
2808510月26日 曇 重 （1京都4） 第8日 第1競走 ��
��1，800�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
1：51．0
1：50．9

重
不良

711 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 478－ 41：51．9 6．0�

33 モンサンイルベント 牡2鹿 55 小牧 太山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 502± 01：52．85 2．7�
712 ロッキーサンダー 牡2鹿 55 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 480＋ 41：52．9� 13．2�
610 クリノヴジュアル 牡2栗 55

52 ▲岩田 望来栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 474± 01：53．21� 49．6�

11 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 468－ 21：53．51� 22．1�
45 テイエムキズナオー 牡2黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 斉藤スタッド 456＋ 21：53．6� 74．0�
57 レッドロジンカ 牡2栗 55 松若 風馬 	東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480± 01：54．13 87．9

22 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± 01：54．41� 12．4�
46 デイオブジョイ 牝2鹿 54 和田 竜二中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 41：54．5クビ 6．2�
814 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 486＋ 21：54．6� 30．6
34 ミ ラ ベ ル 牝2栗 54 藤懸 貴志 �ビクトリーホースランチ 五十嵐忠男 浦河 大樹ファーム 462＋101：54．8� 284．3�
813 サイモンクラブ 牡2鹿 55 松山 弘平澤田 昭紀氏 石坂 公一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 61：55．33 148．7�
69 ベルダーイメル 牡2鹿 55 北村 友一ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 448－ 41：55．51	 4．9�
58 クリノヤタガラス 牡2青鹿 55

52 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 484＋12 〃 クビ 109．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，569，900円 複勝： 45，267，500円 枠連： 10，395，100円
馬連： 52，891，700円 馬単： 26，752，400円 ワイド： 43，012，500円
3連複： 82，848，900円 3連単： 92，880，900円 計： 382，618，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 130円 � 280円 枠 連（3－7） 540円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 300円 �� 890円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 18，190円

票 数

単勝票数 計 285699 的中 � 39938（3番人気）
複勝票数 計 452675 的中 � 74523（3番人気）� 119195（1番人気）� 30076（6番人気）
枠連票数 計 103951 的中 （3－7） 14710（1番人気）
馬連票数 計 528917 的中 �� 55145（2番人気）
馬単票数 計 267524 的中 �� 11459（5番人気）
ワイド票数 計 430125 的中 �� 41688（1番人気）�� 11546（12番人気）�� 12202（9番人気）
3連複票数 計 828489 的中 ��� 19474（8番人気）
3連単票数 計 928809 的中 ��� 3700（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．5―49．0―1：01．7―1：14．4―1：26．6―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．5
1
3
・（1，3）（9，10）5（6，14）－11－8，2，12，4，13－7・（1，3）（6，5，9）10，11，14，4（12，2）（13，8）7

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

勝馬の
紹 介

フレイムウィングス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2019．7．20 中京8着

2017．3．18生 牡2青鹿 母 レッドフェザー 母母 チャリティークエスト 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サイモンクラブ号の調教師石坂公一は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

デイオブジョイ号の騎手和田竜二は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

2808610月26日 曇 重 （1京都4） 第8日 第2競走 ��
��1，400�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
1：23．4
1：23．0

不良
重

33 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 418－ 41：25．4 15．8�
58 エターナリー 牡2栗 55 幸 英明吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 440－ 81：25．61� 4．6�
22 � フラミンゴフライト 牝2芦 54 浜中 俊吉田 千津氏 吉村 圭司 米

Joanne R. Mum-
mert & John C.
Barrett Jr.

482－ 41：25．91	 2．1�
46 マ タ ギ 牡2黒鹿55 藤懸 貴志杉澤 光雄氏 平田 修 新冠 小泉牧場 466＋ 41：26．32
 22．5�
712 セイヴァンキッシュ 牡2青鹿55 古川 吉洋金田 成基氏 山内 研二 日高 本間牧場 492＋ 2 〃 クビ 85．8�
57 メイショウウナサカ 牡2栗 55 藤岡 康太松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 462＋ 41：26．4クビ 16．0�
69 ロワシャンパーニュ 牡2青鹿55 藤井勘一郎大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 426－ 21：26．5
 161．2	
711 タイズオブハート 牝2鹿 54 福永 祐一 
キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 438－ 4 〃 クビ 4．0�
813 ワイルドキャット 牝2黒鹿54 城戸 義政岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 430± 01：26．81	 72．0�
45 メイショウフルサト 牡2鹿 55

