
2804910月14日 小雨 稍重 （1京都4） 第5日 第1競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走9時55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

66 ハクアイウィンザー 牡2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＋ 21：54．4 5．9�
44 � 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 484－ 21：54．61� 1．8�
33 ローヌグレイシア 牝2芦 54 A．シュタルケ �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B492－ 61：55．45 8．7�

（独）

77 ス ペ ラ ー レ 牡2芦 55 北村 友一 �グリーンファーム吉村 圭司 千歳 社台ファーム 488± 01：56．88 16．3�
22 カ ヴ ァ ス 牡2黒鹿55 松若 風馬 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 アタマ 6．6	
89 サマーソルト 牡2栗 55

52 ▲服部 寿希宮川 純造氏 加用 正 浦河 浦河小林牧場 B486－ 81：57．65 126．2

55 シゲルアマノガワ 牡2栗 55 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 山田牧場 540± 0 〃 クビ 145．0�
78 ワイドレッジャドロ 牡2黒鹿 55

52 ▲岩田 望来幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 496＋ 41：58．13 147．7�
11 リッカロッキー 牡2黒鹿 55

52 ▲亀田 温心立花 幸雄氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 482－ 21：58．31� 14．9
810 アンストッパブル 牡2鹿 55 浜中 俊吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 辻 牧場 474± 01：59．04 13．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，388，300円 複勝： 61，477，200円 枠連： 7，073，900円
馬連： 42，666，500円 馬単： 30，848，300円 ワイド： 33，619，300円
3連複： 64，923，600円 3連単： 125，096，600円 計： 395，093，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 180円 �� 500円 �� 280円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 5，440円

票 数

単勝票数 計 293883 的中 � 41377（2番人気）
複勝票数 計 614772 的中 � 63808（2番人気）� 382422（1番人気）� 36344（4番人気）
枠連票数 計 70739 的中 （4－6） 12721（1番人気）
馬連票数 計 426665 的中 �� 77608（1番人気）
馬単票数 計 308483 的中 �� 17969（4番人気）
ワイド票数 計 336193 的中 �� 55868（1番人気）�� 14349（7番人気）�� 29574（3番人気）
3連複票数 計 649236 的中 ��� 61779（2番人気）
3連単票数 計1250966 的中 ��� 16645（18番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―13．0―12．8―12．9―13．0―12．7―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．7―49．5―1：02．4―1：15．4―1：28．1―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．0
1
3
・（3，6）9，7，10，8，5，4，1，2・（3，6）（7，4）（9，1）（8，10，2）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハクアイウィンザー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．8．11 小倉3着

2017．3．26生 牡2鹿 母 ヤマノローラ 母母 ボーイントンキャニオン 3戦1勝 賞金 8，100，000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。

2805010月14日 小雨 稍重 （1京都4） 第5日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時25分 （芝・右・外）
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
1：45．9
1：45．6

良
良

33 コ ル テ ジ ア 牡2青鹿55 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450± 01：49．3 3．6�

79 ウインマイティー 牝2芦 54 A．シュタルケ�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 61：49．51� 3．7�
（独）

11 サンデーミラージュ 牡2鹿 55 武 豊杉野 公彦氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478＋121：49．6クビ 2．1�
44 ラ ボ エ ー ム 牝2黒鹿54 秋山真一郎ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 448－ 21：50．66 41．7�
22 ロードドミニオン 牡2鹿 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 61：50．81� 38．7�
78 マイネルクライマー 牡2鹿 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 三石川上牧場 486± 01：50．9クビ 14．1	
66 	 デュボンタン 牝2鹿 54

52 △斎藤 新�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 484－ 41：51．11� 190．2


55 マルカブレーブ 牡2黒鹿 55
52 ▲岩田 望来日下部 猛氏 松永 昌博 新冠 長浜牧場 464＋ 61：51．52� 93．1�

67 シェイクスピア 牡2青鹿55 藤岡 康太 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 484＋ 21：51．6� 74．8�

810 ジュンジュン 牡2黒鹿55 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 474＋ 2 〃 ハナ 87．3
811 ピエナボヘミアン 牡2芦 55 幸 英明本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 B512＋ 2 〃 ハナ 47．2�
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売 得 金
単勝： 33，094，900円 複勝： 36，841，500円 枠連： 8，303，100円
馬連： 41，414，700円 馬単： 29，283，800円 ワイド： 32，753，700円
3連複： 65，390，700円 3連単： 119，293，600円 計： 366，376，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（3－7） 420円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 170円 �� 150円 �� 170円

