
2807310月20日 晴 重 （1京都4） 第7日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；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

811 エクスチェンジ 牝2栗 54 川島 信二宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 472＋181：12．6 9．4�
44 シーハーハー 牝2黒鹿54 石橋 脩長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 464＋121：12．7� 7．4�
710 ゴーゴーレイワ 牝2黒鹿54 幸 英明上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B462＋ 41：13．12� 5．6�
11 カルテベイビー 牝2鹿 54 岩田 康誠大塚Ry’sCLUB 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 456－ 21：13．2クビ 35．8�
33 アンティークブーケ 牝2鹿 54 国分 恭介�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 平山牧場 402－ 41：13．52 125．2�
56 ラブミーアーサー 牝2鹿 54 柴田 大知小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 元道牧場 448－ 21：14．13� 307．0	
55 ベアトリーチェ 牝2鹿 54 藤井勘一郎ニューワールドレー

シング� 武 英智 浦河 宮内牧場 416＋ 61：14．2� 97．0

79 オースミプリンセス 牝2栗 54 藤岡 佑介�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 460－ 21：14．62� 68．4�
812 テーオープライム 牝2栗 54 北村 友一小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 428± 01：14．91� 4．8�
67 マイファンキー 牝2青鹿 54

51 ▲岩田 望来�ビリオンスター宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 440－101：15．22 19．9
22 ルドラクシャ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 438－ 21：15．3� 2．3�
68 ビ ッ ク マ ム 牝2芦 54 酒井 学�ジェイアール 中尾 秀正 新ひだか 片山牧場 468－ 41：16．04 34．3�
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売 得 金
単勝： 30，603，500円 複勝： 31，199，800円 枠連： 9，703，500円
馬連： 49，044，900円 馬単： 25，473，300円 ワイド： 33，334，700円
3連複： 70，818，800円 3連単： 94，422，200円 計： 344，600，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 230円 � 220円 � 180円 枠 連（4－8） 910円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 6，040円

ワ イ ド �� 950円 �� 760円 �� 550円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 28，220円

票 数

単勝票数 計 306035 的中 � 27401（5番人気）
複勝票数 計 311998 的中 � 32634（5番人気）� 36012（4番人気）� 48373（3番人気）
枠連票数 計 97035 的中 （4－8） 8236（5番人気）
馬連票数 計 490449 的中 �� 12772（12番人気）
馬単票数 計 254733 的中 �� 3159（23番人気）
ワイド票数 計 333347 的中 �� 8718（11番人気）�� 11150（9番人気）�� 15932（6番人気）
3連複票数 計 708188 的中 ��� 12377（15番人気）
3連単票数 計 944222 的中 ��� 2425（93番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．5―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―47．3―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクスチェンジ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．6．22 函館7着

2017．3．25生 牝2栗 母 ファインチョイス 母母 アフレタータ 3戦1勝 賞金 5，000，000円

2807410月20日 晴 重 （1京都4） 第7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

55 フ ラ ー レ ン 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：52．5 2．2�
44 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 474－ 41：52．82 8．0�
811 アフィラトゥーラ 牡2黒鹿55 川田 将雅加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 490－ 41：53．75 9．6�
78 ジ ロ ー 牡2鹿 55 浜中 俊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 462－ 21：53．8� 16．0�
67 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 470± 01：53．9クビ 68．0�
66 ディープハーモニー 牡2黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 460＋ 21：54．22 13．4	
33 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± 0 〃 ハナ 146．3�
11 ジャストポケット 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�ターフ・スポート松下 武士 浦河 村下農場 500－ 41：54．73 9．5�
79 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 490－ 41：56．5大差 3．9
810 デルマジェイド 牡2黒鹿55 池添 謙一浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 524± 01：56．92� 158．9�
22 ゼットハクセン 牡2芦 55

52 ▲岩田 望来�フォーレスト 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 472－ 2 〃 クビ 342．3�
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売 得 金
単勝： 35，483，000円 複勝： 41，428，200円 枠連： 8，979，400円
馬連： 50，104，800円 馬単： 28，276，000円 ワイド： 38，068，700円
3連複： 69，484，200円 3連単： 104，142，900円 計： 375，967，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 170円 � 180円 枠 連（4－5） 740円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 290円 �� 330円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 5，500円