52 ▲岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 494＋141：27．11	 157．4
34 ワイドダビデ 牡2栗 55 和田 竜二幅田 京子氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 470＋ 21：27．41	 46．7�
11 キクノヴィゴ 牡2栗 55 松岡 正海菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか 沖田 哲夫 486＋ 21：27．5
 168．4�
814 ヴィクトリーナイト 牡2芦 55 岩崎 翼田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 448－ 6 〃 クビ 313．2�
610 レ レ リ オ 牡2青 55

52 ▲亀田 温心金山 政信氏 森田 直行 熊本 ストームファーム
コーポレーション 476＋141：29．9大差 59．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，376，000円 複勝： 38，639，300円 枠連： 8，945，100円
馬連： 41，977，300円 馬単： 26，478，800円 ワイド： 33，938，900円
3連複： 65，973，000円 3連単： 92，558，900円 計： 337，887，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 240円 � 140円 � 110円 枠 連（3－5） 1，650円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 5，940円

ワ イ ド �� 570円 �� 400円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 14，140円

票 数

単勝票数 計 293760 的中 � 15675（4番人気）
複勝票数 計 386393 的中 � 24153（4番人気）� 63562（3番人気）� 150993（1番人気）
枠連票数 計 89451 的中 （3－5） 4191（6番人気）
馬連票数 計 419773 的中 �� 13285（7番人気）
馬単票数 計 264788 的中 �� 3340（21番人気）
ワイド票数 計 339389 的中 �� 12255（6番人気）�� 18970（4番人気）�� 70675（1番人気）
3連複票数 計 659730 的中 ��� 40774（2番人気）
3連単票数 計 925589 的中 ��� 4744（38番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．1―12．4―12．3―12．5―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソングオブザハート �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．10．14 京都7着

2017．4．3生 牝2鹿 母 ジュディソング 母母 ジェネラスオプション 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ワイドダビデ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ソングオブザハート号の騎手川又賢治は，調整ルームへの入室が遅れたことについて過怠金10，000円。

フラミンゴフライト号の騎手浜中俊は，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：6番）
〔調教再審査〕 ワイドダビデ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レレリオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月26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８日



2808710月26日 曇 重 （1京都4） 第8日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時05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

811 リリーピュアハート 牝2鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 430－ 21：51．4 1．9�
66 デルマラッキーガイ 牡2黒鹿55 松山 弘平浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480－ 61：51．82� 143．2�
67 テイストオブハニー 牝2鹿 54 A．シュタルケ�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 538－ 4 〃 ハナ 3．9�
（独）

78 サウザンドスマイル 牝2鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋ 41：51．9� 21．6�

11 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 448－ 4 〃 クビ 6．3	
55 グレースルビー 牝2鹿 54 岩田 康誠本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 466－ 41：52．0クビ 10．8

44 オースミカムイ 牡2鹿 55 幸 英明�オースミ 渡辺 薫彦 浦河 �川 啓一 476＋ 41：52．21� 64．1�
810 クレドラネージュ 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 478－ 41：52．4� 16．2�
22 ヒルノブルージュ 牡2黒鹿55 田中 勝春�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 米田牧場 478－ 41：52．61� 30．6
79 クリノコハルビヨリ 牝2鹿 54

51 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 田所 秀孝 安平 ノーザンファーム 414± 01：52．81� 400．9�
33 バトルレイカ 牝2鹿 54 藤懸 貴志宮川 秋信氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 468－ 81：53．97 239．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，719，400円 複勝： 57，473，300円 枠連： 8，907，900円
馬連： 49，014，300円 馬単： 28，665，800円 ワイド： 34，573，100円
3連複： 60，146，100円 3連単： 101，492，700円 計： 375，992，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 1，530円 � 140円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 11，060円 馬 単 �� 11，810円

ワ イ ド �� 2，960円 �� 180円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 10，530円 3 連 単 ��� 56，680円

票 数

単勝票数 計 357194 的中 � 153475（1番人気）
複勝票数 計 574733 的中 � 301986（1番人気）� 3482（9番人気）� 79334（2番人気）
枠連票数 計 89079 的中 （6－8） 20380（1番人気）
馬連票数 計 490143 的中 �� 3433（21番人気）
馬単票数 計 286658 的中 �� 1819（33番人気）
ワイド票数 計 345731 的中 �� 2468（25番人気）�� 65390（1番人気）�� 2080（27番人気）
3連複票数 計 601461 的中 ��� 4283（29番人気）
3連単票数 計1014927 的中 ��� 1298（142番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―37．3―50．2―1：03．6―1：16．3―1：28．3―1：39．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーピュアハート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2019．8．4 新潟2着