3 連 複 ��� 260円 3 連 単 ��� 2，230円

票 数

単勝票数 計 330949 的中 � 76221（2番人気）
複勝票数 計 368415 的中 � 74984（3番人気）� 81015（2番人気）� 128021（1番人気）
枠連票数 計 83031 的中 （3－7） 15200（3番人気）
馬連票数 計 414147 的中 �� 57117（3番人気）
馬単票数 計 292838 的中 �� 19347（5番人気）
ワイド票数 計 327537 的中 �� 46384（3番人気）�� 57250（1番人気）�� 48282（2番人気）
3連複票数 計 653907 的中 ��� 182367（1番人気）
3連単票数 計1192936 的中 ��� 38729（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．6―49．1―1：01．9―1：14．2―1：26．0―1：37．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ル テ ジ ア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．7．20 中京5着

2017．2．23生 牡2青鹿 母 シェルエメール 母母 ポンデローザ 3戦1勝 賞金 7，700，000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４回 京都競馬 第５日



2805110月14日 小雨 稍重 （1京都4） 第5日 第3競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走10時55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
1：11．0
1：10．2

重
不良

34 ヴィンチェーレ 牝2鹿 54 松田 大作�桑田牧場 武 英智 浦河 桑田牧場 410 ―1：12．8 13．0�
711 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 456 ―1：13．12 8．2�
813 テンサイドカップ 牝2鹿 54 丸山 元気天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 458 ―1：13．73� 33．6�
69 ド ー ン 牝2鹿 54 浜中 俊奥田 貴敏氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 444 ― 〃 クビ 9．5�
712 リュウノイノリ 牡2青鹿 55

52 ▲岩田 望来二口 雅一氏 牧浦 充徳 新ひだか 山際セントラルスタッド 440 ― 〃 アタマ 13．1�
58 デ イ ス タ ー 牡2黒鹿55 幸 英明 	カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新ひだか タツヤファーム 444 ―1：13．9	 67．0

45 タイキワンダラス 牡2青鹿55 荻野 琢真�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450 ―1：14．32� 34．5�
610 メイショウオイワキ 牡2黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 470 ―1：14．4� 4．0�
33 ワンスウィートデイ 牡2鹿 55 松山 弘平 	グリーンファーム牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 466 ―1：15．67 4．2
814 カズオルヴァル 牡2鹿 55

53 △斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 むかわ 上水牧場 480 ―1：16．13 4．6�
22 バ ト ル 牡2鹿 55 国分 恭介杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 474 ―1：16．52� 46．7�
11 リトルシャイン 牡2鹿 55

52 ▲服部 寿希北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 436 ―1：16．6� 244．8�
57 ハクサンブレーヴ 牡2鹿 55 中井 裕二河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 454 ―1：17．77 142．6�
46 チェスナットホーク 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 460 ― （競走中止） 162．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，625，500円 複勝： 32，463，000円 枠連： 13，664，700円
馬連： 47，231，100円 馬単： 22，931，300円 ワイド： 33，740，900円
3連複： 72，800，600円 3連単： 79，297，900円 計： 329，755，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 330円 � 250円 � 800円 枠 連（3－7） 750円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 5，630円 �� 3，980円

3 連 複 ��� 46，660円 3 連 単 ��� 218，590円

票 数

単勝票数 計 276255 的中 � 17939（6番人気）
複勝票数 計 324630 的中 � 25875（6番人気）� 37444（4番人気）� 9291（9番人気）
枠連票数 計 136647 的中 （3－7） 14100（5番人気）
馬連票数 計 472311 的中 �� 9066（17番人気）
馬単票数 計 229313 的中 �� 2052（38番人気）
ワイド票数 計 337409 的中 �� 7397（17番人気）�� 1516（46番人気）�� 2156（38番人気）
3連複票数 計 728006 的中 ��� 1170（105番人気）
3連単票数 計 792979 的中 ��� 263（526番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．8―12．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．7―48．0―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィンチェーレ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 コロナドズクエスト 初出走

2017．2．5生 牝2鹿 母 ケイティマイヒメ 母母 ラスキンウォーク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 チェスナットホーク号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。

2805210月14日 小雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（1京都4） 第5日 第4競走 ��2，910�障害3歳以上未勝利