票 数

単勝票数 計 354830 的中 � 129989（1番人気）
複勝票数 計 414282 的中 � 116570（1番人気）� 56424（3番人気）� 48771（4番人気）
枠連票数 計 89794 的中 （4－5） 9306（2番人気）
馬連票数 計 501048 的中 �� 53416（2番人気）
馬単票数 計 282760 的中 �� 18974（2番人気）
ワイド票数 計 380687 的中 �� 35761（2番人気）�� 30487（4番人気）�� 13022（10番人気）
3連複票数 計 694842 的中 ��� 29421（5番人気）
3連単票数 計1041429 的中 ��� 13704（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．3―49．3―1：02．2―1：14．8―1：27．3―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ ラ ー レ ン �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Vindication デビュー 2019．7．28 札幌4着

2017．3．19生 牝2鹿 母 ダストアンドダイヤモンズ 母母 Majestically 4戦1勝 賞金 8，850，000円

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７日



2807510月20日 晴 稍重 （1京都4） 第7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

77 アリストテレス 牡2鹿 55 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464－ 21：35．7 1．5�
44 ロードベイリーフ 牡2黒鹿55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 470＋ 21：35．91� 4．4�
11 ベストジーニスト 牡2黒鹿55 武 豊髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 476＋ 41：36．85 12．7�
22 アイファーブルー 牡2栗 55 藤井勘一郎中島 稔氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 470－ 2 〃 アタマ 183．9�
66 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 462－ 21：36．9� 18．7�
55 シルバーエース 牡2芦 55 藤岡 佑介林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 464± 01：37．0� 5．7	
88 クリノヴィンセント 牡2鹿 55 松田 大作栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 新冠 つつみ牧場 476± 0 〃 ハナ 19．4

33 ウインドアロー 牡2鹿 55 幸 英明福原 正博氏 谷 潔 浦河 三嶋牧場 440± 01：39．0大差 154．4�
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売 得 金
単勝： 36，641，000円 複勝： 95，408，800円 枠連： 発売なし
馬連： 46，650，700円 馬単： 36，108，000円 ワイド： 32，269，400円
3連複： 53，573，200円 3連単： 154，065，900円 計： 454，717，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 160円 �� 250円 �� 450円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 1，840円

票 数

単勝票数 計 366410 的中 � 183348（1番人気）
複勝票数 計 954088 的中 � 721670（1番人気）� 76158（2番人気）� 31273（4番人気）
馬連票数 計 466507 的中 �� 121083（1番人気）
馬単票数 計 361080 的中 �� 60506（2番人気）
ワイド票数 計 322694 的中 �� 64355（1番人気）�� 30520（3番人気）�� 14743（8番人気）
3連複票数 計 535732 的中 ��� 47753（3番人気）
3連単票数 計1540659 的中 ��� 60446（3番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アリストテレス �

父 エピファネイア �


母父 ディープインパクト デビュー 2019．9．28 阪神2着

2017．4．8生 牡2鹿 母 ブルーダイアモンド 母母 グレースアドマイヤ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 シルバーエース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 アイファーベイジュ号（疾病〔左頚部フレグモーネ〕のため）

2807610月20日 晴 稍重 （1京都4） 第7日 第4競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走11時35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
1：20．5
1：20．3

良
良

24 タケルラスティ 牡2栗 55
54 ☆坂井 瑠星森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 506 ―1：23．3 5．6�

11 サーストンカイドー 牡2栗 55 藤岡 佑介齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502 ―1：23．72� 9．9�
23 エールヴィフ 牝2鹿 54 松山 弘平佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 484 ― 〃 アタマ 2．8�
47 ヴィータブリランテ 牝2栗 54

51 ▲岩田 望来�三嶋牧場 寺島 良 浦河 三嶋牧場 488 ―1：23．8� 19．6�
59 	 ジッピーレーサー 
2鹿 55 浜中 俊岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 446 ―1：23．9クビ 37．7�
36 メイショウフォイル 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 492 ―1：24．0� 94．9	
48 タイセイメガロス 牡2鹿 55 石橋 脩田中 成奉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 446 ― 〃 クビ 61．4

816	 ジ ゲ ン 牡2鹿 55 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 446 ―1：24．1� 10．5�
（シンジゲン）