2017．4．14生 牝2鹿 母 リリーオブザヴァレー 母母 Pennegale 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 グレースルビー号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・8番・10番）
※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。

2808810月26日 曇 重 （1京都4） 第8日 第4競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

67 タマモアテネ 牝2栗 54
53 ☆坂井 瑠星タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 466 ―1：12．1 2．9�

812 アサカディオネ 牝2栗 54 中井 裕二�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 450 ― 〃 クビ 19．9�
11 スナークレジスト 牡2鹿 55

52 ▲岩田 望来杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 高昭牧場 492 ―1：12．52� 5．2�
68 ツクバマリア 牝2黒鹿54 福永 祐一荻原 昭二氏 上村 洋行 新ひだか 木下牧場 452 ―1：13．03 5．1�
56 エメラルドクーラー 牝2黒鹿54 岩崎 翼水上 行雄氏 羽月 友彦 日高 日西牧場 464 ― 〃 クビ 85．6	
811 マリスステラ 牝2鹿 54 松若 風馬馬場 祥晃氏 武 英智 新ひだか 前田牧場 434 ―1：13．21� 7．0

710 モモイロキッス 牝2鹿 54 松岡 正海鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 440 ―1：13．52 8．2�
44 シゲルハクチョウザ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 森永 聡 436 ―1：13．6クビ 25．9�
55 キーブロッコリー 牝2青鹿54 川島 信二北前孔一郎氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 414 ―1：14．34 202．3
33 モズナナツボシ 牡2黒鹿55 小牧 太 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 470 ―1：14．93� 74．4�
22 シ ャ ル ド ネ 牝2鹿 54 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 452 ―1：17．0大差 13．8�
79 シゲルウミヘビザ 牡2黒鹿 55

52 ▲亀田 温心森中 蕃氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 488 ―1：17．53 113．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，048，000円 複勝： 28，944，100円 枠連： 10，788，500円
馬連： 40，884，900円 馬単： 20，143，800円 ワイド： 30，440，900円
3連複： 53，265，400円 3連単： 64，256，500円 計： 277，772，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 450円 � 200円 枠 連（6－8） 450円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 910円 �� 320円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 14，610円

票 数

単勝票数 計 290480 的中 � 81936（1番人気）
複勝票数 計 289441 的中 � 58949（1番人気）� 12702（7番人気）� 39315（4番人気）
枠連票数 計 107885 的中 （6－8） 18547（2番人気）
馬連票数 計 408849 的中 �� 14148（10番人気）
馬単票数 計 201438 的中 �� 4449（12番人気）
ワイド票数 計 304409 的中 �� 8131（12番人気）�� 27414（1番人気）�� 4798（22番人気）
3連複票数 計 532654 的中 ��� 12525（9番人気）
3連単票数 計 642565 的中 ��� 3188（44番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．1―11．9―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―36．0―47．9―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモアテネ �
�
父 トランセンド �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2017．3．28生 牝2栗 母 タマモマナムスメ 母母 ヒトリムスメ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 スナークレジスト号の騎手岩田望来は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルウミヘビザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月26日まで平

地競走に出走できない。



2808910月26日 曇 重 （1京都4） 第8日 第5競走 ��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

22 サトノインプレッサ 牡2黒鹿55 川島 信二 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484 ―1：36．8 8．1�
46 ノルカソルカ 牡2栗 55 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 498 ―1：36．9� 4．5�
57 オーマイダーリン 牝2鹿 54 武 豊廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 462 ―1：37．32� 2．3�
34 コマノグレイス 牝2鹿 54 和田 竜二長谷川芳信氏 田所 秀孝 むかわ 新井牧場 428 ―1：37．72� 86．9�
45 マンオブスピリット 牡2鹿 55 A．シュタルケホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 488 ―1：38．01� 8．2�

（独）

814 ム ジ カ 牝2鹿 54 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 446 ―1：38．32 13．0	
33 アストゥーリアス 牡2栗 55

54 ☆坂井 瑠星菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 458 ―1：38．51� 37．2