発走11時25分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：11．2良・重

55 ケイティクレバー 牡4鹿 60 平沢 健治瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 464＋ 43：19．5 2．7�
710 コスモロブロイ 牡4青鹿60 草野 太郎岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 510± 03：20．03 66．2�
68 セ ネ ッ テ ィ 牡6鹿 60 植野 貴也 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 514＋ 43：20．63� 2．7�
22 � リボンナイト 牡5鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 438＋ 63：21．55 9．5�
811 ア キ ン ド 牡3鹿 58 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 496± 03：22．35 40．4�
33 オースミベリル 牡5栗 60 熊沢 重文�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 492± 03：22．62 18．8	
79 � メイショウイライザ 牝4黒鹿58 森 一馬松本 和子氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 440＋ 43：23．77 9．2

812 デ ィ ー ド 牡3鹿 58 北沢 伸也林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム 494－143：23．8� 49．3�
56 	 ゼンノサーベイヤー 牡6栗 60 西谷 誠大迫久美子氏 武 幸四郎 米 Kumiko

Osako 510－ 43：24．33 5．5�
11 オールマイト 牡3鹿 58 黒岩 悠中西 功氏 服部 利之 日高 高山牧場 478－ 43：24．83 128．9
67 リネンソング 牡6黒鹿60 蓑島 靖典戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 478＋123：26．39 279．1�
44 レッドアルディ 
4鹿 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 494－ 23：27．78 71．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，110，400円 複勝： 20，474，600円 枠連： 12，333，400円
馬連： 41，709，700円 馬単： 22，710，500円 ワイド： 27，399，200円
3連複： 63，420，500円 3連単： 88，869，200円 計： 301，027，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 820円 � 130円 枠 連（5－7） 850円

馬 連 �� 9，220円 馬 単 �� 13，250円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 240円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 6，120円 3 連 単 ��� 40，310円

票 数

単勝票数 計 241104 的中 � 69205（2番人気）
複勝票数 計 204746 的中 � 38420（2番人気）� 3889（10番人気）� 53133（1番人気）
枠連票数 計 123334 的中 （5－7） 11149（3番人気）
馬連票数 計 417097 的中 �� 3504（22番人気）
馬単票数 計 227105 的中 �� 1285（37番人気）
ワイド票数 計 273992 的中 �� 2369（27番人気）�� 35477（1番人気）�� 3074（21番人気）
3連複票数 計 634205 的中 ��� 7771（18番人気）
3連単票数 計 888692 的中 ��� 1598（124番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．3－3F 38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
6，9，8，2（3，5）10－11－（12，7）4，1
8，9（2，5）－10，6，3，11－12，1＝7－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケイティクレバー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．9．10 阪神3着

2015．4．20生 牡4鹿 母 モルトフェリーチェ 母母 レンドフェリーチェ 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円



2805310月14日 曇 稍重 （1京都4） 第5日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時15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

713 レシステンシア 牝2鹿 54 武 豊 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 490 ―1：22．9 1．4�
47 キ ー ダ イ ヤ 牝2鹿 54 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 450 ―1：23．11� 6．5�
23 ダンツガゼール 牝2青鹿54 松田 大作山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 462 ―1：23．31� 22．8�
12 ア ラ ビ カ 牝2鹿 54 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 平取 雅 牧場 432 ―1：23．51� 18．2�
36 ウインドラブリーナ 牝2黒鹿 54

52 △斎藤 新福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 418 ―1：23．71 114．4�
24 ステラアルバ 牝2芦 54 A．シュタルケ �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 436 ―1：23．8� 14．0	

（独）

510 ソングオブザハート 牝2鹿 54
53 ☆川又 賢治幅田 昌伸氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 422 ―1：24．22� 117．1

59 タッシーエルモ 牝2鹿 54 国分 恭介吉岡 輝美氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 454 ― 〃 アタマ 27．3�
11 サウザンドスマイル 牝2鹿 54 丸山 元気�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466 ―1：24．3� 31．4
817 ア グ ロ ウ 牝2黒鹿54 北村 友一吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 422 ― 〃 クビ 36．6�
816 エレヴァート 牝2黒鹿54 熊沢 重文�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 434 ―1：24．51� 65．0�
48 クリノソフィア 牝2鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 458 ―1：24．71� 66．9�
611 センショウレサイヤ 牝2鹿 54 藤岡 佑介川勝 裕之氏 小崎 憲 新ひだか 藤原牧場 442 ―1：24．91� 53．7�
818 タガノヴィアトゥル 牝2鹿 54 松若 風馬八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426 ―1：25．53� 152．2�
35 サウンドワイズ 牝2鹿 54