510 クリノイコライザー 牡2栗 55 松田 大作栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 454 ―1：24．2クビ 72．7�
714 シアープレジャー 牝2鹿 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 412 ―1：24．51� 99．0
612 ブラックスプルース 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 青森 石田 英機 460 ―1：24．6� 80．1�
12 アキノヒーロー 牡2鹿 55 水口 優也徳山 彰俊氏 清水 久詞 日高 加藤牧場 462 ―1：24．92 199．8�
713	 ストレプトカーパス 牝2黒鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 鈴木 孝志 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 482 ―1：25．0クビ 16．0�
817 タマノアドレ 牝2鹿 54 藤岡 康太玉腰 勇吉氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 406 ―1：25．21� 13．9�
35 トップヴェスパー 牡2鹿 55 横山 典弘紅露 純氏 昆 貢 新冠 新冠橋本牧場 444 ―1：25．51� 20．0�
715 サンデージュピター 牝2鹿 54 武 豊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 496 ―1：26．13� 8．0�
611 アップサージ 牝2鹿 54 北村 友一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462 ―1：28．0大差 109．1�
818 マイネルケイローン 牡2栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：28．85 138．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，484，200円 複勝： 38，393，100円 枠連： 21，030，000円
馬連： 52，983，700円 馬単： 24，274，900円 ワイド： 42，873，500円
3連複： 82，391，100円 3連単： 85，111，100円 計： 378，541，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 240円 � 130円 枠 連（1－2） 1，040円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 960円 �� 350円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 16，300円

票 数

単勝票数 計 314842 的中 � 47263（2番人気）
複勝票数 計 383931 的中 � 61873（2番人気）� 31482（4番人気）� 90111（1番人気）
枠連票数 計 210300 的中 （1－2） 15564（5番人気）
馬連票数 計 529837 的中 �� 12993（10番人気）
馬単票数 計 242749 的中 �� 3303（16番人気）
ワイド票数 計 428735 的中 �� 10531（9番人気）�� 33701（1番人気）�� 21716（2番人気）
3連複票数 計 823911 的中 ��� 25634（2番人気）
3連単票数 計 851111 的中 ��� 3784（22番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―12．0―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．8―46．8―58．9―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タケルラスティ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2017．3．28生 牡2栗 母 クイックメール 母母 タニノメール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 クリノイコライザー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 クリノイコライザー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アップサージ号・マイネルケイローン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

11月20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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ジュネスドール号・ジョークー号・フェルハール号・マカロンパフェ号・ロードライトニング号



2807710月20日 晴 稍重 （1京都4） 第7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
1：45．6

良
良

69 レクセランス 牡2鹿 55 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 484 ―1：50．9 2．3�
710 グリーンハイパワー 牡2鹿 55 藤岡 康太中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 464 ― 〃 アタマ 54．8�
57 プライムライン 牡2鹿 55

54 ☆坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 452 ― 〃 クビ 28．9�
33 マルガリーテース 牝2鹿 54 福永 祐一前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480 ―1：51．32 9．4�
711 ストリクトコード 牝2黒鹿54 浜中 俊�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 424 ―1：51．51� 51．3	
22 ディキシークイーン 牝2鹿 54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 484 ―1：51．6� 4．0

56 ウォルフライエ 牡2鹿 55 M．デムーロ�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 482 ―1：51．81� 12．7�
812 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 430 ―1：52．33 337．8�
68 レアリザトゥール 牡2黒鹿55 松山 弘平ニューワールドレー

シング� 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 480 ― 〃 クビ 144．0
44 ブルベアナノ 牡2鹿 55

52 ▲岩田 望来 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 三好牧場 458 ―1：52．4	 157．2�
45 ロンドンデリーエア 牡2栗 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 470 ―1：52．5	 62．4�
11 
 サンライズレスター 牡2栗 55 C．ルメール 松岡 隆雄氏 河内 洋 愛 Coolmore 508 ― 〃 アタマ 4．9�
813 キョウワセイヴァー 牡2鹿 55 田辺 裕信�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 498 ―1：53．56 27．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，491，100円 複勝： 45，129，900円 枠連： 11，816，500円
馬連： 62，437，900円 馬単： 31，453，700円 ワイド： 44，372，100円
3連複： 82，735，300円 3連単： 112，360，500円 計： 439，797，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 740円 � 450円 枠 連（6－7） 2，230円

馬 連 �� 6，260円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 950円 �� 5，730円

3 連 複 ��� 24，880円 3 連 単 ��� 106，340円

票 数

単勝票数 計 494911 的中 � 172588（1番人気）
複勝票数 計 451299 的中 � 108571（1番人気）� 12281（8番人気）� 21958（7番人気）
枠連票数 計 118165 的中 （6－7） 4097（12番人気）
馬連票数 計 624379 的中 �� 7723（18番人気）
馬単票数 計 314537 的中 �� 3011（28番人気）
ワイド票数 計 443721 的中 �� 6255（17番人気）�� 12435（11番人気）�� 1933（42番人気）
3連複票数 計 827353 的中 ��� 2494（68番人気）
3連単票数 計1123605 的中 ��� 766（282番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―36．8―49．5―1：02．7―1：15．3―1：27．5―1：38．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レクセランス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Champs Elysees 初出走