711 ランクリッツ 牝2鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 416 ―1：38．71� 15．6�
11 スカイボルト 牡2栗 55 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 432 ― 〃 クビ 75．4�
69 テクノプライド 牝2栗 54 菱田 裕二西村 健氏 上村 洋行 新ひだか グローリーファーム 462 ―1：38．91� 270．6
610 タイセイレフィーノ 牝2鹿 54 浜中 俊田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 456 ― 〃 ハナ 53．4�
712 メイショウコルギン 牡2栗 55

52 ▲岩田 望来松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 484 ―1：39．32� 43．9�
58 バーゲニングパワー 牡2黒鹿55 北村 友一�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 434 ―1：39．61� 61．6�
813 オ カ リ ナ 牡2栗 55 古川 吉洋八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524 ―1：40．45 19．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，248，500円 複勝： 39，256，300円 枠連： 14，154，300円
馬連： 51，979，600円 馬単： 24，062，000円 ワイド： 37，803，100円
3連複： 70，476，700円 3連単： 81，399，600円 計： 354，380，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 180円 � 150円 � 120円 枠 連（2－4） 1，220円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 710円 �� 350円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 11，120円

票 数

単勝票数 計 352485 的中 � 36289（3番人気）
複勝票数 計 392563 的中 � 47168（3番人気）� 65475（2番人気）� 99858（1番人気）
枠連票数 計 141543 的中 （2－4） 8929（6番人気）
馬連票数 計 519796 的中 �� 19032（6番人気）
馬単票数 計 240620 的中 �� 4270（15番人気）
ワイド票数 計 378031 的中 �� 12246（8番人気）�� 28445（2番人気）�� 34980（1番人気）
3連複票数 計 704767 的中 ��� 38797（2番人気）
3連単票数 計 813996 的中 ��� 5303（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．8―36．8―49．2―1：01．5―1：13．5―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノインプレッサ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sahm 初出走

2017．1．29生 牡2黒鹿 母 サ プ レ ザ 母母 Sorpresa 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2809010月26日 曇 重 （1京都4） 第8日 第6競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走12時55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
1：47．8
1：47．6

重
重

813� ロードレガリス 牡4黒鹿57 A．シュタルケ �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 516－121：50．4 2．3�
（独）

46 サウンドテーブル 牡5黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B500＋ 41：51．25 14．9�
711 モ サ 牡3鹿 55 和田 竜二岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 494＋ 41：51．3クビ 7．4�
814 アイキャンテーラー 牡3栗 55 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 2 〃 アタマ 27．1�
22 � メイショウブラボー 牝3青鹿53 岩崎 翼松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 454＋ 31：51．72	 54．7�
33 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± 01：51．8クビ 13．3	
712 グッドヘルスバイオ 牡3芦 55 福永 祐一バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 462－ 81：51．9	 16．3

34 キングサムソン 牡7鹿 57 田中 勝春伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 480－ 4 〃 アタマ 72．9�
11 オンワードセルフ 牡3鹿 55

52 ▲岩田 望来樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 476＋ 21：52．0
 195．6�
610 モーニングサン 牡3鹿 55 藤岡 康太林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 466－ 21：52．32 5．8
45 ノーリミッツ 牡3黒鹿55 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 438± 01：52．51 17．1�
69 フェードアウト 牡3鹿 55

54 ☆坂井 瑠星�三嶋牧場 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 B466－ 21：52．6	 60．9�
58 セブンティサン 牝3鹿 53 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 432＋ 21：53．87 7．2�
57 ト ゥ ア レ グ 牡3鹿 55 松山 弘平諸江 幸祐氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 446＋161：54．22	 37．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，373，700円 複勝： 49，414，000円 枠連： 16，283，500円
馬連： 71，535，000円 馬単： 31，910，400円 ワイド： 55，367，300円
3連複： 101，246，300円 3連単： 113，358，800円 計： 476，489，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 270円 � 200円 枠 連（4－8） 1，020円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 870円 �� 390円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 13，730円

票 数

単勝票数 計 373737 的中 � 127495（1番人気）
複勝票数 計 494140 的中 � 103440（1番人気）� 39501（5番人気）� 61201（3番人気）
枠連票数 計 162835 的中 （4－8） 12370（4番人気）
馬連票数 計 715350 的中 �� 27452（6番人気）
馬単票数 計 319104 的中 �� 9939（6番人気）
ワイド票数 計 553673 的中 �� 15852（8番人気）�� 39631（1番人気）�� 11224（16番人気）
3連複票数 計1012463 的中 ��� 17484（10番人気）
3連単票数 計1133588 的中 ��� 5983（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―37．2―49．5―1：01．9―1：14．2―1：26．1―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ロードレガリス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fusaichi Pegasus