53 ☆西村 淳也増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 山岡牧場 478 ―1：25．6クビ 40．9�
714 オスカーステージ 牝2栗 54 藤岡 康太森 保彦氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 434 ― 〃 クビ 58．5�
612 カルサヴィナ 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 中村 雅明 428 ―1：25．92 278．9�
715 ウォーターハミング 牝2黒鹿54 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 446 ― （競走中止） 159．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，555，800円 複勝： 68，213，400円 枠連： 17，596，800円
馬連： 56，232，400円 馬単： 37，141，400円 ワイド： 51，873，800円
3連複： 87，679，800円 3連単： 124，600，000円 計： 488，893，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 310円 枠 連（4－7） 390円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 210円 �� 590円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 3，270円

票 数

単勝票数 計 455558 的中 � 246830（1番人気）
複勝票数 計 682134 的中 � 417501（1番人気）� 67366（2番人気）� 20372（6番人気）
枠連票数 計 175968 的中 （4－7） 34118（1番人気）
馬連票数 計 562324 的中 �� 114135（1番人気）
馬単票数 計 371414 的中 �� 59543（1番人気）
ワイド票数 計 518738 的中 �� 78686（1番人気）�� 20433（4番人気）�� 9720（13番人気）
3連複票数 計 876798 的中 ��� 34932（2番人気）
3連単票数 計1246000 的中 ��� 27559（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．6―35．2―47．0―58．9―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レシステンシア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Lizard Island 初出走

2017．3．15生 牝2鹿 母 マラコスタムブラダ 母母 Mapul Wells 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ウォーターハミング号は，向正面で前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ウォーターハミング号の騎手菱田裕二は，向正面での御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ヴィータブリランテ号・エピデンドラム号・エールヴィフ号・タマノアドレ号
※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。

2805410月14日 曇 稍重 （1京都4） 第5日 第6競走 ��
��1，900�3歳以上1勝クラス

発走12時45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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

89 シャンパンクーペ 牡3鹿 55 中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B524－ 21：58．8 8．0�

78 セ ロ シ ア 牡3黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 2 〃 クビ 2．4�

44 ダノンインパルス 牡4鹿 57 田中 健�ダノックス 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B484－ 21：59．54 4．8�

33 ブルーコンパクタ 牡3鹿 55 岩崎 翼村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 444－ 41：59．82 17．6�
55 アルムチャレンジ 牡5黒鹿57 古川 吉洋﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500＋ 22：00．43� 9．4�
11 シャイニーピース 牡5鹿 57

54 ▲岩田 望来小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 506＋ 82：01．14 4．8	
66 メイショウランセツ 牡3栗 55

54 ☆西村 淳也松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 川越ファーム 464＋122：01．31� 17．8

77 ワ イ ズ ワ ン 牡4鹿 57

55 △斎藤 新林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B512－ 2 〃 アタマ 31．7�
810 プレイヤーズハイ 牡3黒鹿55 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 440＋ 22：01．61� 16．6�

（9頭）
22 シホノフォルテ 牡3鹿 55 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞	湖 レイクヴィラファーム 506－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，888，100円 複勝： 29，772，800円 枠連： 6，584，900円
馬連： 37，736，900円 馬単： 19，932，900円 ワイド： 30，142，100円
3連複： 48，668，200円 3連単： 78，444，400円 計： 277，170，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 170円 � 120円 � 160円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 290円 �� 600円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 9，820円

票 数

単勝票数 差引計 258881（返還計 52133） 的中 � 25677（4番人気）
複勝票数 差引計 297728（返還計118699） 的中 � 39112（4番人気）� 79569（1番人気）� 43047（2番人気）
枠連票数 差引計 65849（返還計 27808） 的中 （7－8） 10281（1番人気）
馬連票数 差引計 377369（返還計188365） 的中 �� 38184（3番人気）
馬単票数 差引計 199329（返還計 99716） 的中 �� 6608（8番人気）
ワイド票数 差引計 301421（返還計 85363） 的中 �� 27860（2番人気）�� 11546（8番人気）�� 25334（3番人気）
3連複票数 差引計 486682（返還計306101） 的中 ��� 29376（3番人気）
3連単票数 差引計 784444（返還計577035） 的中 ��� 5789（28番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―11．8―13．0―12．8―12．3―12．3―12．7―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．6―30．4―43．4―56．2―1：08．5―1：20．8―1：33．5―1：45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
4（6，8）（1，5，7，10）－3－9・（4，8）－（6，5，10）1（3，7，9）

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

勝馬の
紹 介

シャンパンクーペ 
�
父 エンパイアメーカー 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．3．9 阪神8着

2016．4．19生 牡3鹿 母 シャンパンフルート 母母 トランシーフレーズ 7戦2勝 賞金 13，800，000円
〔競走除外〕 シホノフォルテ号は，馬場入場の際に地下馬道で放馬。疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。