2017．3．16生 牡2鹿 母 エクセレンスⅡ 母母 Xanadu Bliss 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 レクセランス号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

2807810月20日 晴 重 （1京都4） 第7日 第6競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時55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

57 メイショウハナモリ 牡3黒鹿55 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 490＋ 21：24．5 9．1�
814 ロードキング 牡6鹿 57

54 ▲岩田 望来市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B486＋ 6 〃 クビ 15．8�

45 グランセノーテ 牡6栗 57 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 532＋ 21：24．71 4．2�
34 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± 01：24．91� 6．6�
46 ミッキーマラン 牡4芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 476＋ 4 〃 クビ 58．5�
33 ベ ル ヴ ォ ワ 牝3鹿 53 武 豊�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋101：25．0クビ 4．2	
69 ビーユアヒーロー 牡4青鹿57 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新冠 飛渡牧場 494＋ 21：25．21 51．6

711 ヤマニンスプレモ 牡3青鹿55 浜中 俊土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 474＋ 41：25．3	 8．1�
58 ウォークザライン 牡3栗 55 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 484＋12 〃 ハナ 4．7�
22 メイショウフクイク 牝3栗 53 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 482＋ 41：25．72	 67．9
11 タガノハツコイ 牝3栗 53

52 ☆坂井 瑠星八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 474＋ 61：26．23 22．8�

712
 ライブリテックス 牡4青鹿57 国分 優作加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 B496＋ 21：26．3クビ 106．1�
813
 ノーブルレゼル 牡4鹿 57 藤井勘一郎 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 458－ 21：26．51	 106．3�
610 カタトゥンボ 牡4栗 57

56 ☆川又 賢治畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 484－ 41：28．5大差 111．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，770，900円 複勝： 44，771，200円 枠連： 15，346，400円
馬連： 68，608，700円 馬単： 26，936，400円 ワイド： 48，219，100円
3連複： 93，840，900円 3連単： 109，170，700円 計： 439，664，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 320円 � 360円 � 180円 枠 連（5－8） 2，300円

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 10，160円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 830円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 9，200円 3 連 単 ��� 57，980円

票 数

単勝票数 計 327709 的中 � 28592（6番人気）
複勝票数 計 447712 的中 � 33549（6番人気）� 28827（7番人気）� 79465（1番人気）
枠連票数 計 153464 的中 （5－8） 5171（9番人気）
馬連票数 計 686087 的中 �� 9210（21番人気）
馬単票数 計 269364 的中 �� 1987（39番人気）
ワイド票数 計 482191 的中 �� 6172（24番人気）�� 15314（10番人気）�� 10714（15番人気）
3連複票数 計 938409 的中 ��� 7650（32番人気）
3連単票数 計1091707 的中 ��� 1365（198番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．3―11．8―12．4―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．5―46．3―58．7―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．2
3 12－（7，14）4（13，11）（1，3，5）9－2，8，6－10 4 ・（12，7，14）（4，11）（1，3）（9，5）（13，2，8）6＝10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウハナモリ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．11．24 京都5着

2016．3．30生 牡3黒鹿 母 ホワイトデイズ 母母 シンシンパッション 10戦2勝 賞金 16，200，000円



2807910月20日 晴 重 （1京都4） 第7日 第7競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．6

重
重

66 ダノンテイオー 牡3黒鹿55 松山 弘平�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 462＋ 21：52．2 4．8�
44 トモノコテツ 牡4鹿 57 C．スミヨン 共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 470－ 2 〃 クビ 3．0�

（仏）

22 ヤンチャヒメ 牝3鹿 53 川田 将雅ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：53．15 2．3�
88 キングレイスター 牡5鹿 57 幸 英明伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 498－ 2 〃 アタマ 9．0�
33 テイエムギフテッド 牡4黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 470＋ 81：53．31� 9．9�
11 ミスターウインディ 牡6黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 えりも 能登 浩 514± 01：53．4クビ 113．7	
77 � ディープスピリッツ 牡5鹿 57 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 476＋181：53．61� 25．4