2015．5．30生 牡4黒鹿 母 レディマーメイド 母母 Mother of Pearl 7戦1勝 賞金 10，650，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 メイショウブラボー号の騎手岩崎翼は，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：12番・8番）
※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。



2809110月26日 曇 重 （1京都4） 第8日 第7競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

66 プライドランド 牡3芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：02．1 5．1�
89 ランブリングアレー 牝3黒鹿53 藤岡 康太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 468＋ 22：02．52� 3．5�
44 ダディーズトリップ 牡3青 55 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 448＋122：02．82 19．7�
77 グレートベースン 牡3青鹿55 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 514－102：02．9� 18．3�
22 シャイニングデイズ 牡3鹿 55 福永 祐一杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 476＋ 62：03．0クビ 33．3	
88 ア ル ク ス 牡3鹿 55 A．シュタルケ �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 62：03．32 11．6

（独）

11 オールイズウェル 牡3黒鹿55 和田 竜二小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 490－ 22：03．51� 2．3�
55 キングリスティア 牡3青 55 岩田 康誠廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 508＋ 22：03．71� 7．7�
33 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± 02：06．9大差 135．5
（9頭）

売 得 金
単勝： 36，442，500円 複勝： 45，534，400円 枠連： 9，563，300円
馬連： 54，400，100円 馬単： 28，556，800円 ワイド： 37，511，300円
3連複： 65，838，300円 3連単： 116，409，000円 計： 394，255，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 180円 � 370円 枠 連（6－8） 580円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 290円 �� 850円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 15，060円

票 数

単勝票数 計 364425 的中 � 56750（3番人気）
複勝票数 計 455344 的中 � 62849（3番人気）� 75086（2番人気）� 26055（6番人気）
枠連票数 計 95633 的中 （6－8） 12624（3番人気）
馬連票数 計 544001 的中 �� 54607（3番人気）
馬単票数 計 285568 的中 �� 12946（6番人気）
ワイド票数 計 375113 的中 �� 37510（3番人気）�� 10478（13番人気）�� 10693（11番人気）
3連複票数 計 658383 的中 ��� 14928（13番人気）
3連単票数 計1164090 的中 ��� 5603（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．1―48．3―1：00．5―1：13．2―1：25．4―1：37．8―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プライドランド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2018．10．14 新潟2着

2016．1．31生 牡3芦 母 ザ ズ ー 母母 Rhumb Line 8戦2勝 賞金 20，950，000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。

2809210月26日 曇 重 （1京都4） 第8日 第8競走 ��
��1，900�3歳以上2勝クラス

発走13時55分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

57 ア ノ 牡3栗 55 武 豊武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 432± 01：57．2 3．9�
710 クレスコブレイブ 牡5栗 57 �島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B520＋ 4 〃 クビ 15．1�
44 オ ノ リ ス 牡4黒鹿57 C．スミヨン �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B504＋ 2 〃 アタマ 3．6�

（仏）

812 ダイシンカローリ 牡4栗 57 藤井勘一郎大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 512± 01：57．3クビ 317．0�
33 キングフォルテ 牡4鹿 57 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 526＋ 41：57．61	 11．8�
69 ヒロノセンキン 
3黒鹿55 松山 弘平サンエイ開発	 寺島 良 新ひだか 片山牧場 468－ 6 〃 クビ 6．1

711 エンダウメント 牡3黒鹿55 菱田 裕二ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 21：57．7クビ 6．6�
68 � シンアンドケン 牡4鹿 57

54 ▲岩田 望来 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480± 0 〃 ハナ 28．1�
45 イ ベ リ ア 牡4黒鹿57 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502＋12 〃 アタマ 7．5
56 イルフォーコン 牡6黒鹿57 和田 竜二 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 460－ 81：57．8� 45．6�
11 パイロキネシスト 牡7黒鹿57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B500＋ 41：58．43� 24．3�
22 � メイショウナンプウ 牡5青鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B494－ 2 〃 アタマ 56．9�
813 グランプリワン 牡3鹿 55