2805510月14日 曇 稍重 （1京都4） 第5日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：21．7
1：20．3

重
不良

45 セ ラ ピ ア 牝3芦 53 M．デムーロ吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 488± 01：24．0 2．0�
57 ル ー ア ン 牝3芦 53 太宰 啓介下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 490＋ 61：24．21� 21．3�
22 パ レ ニ ア 牝3鹿 53

50 ▲団野 大成今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 494＋ 41：24．41� 6．1�
710 ペイシャクレア 牝3鹿 53 国分 優作北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 416－ 2 〃 アタマ 8．8�
44 ラタンドレス 牝6鹿 55 秋山真一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 61：24．82� 26．5�
711� エ ナ ホ ー プ 牝5黒鹿55 松若 風馬宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 510＋101：24．9� 47．1	
56 アイメイドイット 牝3栗 53 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 81：25．11� 19．1

812 アングルティール 牝4黒鹿 55

54 ☆西村 淳也�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444＋141：25．2� 30．8�

33 アトレヴィード 牝4鹿 55
53 △斎藤 新吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 163．5�

69 ファステンバーグ 牝4青鹿 55
52 ▲岩田 望来上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466± 01：25．41� 25．8

68 � ニホンピロプレー 牝6黒鹿55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 482＋291：25．5	 252．9�
813 サルトアトランテ 牝3鹿 53 北村 友一 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 01：25．6� 4．7�
11 � ア ト ミ カ 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 436＋ 41：25．7クビ 29．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 49，258，000円 複勝： 56，837，500円 枠連： 13，889，500円
馬連： 77，820，700円 馬単： 39，929，100円 ワイド： 62，773，700円
3連複： 113，039，000円 3連単： 152，616，300円 計： 566，163，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 150円 � 350円 � 170円 枠 連（4－5） 760円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 760円 �� 360円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 9，270円

票 数

単勝票数 計 492580 的中 � 192287（1番人気）
複勝票数 計 568375 的中 � 121508（1番人気）� 31502（5番人気）� 88730（3番人気）
枠連票数 計 138895 的中 （4－5） 14136（4番人気）
馬連票数 計 778207 的中 �� 36004（6番人気）
馬単票数 計 399291 的中 �� 14653（4番人気）
ワイド票数 計 627737 的中 �� 20400（8番人気）�� 48283（2番人気）�� 13393（12番人気）
3連複票数 計1130390 的中 ��� 30273（5番人気）
3連単票数 計1526163 的中 ��� 11935（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―34．7―46．8―59．0―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ ラ ピ ア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Tapit デビュー 2019．3．30 阪神1着

2016．4．7生 牝3芦 母 ラ ラ ア 母母 Rose of Summer 4戦2勝 賞金 12，500，000円

2805610月14日 曇 稍重 （1京都4） 第5日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時50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
1：47．8
1：47．6

重
重

55 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 522＋201：53．4 1．6�
88 エンドレスコール 牝5黒鹿55 松若 風馬 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468－ 81：53．61� 12．5�
77 キングレイスター 牡5鹿 57 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 500＋ 81：53．7� 77．7�
66 � マイティバローズ 牡4青鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 430＋ 4 〃 クビ 8．5�
33 シゲルヒカルダイヤ 牡3鹿 55

52 ▲岩田 望来森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522＋ 21：54．02 26．9�

44 フィールドドウサン 牡4黒鹿57 丸山 元気地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 536± 01：54．1クビ 32．1	
22 フォレストタウン 	5黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 浦河 
川 啓一 512－ 21：54．31� 17．3

11 マ ン ナ ム 牡4鹿 57 松山 弘平永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B488＋ 21：54．5� 3．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 36，065，100円 複勝： 86，653，200円 枠連： 発売なし
馬連： 59，034，100円 馬単： 42，705，800円 ワイド： 34，780，400円
3連複： 66，779，400円 3連単： 200，974，800円 計： 526，992，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 280円 � 810円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，400円 �� 4，560円

3 連 複 ��� 11，770円 3 連 単 ��� 28，220円

票 数

単勝票数 計 360651 的中 � 175278（1番人気）
複勝票数 計 866532 的中 � 594847（1番人気）� 30963（4番人気）� 8397（8番人気）
馬連票数 計 590341 的中 �� 48803（3番人気）
馬単票数 計 427058 的中 �� 28479（4番人気）
ワイド票数 計 347804 的中 �� 28137（4番人気）�� 6074（14番人気）�� 1793（26番人気）
3連複票数 計 667794 的中 ��� 4254（27番人気）
3連単票数 計2009748 的中 ��� 5163（71番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．0―12．8―12．3―12．6―12．4―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．9―50．7―1：03．0―1：15．6―1：28．0―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートフルーレ �

父 ゴールドアリュール �


母父 Shamardal デビュー 2018．12．28 阪神4着

2016．4．17生 牝3黒鹿 母 ベルエアメイダン 母母 Bella Vitessa 8戦2勝 賞金 23，100，000円
〔制裁〕 キングレイスター号の騎手柴山雄一は，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：6番）



2805710月14日 曇 稍重 （1京都4） 第5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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．7

良
良

55 バイマイサイド 牡4栗 57 浜中 俊�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 488＋ 42：14．9 3．4�
11 バラックパリンカ 牡3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 438＋ 62：15．43 3．4�
810 アロマドゥルセ 牝5青鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 442± 02：15．5クビ 3．4�
78 ダイナミックアロー 牡6鹿 57 菱田 裕二小川 勲氏 作田 誠二 浦河 杵臼斉藤牧場 496＋ 62：15．6� 39．3�
77 ミッキーバード 牡4鹿 57 藤岡 佑介野田みづき氏 尾関 知人 洞	湖 レイクヴィラファーム 524＋ 2 〃 ハナ 8．2	
44 スピンドクター 
4黒鹿57 国分 恭介ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B480＋162：16．34 40．4

66 タイセイモナーク 牡3鹿 54 西村 淳也田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 クビ 12．4�
22 フィールインラヴ 牡4黒鹿57 柴山 雄一大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 454＋ 62：17．04 109．5�
33 ホットファイヤー 牡6鹿 57 川又 賢治西田 彰宏氏 坂口 智康 日高 スマイルファーム 482＋ 82：17．1� 104．6
89 ル タ ン ブ ル 牝3黒鹿52 藤岡 康太杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 450＋ 42：18．37 8．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，956，900円 複勝： 54，357，100円 枠連： 16，643，500円
馬連： 94，042，100円 馬単： 48，120，200円 ワイド： 60，254，500円
3連複： 126，476，500円 3連単： 212，705，300円 計： 657，556，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 120円 � 120円 枠 連（1－5） 630円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 250円 �� 250円 �� 210円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 2，610円

票 数

単勝票数 計 449569 的中 � 105466（1番人気）
複勝票数 計 543571 的中 � 101799（3番人気）� 129807（1番人気）� 111034（2番人気）
枠連票数 計 166435 的中 （1－5） 20328（3番人気）
馬連票数 計 940421 的中 �� 128105（2番人気）
馬単票数 計 481202 的中 �� 34409（3番人気）
ワイド票数 計 602545 的中 �� 60232（2番人気）�� 60073（3番人気）�� 77027（1番人気）
3連複票数 計1264765 的中 ��� 186524（1番人気）
3連単票数 計2127053 的中 ��� 58984（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．4―37．0―49．6―1：02．0―1：14．6―1：27．6―1：40．2―1：52．2―2：03．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．7
1
3
8（1，10）（3，6）－5，4－2，7－9
8，10（1，3，6）5（4，2）7，9

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

勝馬の
紹 介

バイマイサイド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2018．3．3 阪神3着

2015．2．10生 牡4栗 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 9戦3勝 賞金 36，194，000円
〔制裁〕 バイマイサイド号の騎手浜中俊は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・9番）

タイセイモナーク号の騎手西村淳也は，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：3番）

2805810月14日 曇 稍重 （1京都4） 第5日 第10競走 ��
��2，000�

おおはら

大原ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．10．13以降1．10．6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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

811 アルメリアブルーム 牝5鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 440＋102：01．4 15．9�
55 バイオレントブロー �4黒鹿54 中谷 雄太 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 476＋10 〃 アタマ 44．4�
11 テ ィ ソ ー ナ �6黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502± 02：01．61 25．2�
79 バレーノロッソ 牡4栗 54 菱田 裕二 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 494－ 22：01．7� 28．7�
33 ミスディレクション �5黒鹿55 太宰 啓介�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 6 〃 クビ 24．0	
68 レッドラフェスタ 牝4栗 52 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 新ひだか 乾 皆雄 458± 02：01．8� 2．6

22 アグネスフォルテ �6栗 53 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 440－14 〃 クビ 121．9�
710 エーティーラッセン 牡5鹿 54 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 512＋ 22：02．11	 23．8�
56 ドリームソルジャー 牡5栗 55 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 482＋ 42：02．31
 8．1