55 トウカイエクレール 牡6鹿 57 和田 竜二内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 486＋ 2 〃 クビ 41．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 36，513，000円 複勝： 30，736，900円 枠連： 発売なし
馬連： 57，856，600円 馬単： 33，579，800円 ワイド： 30，755，800円
3連複： 63，180，200円 3連単： 142，028，100円 計： 394，650，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 310円 �� 230円 �� 150円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 4，610円

票 数

単勝票数 計 365130 的中 � 60523（3番人気）
複勝票数 計 307369 的中 � 34793（3番人気）� 78963（2番人気）� 107602（1番人気）
馬連票数 計 578566 的中 �� 48230（4番人気）
馬単票数 計 335798 的中 �� 11596（10番人気）
ワイド票数 計 307558 的中 �� 20497（5番人気）�� 31912（2番人気）�� 63940（1番人気）
3連複票数 計 631802 的中 ��� 109855（1番人気）
3連単票数 計1420281 的中 ��� 22310（13番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．0
1
3
・（5，6）（4，7）－（3，2）－8，1・（5，6）7（4，2）（1，3，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンテイオー �

父 ディープインパクト �


母父 Dr Fong デビュー 2018．10．21 京都6着

2016．3．10生 牡3黒鹿 母 セ リ メ ー ヌ 母母 Lunassa 11戦2勝 賞金 17，250，000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。

2808010月20日 晴 重 （1京都4） 第7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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．4
1：23．0

不良
重

66 テイエムサウスダン 牡2鹿 55 M．デムーロ竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 514± 01：23．6 6．6�
810 アルコレーヌ 牝2栃栗54 C．ルメール �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 444－ 81：23．81� 2．7�
55 ラインガルーダ 牡2鹿 55 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 日進牧場 470± 0 〃 ハナ 7．8�
11 デンコウリジエール 牡2鹿 55 太宰 啓介田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 450＋ 21：24．11� 17．1�
77 オヌシナニモノ 牡2鹿 55 岩田 康誠ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 464＋ 21：24．73	 4．6	
44 タガノキトピロ 牡2栗 55 川島 信二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 21：24．8� 61．7

89 タマモツワモノ 牡2鹿 55 武 豊タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 480＋ 21：25．11� 5．1�
33 ディモールト 牡2黒鹿55 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 492－ 61：25．52	 33．4�
78 ヴァンドゥメール 牡2青鹿55 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 478＋ 61：26．03 34．6
22 ヤ マ メ 牝2黒鹿54 藤岡 康太越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 452＋ 8 〃 ハナ 94．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 62，609，500円 複勝： 53，939，000円 枠連： 15，849，900円
馬連： 80，945，400円 馬単： 43，141，200円 ワイド： 56，142，200円
3連複： 103，589，000円 3連単： 168，569，800円 計： 584，786，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 140円 � 190円 枠 連（6－8） 570円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 430円 �� 860円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 13，900円

票 数

単勝票数 計 626095 的中 � 79039（4番人気）
複勝票数 計 539390 的中 � 69074（4番人気）� 123173（1番人気）� 64719（5番人気）
枠連票数 計 158499 的中 （6－8） 21438（3番人気）
馬連票数 計 809454 的中 �� 54788（4番人気）
馬単票数 計 431412 的中 �� 12560（9番人気）
ワイド票数 計 561422 的中 �� 34415（4番人気）�� 15785（13番人気）�� 28485（5番人気）
3連複票数 計1035890 的中 ��� 29239（9番人気）
3連単票数 計1685698 的中 ��� 8791（45番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―12．1―12．0―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．6―46．7―58．7―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．9
3 5，6（2，3，8）9，10（4，7）1 4 ・（5，6）－3（2，8，9）（4，7，10）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムサウスダン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Langfuhr デビュー 2019．6．15 阪神4着

2017．1．21生 牡2鹿 母 ムービングアウト 母母 ルネッサンスファウンド 4戦2勝 賞金 16，324，000円



2808110月20日 晴 良 （1京都4） 第7日 第9競走 ��
��2，000�

き た の

北 野 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

77 アールスター 牡4鹿 57 浜中 俊 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 510－ 62：01．4 3．5�
44 マイネルズイーガー 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 526＋16 〃 ハナ 55．7�
55 ハギノカエラ 牝6栗 55 田辺 裕信安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 438＋122：01．71	 20．8�
22 ブ ラ ヴ ァ ス 牡3鹿 55 武 豊佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 3．4�
33 ショウナンバルディ 牡3黒鹿55 坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 436－ 22：02．01	 14．9�
11 ハーメティキスト 牡3鹿 55 池添 謙一 	キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 454＋ 42：02．42
 2．7