54 ☆坂井 瑠星	ジーホース 荒川 義之 新ひだか 飯岡牧場 464± 01：58．82� 165．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，526，400円 複勝： 52，142，900円 枠連： 17，525，300円
馬連： 73，145，800円 馬単： 30，202，600円 ワイド： 52，453，400円
3連複： 99，035，300円 3連単： 115，990，200円 計： 478，021，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 280円 � 150円 枠 連（5－7） 970円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 340円 �� 720円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 25，420円

票 数

単勝票数 計 375264 的中 � 76719（2番人気）
複勝票数 計 521429 的中 � 93783（2番人気）� 37824（6番人気）� 101484（1番人気）
枠連票数 計 175253 的中 （5－7） 13987（4番人気）
馬連票数 計 731458 的中 �� 13929（16番人気）
馬単票数 計 302026 的中 �� 3653（25番人気）
ワイド票数 計 524534 的中 �� 9331（17番人気）�� 43853（1番人気）�� 18117（9番人気）
3連複票数 計 990353 的中 ��� 17727（11番人気）
3連単票数 計1159902 的中 ��� 3308（71番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．8―13．0―12．7―12．2―12．1―12．0―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．1―29．9―42．9―55．6―1：07．8―1：19．9―1：31．9―1：44．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ノ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 With Approval デビュー 2018．12．22 阪神5着

2016．3．10生 牡3栗 母 ミ コ ノ ス 母母 リ ベ ラ ノ 6戦3勝 賞金 29，500，000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。



2809310月26日 晴 稍重 （1京都4） 第8日 第9競走 ��
��1，800�

はぎ

萩 ス テ ー ク ス（Ｌ）
発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 17，000，000円 6，800，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，700，000円
付 加 賞 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．6

良
良

44 ヴェルトライゼンデ 牡2黒鹿55 C．スミヨン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490± 01：50．8 2．2�
（仏）

77 シリアスフール 牡2鹿 55 松山 弘平吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 504＋101：50．9	 8．1�
11 エカテリンブルク 牡2青鹿55 武 豊吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510± 0 〃 クビ 10．0�
66 ヴィースバーデン 牝2鹿 54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 418± 01：51．22 3．1�
33 ギルデッドミラー 牝2鹿 54 A．シュタルケ �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468－ 41：51．41
 4．8	

（独）

55 セツメンノトビウオ 牡2芦 55 幸 英明三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 430± 01：51．5� 83．4

22 リトルシャイン 牡2鹿 55 服部 寿希北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 434－ 21：55．3大差 314．0�

（7頭）

売 得 金
単勝： 60，977，300円 複勝： 41，580，400円 枠連： 発売なし
馬連： 70，492，900円 馬単： 43，609，300円 ワイド： 34，117，200円
3連複： 68，182，500円 3連単： 199，653，000円 計： 518，612，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 270円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 240円 �� 300円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 5，610円

票 数

単勝票数 計 609773 的中 � 225078（1番人気）
複勝票数 計 415804 的中 � 136185（1番人気）� 48484（4番人気）
馬連票数 計 704929 的中 �� 93939（3番人気）
馬単票数 計 436093 的中 �� 35132（4番人気）
ワイド票数 計 341172 的中 �� 41184（3番人気）�� 28937（5番人気）�� 11184（10番人気）
3連複票数 計 681825 的中 ��� 33778（7番人気）
3連単票数 計1996530 的中 ��� 25762（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．2―37．5―50．4―1：03．6―1：16．1―1：28．3―1：39．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェルトライゼンデ �

父 ドリームジャーニー �


母父 Acatenango デビュー 2019．9．1 小倉1着

2017．2．8生 牡2黒鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht 2戦2勝 賞金 24，147，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リトルシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月26日まで平地競

走に出走できない。
※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。

2809410月26日 晴 稍重 （1京都4） 第8日 第10競走 ��
��2，400�

こ と

古都ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3
歳54�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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

33 プリンスオブペスカ 牡5鹿 57 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 488＋142：30．4 12．1�
55 マスターコード 牡5黒鹿57 和田 竜二�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 6 〃 ハナ 3．8�
11 ブライトムーン 牝5黒鹿55 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 62：30．5� 3．3�
44 ベイビーステップ 牡5鹿 57 岩田 康誠大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 490± 0 〃 クビ 8．9�
66 	 スティルウォーター 牝6黒鹿55 川又 賢治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 414＋ 42：30．71
 40．3�
22 フォイヤーヴェルク 牡6青鹿57 A．シュタルケ 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456± 02：30．8� 12．3


