカミシマ 牡5黒鹿55 横山 典弘松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 468－ 21：48．12 6．6�
66 サイモンサーマル 
4鹿 52 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 500＋161：48．31� 91．2�
55 ホットファイヤー 牡6鹿 53 川又 賢治西田 彰宏氏 坂口 智康 日高 スマイルファーム 474－ 21：48．61� 74．5	
44 � メイショウナンプウ 牡5青鹿53 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B496＋ 41：49．13 64．7


（8頭）

売 得 金
単勝： 29，955，800円 複勝： 70，087，000円 枠連： 発売なし
馬連： 50，395，500円 馬単： 36，670，200円 ワイド： 27，738，600円
3連複： 55，528，300円 3連単： 203，100，800円 計： 473，476，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 150円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 220円 �� 180円 �� 570円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 1，730円

票 数

単勝票数 計 299558 的中 � 202760（1番人気）
複勝票数 計 700870 的中 � 567434（1番人気）� 26184（4番人気）� 31547（3番人気）
馬連票数 計 503955 的中 �� 82974（3番人気）
馬単票数 計 366702 的中 �� 46893（3番人気）
ワイド票数 計 277386 的中 �� 32746（3番人気）�� 44577（2番人気）�� 9949（7番人気）
3連複票数 計 555283 的中 ��� 54535（3番人気）
3連単票数 計2031008 的中 ��� 84733（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．4―47．6―1：00．4―1：12．8―1：24．5―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ リ ボ ー ル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．2．17 小倉2着

2016．3．12生 牡3鹿 母 レイズアンドコール 母母 モーリストンベル 5戦3勝 賞金 38，833，000円

2802210月6日 晴 良 （1京都4） 第2日 第10競走 ��
��1，200�

ふじのもり

藤森ステークス
発走15時00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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

711 デザートストーム 牡5黒鹿57 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452± 01：10．7 1．7�

45 テーオージーニアス 牡4鹿 57 坂井 瑠星小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 506＋181：10．8� 30．2�
68 	 リュウノユキナ 牡4芦 57 横山 典弘蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B494－ 21：11．22� 8．5�
710	 シャワーブーケ 牝5栗 55 松若 風馬 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 486＋ 2 〃 ハナ 43．1�
44 メイショウコゴミ 牝4鹿 55 浜中 俊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 456＋ 21：11．3� 13．9�
11 タ ガ ノ ア ム 牝4鹿 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 2 〃 クビ 21．1	
33 バーニングペスカ 牡4鹿 57 藤岡 佑介山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 480± 01：11．51
 6．6

813 アーバンイェーガー 牡5黒鹿57 大野 拓弥西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 506＋ 4 〃 クビ 37．1�
56 ノーフィアー 牡5栗 57 M．デムーロ平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 496＋ 2 〃 ハナ 16．1�
812 ブラックランナー 牡5鹿 57 三浦 皇成 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 468＋ 21：11．92� 158．6
22 ベ ル ク リ ア 牝6芦 55 北村 友一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 472± 0 〃 クビ 25．1�
57 セパヌイール 牝4栗 55 川又 賢治レキップモンターニュ 吉村 圭司 新ひだか 藤巻 則弘 456－ 41：12．64 136．6�
69 ヤマニンレジスタ 牡4栗 57 松山 弘平土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 498－ 61：12．7� 12．2�
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売 得 金
単勝： 64，266，100円 複勝： 79，965，500円 枠連： 25，770，200円
馬連： 132，761，300円 馬単： 65，070，600円 ワイド： 86，327，500円
3連複： 187，628，800円 3連単： 283，930，500円 計： 925，720，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 520円 � 230円 枠 連（4－7） 820円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 970円 �� 430円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 6，670円 3 連 単 ��� 33，110円