66 コ パ カ テ ィ 牝3鹿 53 藤岡 康太 	サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 464－ 22：02．5クビ 7．9�
78 サイモンサーマル �4鹿 57 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 498－ 22：03．24 264．9�
810 モンファロン 牡4黒鹿57 幸 英明杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 474＋14 〃 クビ 170．3
89 インターセクション 牡4栗 57 M．デムーロゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋102：03．73 22．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 50，236，900円 複勝： 52，592，700円 枠連： 13，358，700円
馬連： 100，198，400円 馬単： 47，190，900円 ワイド： 53，265，400円
3連複： 123，129，800円 3連単： 206，418，900円 計： 646，391，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 1，010円 � 420円 枠 連（4－7） 9，130円

馬 連 �� 10，440円 馬 単 �� 14，710円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 750円 �� 5，180円

3 連 複 ��� 32，660円 3 連 単 ��� 137，170円

票 数

単勝票数 計 502369 的中 � 111712（3番人気）
複勝票数 計 525927 的中 � 110539（2番人気）� 10669（8番人気）� 28814（6番人気）
枠連票数 計 133587 的中 （4－7） 1133（20番人気）
馬連票数 計1001984 的中 �� 7438（22番人気）
馬単票数 計 471909 的中 �� 2406（38番人気）
ワイド票数 計 532654 的中 �� 5373（20番人気）�� 19395（7番人気）�� 2555（27番人気）
3連複票数 計1231298 的中 ��� 2827（49番人気）
3連単票数 計2064189 的中 ��� 1091（241番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―37．3―49．6―1：01．9―1：14．5―1：26．5―1：38．1―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アールスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2018．2．18 小倉8着

2015．4．22生 牡4鹿 母 ウェーブクイーン 母母 マウンテンクイーン 14戦3勝 賞金 54，188，000円

2808210月20日 晴 良 （1京都4） 第7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），30．10．20以降1．10．15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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612 アイラブテーラー 牝3黒鹿52 武 豊中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 438＋161：09．1 3．8�
715 エイティーンガール 牝3青鹿52 池添 謙一中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 450＋ 4 〃 クビ 11．7�
47 ホープフルサイン 牡3黒鹿54 石橋 脩 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 490＋ 81：09．31 11．3�
35 ダイシンバルカン 牡7鹿 54 国分 優作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋12 〃 クビ 20．6�
510 ジュランビル 牝3黒鹿53 和田 竜二村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 472＋ 61：09．4� 4．5�
24 ニシオボヌール �7黒鹿54 藤井勘一郎三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 500＋ 61：09．5クビ 51．0	
713 スワーヴアーサー 牡6鹿 54 C．ルメール�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 486－12 〃 クビ 14．0

59 ワンアフター 牡6栗 55 田辺 裕信薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 478＋ 41：09．71 32．3�
36 タケショウベスト 牝5鹿 53 柴田 大知�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 482± 01：09．8	 138．3
817 ラベンダーヴァレイ 牝6鹿 54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：09．9	 32．6�
818 ツクバクロオー 牡4青鹿53 秋山真一郎荻原 昭二氏 坂口 智康 新ひだか 田上 徹 452± 01：10．0� 154．5�
23 ゲンキチハヤブサ �7栗 53 国分 恭介荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 500＋ 8 〃 ハナ 162．4�
714 ラフィングマッチ 牡4栗 55 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 B502＋ 8 〃 ハナ 65．9�
611 スカイパッション 牝7栗 50 川又 賢治小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 470－ 41：10．1クビ 255．2�
12 フ レ ッ チ ア 牡4青鹿57 C．スミヨン�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490－ 8 〃 クビ 4．9�

（仏）

11 クインズチャパラ 牝4鹿 52 M．デムーロ亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 B458＋ 41：10．31
 8．8�
48 コロラトゥーレ 牝5鹿 53 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 480＋121：10．4	 65．9�
816� ジャスパープリンス 牡4鹿 56 岩田 康誠加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

496＋181：10．93 46．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 66，007，500円 複勝： 92，234，800円 枠連： 44，026，700円
馬連： 167，790，300円 馬単： 62，520，500円 ワイド： 108，412，300円
3連複： 250，187，100円 3連単： 274，371，300円 計： 1，065，550，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 350円 � 360円 枠 連（6－7） 1，170円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，100円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 8，180円 3 連 単 ��� 28，710円