812 ア シ ュ リ ン 牝4青鹿53 武 豊吉田 和美氏 松永 幹夫 新ひだか 前川 正美 468＋ 4 〃 ハナ 4．1�
67 ネプチュナイト 牡4黒鹿55 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B484＋ 62：02．4クビ 5．7�

（独）

44 サトノケンシロウ 牡6黒鹿57 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478＋182：02．93 12．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 57，267，600円 複勝： 72，415，300円 枠連： 29，496，900円
馬連： 133，131，200円 馬単： 57，194，500円 ワイド： 83，123，300円
3連複： 187，188，000円 3連単： 263，585，600円 計： 883，402，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 370円 � 1，180円 � 600円 枠 連（5－8） 1，120円

馬 連 �� 32，490円 馬 単 �� 62，890円

ワ イ ド �� 7，860円 �� 3，480円 �� 10，720円

3 連 複 ��� 205，550円 3 連 単 ��� 1，098，270円

票 数

単勝票数 計 572676 的中 � 28694（6番人気）
複勝票数 計 724153 的中 � 56612（5番人気）� 14992（11番人気）� 31704（7番人気）
枠連票数 計 294969 的中 （5－8） 20380（5番人気）
馬連票数 計1331312 的中 �� 3175（54番人気）
馬単票数 計 571945 的中 �� 682（105番人気）
ワイド票数 計 831233 的中 �� 2721（54番人気）�� 6224（40番人気）�� 1991（60番人気）
3連複票数 計1871880 的中 ��� 683（199番人気）
3連単票数 計2635856 的中 ��� 174（1100番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．2―12．8―12．7―12．6―12．0―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．5―48．3―1：01．0―1：13．6―1：25．6―1：37．5―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルメリアブルーム �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．6．4 阪神5着

2014．5．16生 牝5鹿 母 アルメーリヒ 母母 プ ア プ ー 26戦5勝 賞金 105，923，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 バイオレントブロー号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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。

２レース目



2805910月14日 曇 稍重 （1京都4） 第5日 第11競走 ��
��1，200�夕刊フジ杯オパールステークス（Ｌ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，30．10．13以降1．10．6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

夕刊フジ杯（1着）
賞 品

本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 アウィルアウェイ 牝3鹿 52 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470＋101：09．2 10．7�
47 エイシンデネブ 牝4鹿 52 松若 風馬�栄進堂 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 432－ 4 〃 クビ 7．2�
816 カラクレナイ 牝5栗 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 500－ 61：09．41 13．6�
715� パラダイスガーデン 牝7栗 50 酒井 学岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 490－12 〃 クビ 69．0�
510 ジ ョ イ フ ル 牡5鹿 54 川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B506＋ 81：09．61 25．2�
59 エントリーチケット 牝5栗 54 国分 恭介 �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 464＋ 81：09．7クビ 73．7	
713 ハ ウ メ ア 牝5栗 53 丸山 元気 
サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 アタマ 9．4�
23 フミノムーン 牡7栗 54 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 450＋ 2 〃 ハナ 110．9�
24 メイソンジュニア 牡5鹿 54 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 498＋10 〃 クビ 13．9
12 タマモブリリアン 牝6黒鹿52 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 B480－ 41：09．91� 271．8�
36 ミラアイトーン 牡5青鹿57 浜中 俊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 540± 01：10．0� 2．2�
818� シャドウノエル 牝4黒鹿52 武 豊飯塚 知一氏 角居 勝彦 仏 M. Patrick

Barbe 462－ 41：10．1クビ 23．3�
612 ビップライブリー 牡6栗 56 A．シュタルケ 鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：10．2	 18．8�

（独）

611 ミキノドラマー 牡6鹿 53 岩田 望来谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 494－ 21：10．3� 190．8�
817 ウインストラグル 牡5黒鹿53 川須 栄彦�ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 480－ 41：10．4クビ 50．1�
714 メイショウカズヒメ 牝5鹿 52 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 508＋ 41：10．5� 26．2�
35 フロンティア 牡4栗 55 藤岡 佑介 
サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：10．6	 16．5�
48 クインズサリナ 牝5黒鹿51 藤岡 康太亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 472＋121：11．34 36．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 100，839，400円 複勝： 129，737，400円 枠連： 68，284，800円
馬連： 297，535，300円 馬単： 116，013，400円 ワイド： 183，919，600円
3連複： 497，319，900円 3連単： 618，881，500円 計： 2，012，531，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 330円 � 290円 � 370円 枠 連（1－4） 2，980円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 8，370円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 2，230円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 16，030円 3 連 単 ��� 105，840円