票 数

単勝票数 計 642661 的中 � 300140（1番人気）
複勝票数 計 799655 的中 � 304973（1番人気）� 24097（10番人気）� 69234（3番人気）
枠連票数 計 257702 的中 （4－7） 24332（3番人気）
馬連票数 計1327613 的中 �� 40446（9番人気）
馬単票数 計 650706 的中 �� 14587（11番人気）
ワイド票数 計 863275 的中 �� 22484（9番人気）�� 55847（2番人気）�� 7093（35番人気）
3連複票数 計1876288 的中 ��� 21097（24番人気）
3連単票数 計2839305 的中 ��� 6217（111番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．1―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．6―46．7―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．1
3 10（3，8，9）7（4，12）（2，13）6，1（5，11） 4 10，8（3，9）（4，7，12）（2，13，6）11（1，5）

勝馬の
紹 介

デザートストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Shamardal デビュー 2016．8．14 小倉2着

2014．4．11生 牡5黒鹿 母 レディオブパーシャ 母母 ビールジャント 25戦5勝 賞金 85，465，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



2802310月6日 晴 良 （1京都4） 第2日 第11競走
第54回農林水産省賞典

��
��2，400�京 都 大 賞 典（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53�4歳以上56�，牝馬
2�減，30．10．6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，30．10．5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）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 1，190，000円 340，000円 170，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

47 ドレッドノータス �6栗 56 坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458－122：23．5 90．7�
714 ダンビュライト 牡5黒鹿57 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494＋122：23．71	 17．4�
36 シルヴァンシャー 牡4鹿 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480± 02：23．8
 14．3�
11 ノーブルマーズ 牡6栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 492＋ 22：24．01	 8．6�
24 エ タ リ オ ウ 牡4青鹿56 横山 典弘 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B478＋ 42：24．1� 5．3	
816 グローリーヴェイズ 牡4黒鹿57 M．デムーロ �シルクレーシング 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 452－ 42：24．31	 2．0

510 ウラヌスチャーム 牝4黒鹿54 大野 拓弥�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498－ 8 〃 クビ 20．4�
713 メートルダール 牡6鹿 56 和田 竜二 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：24．51� 153．5�
23 クリンチャー 牡5鹿 56 池添 謙一前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 490－ 42：24．6� 41．6
48 パリンジェネシス 牡5黒鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 522＋ 22：24．7� 44．9�
35 チェスナットコート 牡5栗 56 岩田 康誠窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 464＋ 8 〃 アタマ 201．1�
59 エアウィンザー 牡5黒鹿56 三浦 皇成 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 508＋ 42：25．33� 6．1�
612 リ ッ ジ マ ン 牡6鹿 57 蛯名 正義�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 448－ 62：25．4クビ 288．0�
815 レノヴァール 牡4鹿 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 522＋ 8 〃 ハナ 101．7�
611 アドマイヤジャスタ 牡3鹿 53 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514＋222：25．61	 44．1�
12 ア ル バ ー ト 牡8栗 56 藤岡 佑介林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 478± 02：26．34 149．2�
817 ウインテンダネス 牡6栗 56 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 508－ 2 （競走中止） 345．6�
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売 得 金
単勝： 215，550，900円 複勝： 260，358，200円 枠連： 109，915，600円
馬連： 648，739，600円 馬単： 279，296，400円 ワイド： 378，827，400円
3連複： 1，208，028，600円 3連単： 1，938，842，600円 計： 5，039，559，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，070円 複 勝 � 1，770円 � 500円 � 450円 枠 連（4－7） 13，280円

馬 連 �� 53，720円 馬 単 �� 118，010円

ワ イ ド �� 11，850円 �� 13，880円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 234，720円 3 連 単 ��� 1，811，410円

票 数

単勝票数 計2155509 的中 � 19001（11番人気）
複勝票数 計2603582 的中 � 35583（12番人気）� 140611（7番人気）� 162465（5番人気）
枠連票数 計1099156 的中 （4－7） 6411（29番人気）
馬連票数 計6487396 的中 �� 9359（65番人気）
馬単票数 計2792964 的中 �� 1775（130番人気）
ワイド票数 計3788274 的中 �� 8199（63番人気）�� 6990（67番人気）�� 36325（26番人気）
3連複票数 計12080286 的中 ��� 3860（257番人気）
3連単票数 計19388426 的中 ��� 776（1550番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．5―12．1―12．2―12．2―12．3―12．4―11．7―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―23．9―35．4―47．5―59．7―1：11．9―1：24．2―1：36．6―1：48．3―1：59．9―2：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．2
1
3
14，15（7，16）（9，11）1（3，13）（5，6，8）－12，10，4－2
14，15（7，13）16（11，3）（1，9）（6，2）（5，10，12）8，4