票 数

単勝票数 計 660075 的中 � 137991（1番人気）
複勝票数 計 922348 的中 � 151849（2番人気）� 62300（5番人気）� 59876（6番人気）
枠連票数 計 440267 的中 （6－7） 29061（6番人気）
馬連票数 計1677903 的中 �� 57258（8番人気）
馬単票数 計 625205 的中 �� 14144（8番人気）
ワイド票数 計1084123 的中 �� 28402（9番人気）�� 25549（11番人気）�� 14706（22番人気）
3連複票数 計2501871 的中 ��� 22911（21番人気）
3連単票数 計2743713 的中 ��� 6927（66番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―11．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．0―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイラブテーラー �
�
父 トーセンラー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．2．3 京都1着

2016．5．20生 牝3黒鹿 母 タケショウレジーナ 母母 タケショウティアラ 5戦4勝 賞金 50，042，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 フレッチア号の騎手C．スミヨンは，3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：8番）

タケショウベスト号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 イッツクール号・エンゲージリング号・クラウンルシフェル号・ブラッククローバー号・プレディクト号
※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。

２レース目



2808310月20日 晴 良 （1京都4） 第7日 第11競走 ��
��3，000�第80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 27，027，000円 7，722，000円 3，861，000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

35 ワールドプレミア 牡3黒鹿57 武 豊大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋123：06．0 6．5�
714 サトノルークス 牡3鹿 57 福永 祐一 �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 470＋ 8 〃 クビ 24．7�
713 ヴェロックス 牡3鹿 57 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 490± 03：06．21 2．2�
36 ディバインフォース 牡3鹿 57 横山 典弘吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 448＋ 23：06．3� 164．8�
48 メロディーレーン 牝3鹿 55 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 340＋ 23：06．4クビ 65．7�
612 レッドジェニアル 牡3黒鹿57 酒井 学 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 486－ 23：06．61 15．0	
817 タガノディアマンテ 牡3栗 57 田辺 裕信八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 4 〃 クビ 59．9

510 カウディーリョ 牡3黒鹿57 M．デムーロ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 434－14 〃 ハナ 68．0�
12 ニシノデイジー 牡3鹿 57 C．ルメール 西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 492＋ 43：06．7	 6．0
47 ヒシゲッコウ 牡3黒鹿57 C．スミヨン 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 クビ 9．6�

（仏）

715 ホウオウサーベル 牡3鹿 57 蛯名 正義小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 486－ 23：07．44 10．5�
818 メイショウテンゲン 牡3芦 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 456＋103：07．71� 117．2�
11 ザ ダ ル 牡3栗 57 石橋 脩 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 480－123：08．01� 14．9�
816
 ナ イ マ マ 牡3鹿 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 474＋ 23：08．53 274．0�
24 � ユニコーンライオン 牡3黒鹿57 岩田 康誠ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 526＋103：08．71	 53．0�
611 シ フ ル マ ン 牡3芦 57 松山 弘平�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 494－ 8 〃 ハナ 71．3�
59 ヴァンケドミンゴ 牡3鹿 57 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 462＋ 6 〃 ハナ 187．5�
23 カ リ ボ ー ル 牡3鹿 57 藤井勘一郎大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490± 03：12．9大差 52．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 712，285，900円 複勝： 714，078，900円 枠連： 553，344，000円 馬連： 2，184，662，900円 馬単： 907，981，300円
ワイド： 1，102，488，300円 3連複： 3，865，267，700円 3連単： 6，250，144，800円 5重勝： 526，136，800円 計： 16，816，390，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 390円 � 120円 枠 連（3－7） 610円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 320円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 23，510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����� 48，750円

票 数

単勝票数 計7122859 的中 � 869907（3番人気）
複勝票数 計7140789 的中 � 895902（2番人気）� 311087（8番人気）� 2240450（1番人気）
枠連票数 計5533440 的中 （3－7） 696376（2番人気）
馬連票数 計21846629 的中 �� 361315（17番人気）
馬単票数 計9079813 的中 �� 89088（29番人気）
ワイド票数 計11024883 的中 �� 176214（17番人気）�� 979805（1番人気）�� 376571（7番人気）
3連複票数 計38652677 的中 ��� 943590（9番人気）
3連単票数 計62501448 的中 ��� 192666（70番人気）
5重勝票数 計5261368 的中 ����� 7554

ハロンタイム 12．9―12．4―12．3―12．6―12．2―12．2―12．7―12．7―12．5―12．8―12．5―12．0―12．0―11．8―12．4