票 数

単勝票数 計1008394 的中 � 74968（4番人気）
複勝票数 計1297374 的中 � 104717（4番人気）� 121015（3番人気）� 88582（6番人気）
枠連票数 計 682848 的中 （1－4） 17722（12番人気）
馬連票数 計2975353 的中 �� 57368（11番人気）
馬単票数 計1160134 的中 �� 10390（24番人気）
ワイド票数 計1839196 的中 �� 32517（12番人気）�� 21071（22番人気）�� 22985（20番人気）
3連複票数 計4973199 的中 ��� 23266（45番人気）
3連単票数 計6188815 的中 ��� 4239（289番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．0―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．0―45．4―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．2
3 ・（3，5，8，12）16（4，13，17）（1，14，18）（6，15）（2，11）9（7，10） 4 3（5，8）12（4，16）（1，13）（6，17）（2，14，18）（9，15）11，10，7

勝馬の
紹 介

アウィルアウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．6．9 阪神1着

2016．2．4生 牝3鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 8戦3勝 賞金 73，202，000円
〔発走状況〕 発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 エイシンデネブ号の騎手松若風馬は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・15番）
〔その他〕 ミラアイトーン号は，馬場入場時膠着したことについて平地調教注意。
※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。

2806010月14日 曇 稍重 （1京都4） 第5日 第12競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）（1000万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

813 ワンダーウマス 牡5鹿 57 武 豊山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 486＋ 61：51．1 2．5�
69 スーパーライナー 牡6鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490＋ 41：51．2� 26．0�
68 マイネルオスカル 牡4栗 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 日高 木村牧場 500＋141：51．3� 8．2�
812 ヴォカツィオーネ 牝5栗 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 468＋14 〃 ハナ 129．2�
44 コ ン カ ラ ー 牡3鹿 55 北村 友一江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 476± 0 〃 アタマ 3．3�
56 アフターバーナー �5鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B514± 01：51．72� 5．2	
33 エクスパートラン 牡4青鹿57 藤懸 貴志
キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 468＋141：52．12� 70．0�
711 キコクイーン 牝3青 53 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 434＋ 81：52．2クビ 25．5�
22 アスターストーリー 牝5鹿 55

52 ▲亀田 温心加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 456＋ 41：52．3� 104．4
710 カルカリーナ 牝3栗 53 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新ひだか 田中 裕之 434－ 2 〃 ハナ 31．8�
45 ダイシンクローバー 牡3黒鹿 55

53 △斎藤 新大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 482＋ 61：53．36 17．2�
57 ナムラヘラクレス 牡5鹿 57 浜中 俊奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 484－ 9 〃 ハナ 35．5�
11 ブリーズスズカ 牡6青鹿57 柴山 雄一永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466＋ 4 〃 アタマ 63．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 62，699，600円 複勝： 71，878，600円 枠連： 30，438，200円
馬連： 152，866，700円 馬単： 64，102，100円 ワイド： 96，140，500円
3連複： 215，843，100円 3連単： 325，537，700円 計： 1，019，506，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 400円 � 240円 枠 連（6－8） 880円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 960円 �� 500円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 27，930円

票 数

単勝票数 計 626996 的中 � 200009（1番人気）
複勝票数 計 718786 的中 � 199445（1番人気）� 34288（7番人気）� 66808（4番人気）
枠連票数 計 304382 的中 （6－8） 26779（4番人気）
馬連票数 計1528667 的中 �� 40137（10番人気）
馬単票数 計 641021 的中 �� 10288（15番人気）
ワイド票数 計 961405 的中 �� 25376（9番人気）�� 52896（4番人気）�� 14224（20番人気）
3連複票数 計2158431 的中 ��� 25058（20番人気）
3連単票数 計3255377 的中 ��� 8450（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―35．8―47．5―59．7―1：12．1―1：25．1―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3
7－11－2，8－（4，10）－（3，1，13）5，9（6，12）
7＝11，8－2，10，13（4，1）（9，5）3，6－12

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

勝馬の
紹 介

ワンダーウマス �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．8．14 新潟5着

2014．5．24生 牡5鹿 母 コーブライミー 母母 イノセントラジー 26戦4勝 賞金 69，736，000円

４レース目



（1京都4）第5日 10月14日 （祝日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 148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

235，350，000円
12，960，000円
23，580，000円
1，260，000円
25，950，000円
63，566，000円
4，546，400円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
536，749，600円
721，121，600円
224，309，700円
1，081，421，400円
530，913，300円
730，521，000円
1，609，529，300円
2，389，902，900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
計 7，824，468，800円

総入場人員 18，506名 （有料入場人員 17，479名）
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