（独）

77 ノチェブランカ 牝4芦 55 松山 弘平吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 456－ 8 〃 クビ 2．5�
（7頭）

売 得 金
単勝： 36，190，200円 複勝： 29，744，600円 枠連： 発売なし
馬連： 70，914，000円 馬単： 37，923，400円 ワイド： 37，861，200円
3連複： 79，349，700円 3連単： 183，237，400円 計： 475，220，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 480円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 580円 �� 600円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 15，750円

票 数

単勝票数 計 361902 的中 � 23791（5番人気）
複勝票数 計 297446 的中 � 20259（6番人気）� 70030（2番人気）
馬連票数 計 709140 的中 �� 28005（9番人気）
馬単票数 計 379234 的中 �� 5686（21番人気）
ワイド票数 計 378612 的中 �� 15359（9番人気）�� 14870（10番人気）�� 44367（3番人気）
3連複票数 計 793497 的中 ��� 34677（9番人気）
3連単票数 計1832374 的中 ��� 8433（65番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―12．3―13．4―13．4―12．9―13．0―13．2―12．3―11．7―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．5―37．8―51．2―1：04．6―1：17．5―1：30．5―1：43．7―1：56．0―2：07．7―2：18．7

コーナー
通過順位

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

2
4
4，3，1（5，7）2，6・（4，3）（1，7）5（2，6）

勝馬の
紹 介

プリンスオブペスカ �

父 ハーツクライ �


母父 チーフベアハート デビュー 2016．11．5 京都8着

2014．5．11生 牡5鹿 母 プリンセスペスカ 母母 テンザンキラリ 27戦5勝 賞金 86，523，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 プリンスオブペスカ号の騎手藤井勘一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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。



2809510月26日 晴 稍重 （1京都4） 第8日 第11競走 ��
��1，400�第62回毎日放送賞スワンステークス（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54�4歳以上56�，牝馬
2�減，30．10．27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，30．10．26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）

毎日放送賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 1，288，000円 368，000円 184，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

817 ダイアトニック 牡4鹿 56 C．スミヨン �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 476± 01：21．3 2．9�
（仏）

510� モズアスコット 牡5栗 57 岩田 康誠 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer
Wind Farm 498± 0 〃 ハナ 4．4�

48 マイスタイル 牡5鹿 56 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 B464＋ 2 〃 クビ 12．3�
714 タイムトリップ 牡5黒鹿56 藤岡 康太中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 498± 01：21．93	 144．7�
47 グァンチャーレ 牡7青鹿56 松岡 正海松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 472± 0 〃 ハナ 6．0	
59 トゥザクラウン 牡5鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B528＋ 4 〃 アタマ 20．0

35 キングハート 牡6鹿 56 菱田 裕二増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 492－ 6 〃 クビ 337．7�
818 セイウンコウセイ 牡6栗 57 幸 英明西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 492－ 81：22．0クビ 32．4�
715 スマートオーディン 牡6黒鹿56 武 豊大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 512＋12 〃 クビ 12．9
36 アマルフィコースト 牝4黒鹿54 坂井 瑠星 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 470＋ 21：22．21	 12．3�
23 マルターズアポジー 牡7鹿 56 松若 風馬藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 526－101：22．41 92．4�
24 カルヴァリオ 
6鹿 56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 476－ 2 〃 クビ 165．7�
713 キャナルストリート 牝5黒鹿54 浜中 俊村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 468－ 4 〃 ハナ 31．9�
12 ノ ー ワ ン 牝3鹿 52 松山 弘平藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 484＋161：22．5	 14．9�
11 ロードクエスト 牡6鹿 57 A．シュタルケ �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 460± 01：22．71	 27．7�

（独）

611 イエローマリンバ 牝4青鹿54 北村 友一松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 448＋ 61：22．91� 76．3�
612 ムーンクエイク 
6栗 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502－ 61：23．0クビ 65．6�
816� モ ー ニ ン 牡7栗 57 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire

Equines, LLC B526＋ 61：23．21� 130．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 142，550，000円 複勝： 223，117，400円 枠連： 90，545，900円
馬連： 473，954，500円 馬単： 167，600，300円 ワイド： 308，510，900円
3連複： 855，570，100円 3連単： 974，185，700円 計： 3，236，034，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 170円 � 300円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 360円 �� 780円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 8，560円