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�
12．9―25．3―37．6―50．2―1：02．4―1：14．6―1：27．3―1：40．0―1：52．5―2：05．3―2：17．8―2：29．8

2，600� 2，800�
―2：41．8―2：53．6

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

ワールドプレミア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2018．10．21 京都1着

2016．2．1生 牡3黒鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht 6戦3勝 賞金 194，729，000円
※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 ヒッチコック号
※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。

2808410月20日 晴 重 （1京都4） 第7日 第12競走 ��1，200�
お お や ま ざ き

大 山 崎 特 別
発走16時25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55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

47 ケ プ ラ ー 牡3鹿 55 田辺 裕信 �カナヤマホール
ディングス 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 61：11．3 11．5�

36 ウ ラ ガ ー ノ 牝5青鹿55 福永 祐一藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム B522＋ 21：11．51� 5．7�
11 アグネスエーデル 牡7鹿 57 浜中 俊渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 522＋101：11．6� 54．0�
714 パラーティウム 牝3黒鹿53 武 豊 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 61：11．81 3．1�
23 ゴッドバンブルビー 牝3栗 53 秋山真一郎中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 456－ 6 〃 クビ 13．2	
12 ホープフルスター 牡5栗 57 岩田 康誠前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 61：12．01 50．9

59 ハ ル サ カ エ 牝3鹿 53 川田 将雅齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 490－ 2 〃 クビ 4．1�
510 ロ ン ス 牝4芦 55 酒井 学熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 81：12．2� 25．2�
35 カモンスプリング 牡3鹿 55 幸 英明石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 492＋ 41：12．3� 53．8
816 サンライズフルメン 牡4栗 57 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 490－ 8 〃 ハナ 17．5�
713 サンビショップ �7栗 57 川島 信二�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 470＋ 81：12．61� 112．9�
48 ショウナンカイドウ 牡6栗 57 岩田 望来国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B542＋10 〃 クビ 236．5�
611 ダイメイサツキ 牡3黒鹿55 池添 謙一宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 500－ 21：12．92 8．0�
612 リリーメーカー 牝5鹿 55 藤井勘一郎阿部榮乃進氏 長谷川浩大 厚真 阿部 栄乃進 506－121：13．32� 187．2�
815 トラベリング 牡4栗 57 坂井 瑠星 �グリーンファーム高橋 亮 千歳 社台ファーム 492± 01：13．4� 40．6�
24 アルマユディト 牝4黒鹿55 北村 友一コウトミックレーシング 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 484± 01：13．82� 27．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，953，900円 複勝： 120，660，600円 枠連： 55，494，000円
馬連： 248，014，600円 馬単： 105，290，200円 ワイド： 166，223，000円
3連複： 359，454，700円 3連単： 486，216，100円 計： 1，647，307，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 370円 � 220円 � 970円 枠 連（3－4） 2，950円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 8，170円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 6，840円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 34，360円 3 連 単 ��� 190，750円

票 数

単勝票数 計1059539 的中 � 73173（5番人気）
複勝票数 計1206606 的中 � 85051（5番人気）� 166206（3番人気）� 27708（10番人気）
枠連票数 計 554940 的中 （3－4） 14536（14番人気）
馬連票数 計2480146 的中 �� 62197（9番人気）
馬単票数 計1052902 的中 �� 9665（28番人気）
ワイド票数 計1662230 的中 �� 39802（10番人気）�� 6113（62番人気）�� 15122（29番人気）
3連複票数 計3594547 的中 ��� 7846（99番人気）
3連単票数 計4862161 的中 ��� 1848（527番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―11．9―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．8―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ プ ラ ー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．2．23 阪神1着

2016．4．9生 牡3鹿 母 スターコレクション 母母 シンコウエトワール 6戦3勝 賞金 28，892，000円
※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） 3頭 アールロッソ号・ジュエアトゥー号・リガス号
（非抽選馬） 6頭 クインズマラクータ号・スズカフェスタ号・ニホンピロマドン号・プロネルクール号・メイショウキタグニ号・

ヨドノビクトリー号

５レース目



（1京都4）第7日 10月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

422，770，000円
5，180，000円
29，100，000円
40，370，000円
52，370，000円
66，449，500円
4，722，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
1，250，080，400円
1，360，573，900円
748，949，100円
3，169，298，900円
1，372，226，200円
1，756，424，500円
5，217，652，000円
8，187，022，300円
526，136，800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 23，588，364，100円

総入場人員 55，452名 （有料入場人員 52，589名）
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