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

勝馬の
紹 介

ドレッドノータス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．25 京都1着

2013．3．9生 �6栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 27戦6勝 賞金 211，325，000円
〔競走中止〕 ウインテンダネス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 クリンチャー号の騎手池添謙一は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・8番）

ノーブルマーズ号の騎手高倉稜は，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30，000円。（被害馬：16番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりドレッドノータス号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

2802410月6日 晴 良 （1京都4） 第2日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （芝・右）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 エイティーンガール 牝3青鹿53 池添 謙一中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 446＋201：08．7 5．5�
814� メイショウキョウジ 牡4鹿 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 472± 01：08．8	 3．5�
46 カ レ ン モ エ 牝3芦 53 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 ハナ 2．4�
34 ショウナンマッシブ 牡5鹿 57 大野 拓弥国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 474± 01：09．01 23．8�
813 コンパウンダー 牡4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446＋ 8 〃 クビ 30．6�

57 マ リ エ ラ 牡6鹿 57 岩田 康誠栗山 良子氏 
島 一歩 日高 新井 昭二 536＋201：09．21� 25．6�
610 ア ル モ ニ カ 牝4黒鹿55 三浦 皇成 	シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 436± 01：09．3� 10．4

58 ブリングイットオン 牝3鹿 53 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 438＋ 81：09．51� 123．6�
69 ローゼンクリーガー 牝3青 53 松若 風馬藤田 孟司氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 472＋10 〃 ハナ 11．8
22 ゲンパチケンシン 牡5芦 57

56 ☆川又 賢治平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 472± 01：09．6� 59．1�
33 メイショウツバキ 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 456＋ 2 〃 クビ 43．0�
711 ロードラズライト 4青鹿57 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 444－ 21：09．81� 151．3�
45 ベ ル カ プ リ 牝5鹿 55 太宰 啓介合同会社雅苑興業 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 476＋101：10．01� 114．6�
712 フ ナ ウ タ 牝5栗 55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 クビ 34．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 71，074，500円 複勝： 79，805，300円 枠連： 33，546，500円
馬連： 147，700，100円 馬単： 63，776，400円 ワイド： 90，862，500円
3連複： 202，651，300円 3連単： 301，587，200円 計： 991，003，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 130円 � 120円 枠 連（1－8） 1，180円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 390円 �� 300円 �� 190円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 7，150円

票 数

単勝票数 計 710745 的中 � 102336（3番人気）
複勝票数 計 798053 的中 � 97163（3番人気）� 164184（2番人気）� 198879（1番人気）
枠連票数 計 335465 的中 （1－8） 21981（5番人気）
馬連票数 計1477001 的中 �� 93800（3番人気）
馬単票数 計 637764 的中 �� 17852（8番人気）
ワイド票数 計 908625 的中 �� 52242（3番人気）�� 73562（2番人気）�� 144368（1番人気）
3連複票数 計2026513 的中 ��� 187998（1番人気）
3連単票数 計3015872 的中 ��� 30549（11番人気）

ハロンタイム 11．8―11．1―11．5―11．3―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．9―34．4―45．7―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．3
3 10（11，9）1（6，14）2（5，12）4（8，13）（3，7） 4 10，11（1，9）（6，14）2（5，12）（4，8，13）7，3
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エイティーンガール �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．6．23 阪神4着

2016．4．14生 牝3青鹿 母 センターグランタス 母母 センターライジング 8戦3勝 賞金 31，932，000円

４レース目



（1京都4）第2日 10月6日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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

310，120，000円
2，530，000円
27，850，000円
2，390，000円
37，080，000円
7，000，000円
64，997，500円
4，345，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
657，067，500円
836，475，700円
262，571，100円
1，408，064，900円
658，092，000円
898，843，300円
2，247，530，300円
3，557，822，200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 10，526，467，000円

総入場人員 25，023名 （有料入場人員 ）
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