票 数

単勝票数 計1425500 的中 � 391106（1番人気）
複勝票数 計2231174 的中 � 493589（1番人気）� 339795（2番人気）� 151089（5番人気）
枠連票数 計 905459 的中 （5－8） 124975（1番人気）
馬連票数 計4739545 的中 �� 524818（1番人気）
馬単票数 計1676003 的中 �� 105643（1番人気）
ワイド票数 計3085109 的中 �� 237335（1番人気）�� 96783（7番人気）�� 90969（8番人気）
3連複票数 計8555701 的中 ��� 260762（3番人気）
3連単票数 計9741857 的中 ��� 82497（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．7―11．7―11．5―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．6―46．3―57．8―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 11－18，3，9－6（5，8）（2，7）（4，10）（1，17）13（14，16）（12，15） 4 11，18（3，9）－（5，6，8）7（2，10）（4，17）（1，15）13（14，16）12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイアトニック �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．12．16 阪神1着

2015．5．12生 牡4鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 11戦6勝 賞金 156，465，000円
〔制裁〕 グァンチャーレ号の騎手松岡正海は，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。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダイアトニック号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

2809610月26日 晴 重 （1京都4） 第8日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：21．7
1：20．3

重
不良

59 ラ プ タ ス �3鹿 55 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 464＋ 61：22．7 1．9�

814 サンライズカラマ 牡5栗 57 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B500＋ 41：22．8	 44．3�

815 アスターソード 牡4鹿 57
56 ☆坂井 瑠星加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 454－ 41：23．11	 13．3�

35 マッカートニー 牡6栗 57
54 ▲亀田 温心薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 474－ 61：23．63 51．4�

46 ケイアイターコイズ 牡3芦 55 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 510＋ 2 〃 クビ 5．8�
712 ラブリーイレブン 牝4栗 55 武 豊吉野加壽代氏 坂口 智康 日高 浜本牧場 446＋141：23．7クビ 30．3	
58 ジュエアトゥー �5栗 57 古川 吉洋首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 510＋201：23．91
 90．6

22 バ ク ハ ツ 牡4栗 57 藤岡 佑介�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム B500－ 21：24．0クビ 15．6�
34 プロネルクール 牝4鹿 55 松若 風馬�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム B496± 01：24．21� 209．4�
47 スズカフェスタ 牡4栗 57 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 504± 0 〃 ハナ 63．1
713 トップウイナー 牡3栗 55 藤岡 康太�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B472＋ 21：24．41� 6．3�
611 ヨドノビクトリー 牡5鹿 57 松岡 正海海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 B492＋ 6 〃 ハナ 34．7�
11 � サンシャーロット 牝5栗 55 川島 信二 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 458± 0 〃 ハナ 56．3�
610 アールロッソ 牝3栗 53 松山 弘平前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 482－ 61：24．61� 12．1�
23 ハ ゼ ル 牡4栗 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 498＋ 81：25．13 45．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 60，097，100円 複勝： 78，052，200円 枠連： 31，150，400円
馬連： 135，025，100円 馬単： 62，558，100円 ワイド： 94，293，700円
3連複： 204，061，900円 3連単： 279，661，000円 計： 944，899，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 460円 � 330円 枠 連（5－8） 780円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 640円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 9，870円 3 連 単 ��� 36，310円

票 数

単勝票数 計 600971 的中 � 252985（1番人気）
複勝票数 計 780522 的中 � 256108（1番人気）� 31060（7番人気）� 46345（6番人気）
枠連票数 計 311504 的中 （5－8） 30840（3番人気）
馬連票数 計1350251 的中 �� 33900（11番人気）
馬単票数 計 625581 的中 �� 11483（10番人気）
ワイド票数 計 942937 的中 �� 20816（12番人気）�� 39628（4番人気）�� 8377（29番人気）
3連複票数 計2040619 的中 ��� 15491（28番人気）
3連単票数 計2796610 的中 ��� 5583（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．0―34．4―45．9―57．9―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ プ タ ス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．12．2 阪神5着

2016．4．19生 �3鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 6戦3勝 賞金 24，200，000円



（1京都4）第8日 10月26日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
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

305，770，000円
7，380，000円
29，620，000円
2，290，000円
33，300，000円
63，389，000円
4，154，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
569，119，000円
729，166，400円
218，259，300円
1，186，215，200円
528，463，700円
799，883，500円
1，805，994，200円
2，415，083，700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 8，252，185，000円

総入場人員 18，805名 （有料入場人員 17，608名）
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