
2804910月24日 晴 不良 （2京都4） 第5日 第1競走 ��1，400�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．3
1：23．0

不良
重

55 タイセイエクセル 牝2栗 54 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 富田牧場 468＋ 61：26．2 2．1�
68 クリノキララ 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 増尾牧場 434＋ 41：26．41� 215．3�
811 ク ラ ー ヴ ォ 牝2鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 81：26．61� 5．6�
67 ガールズヒロイン 牝2黒鹿54 国分 優作山下 良子氏 湯窪 幸雄 浦河 村中牧場 436－ 21：26．81 95．6�
79 ブリリアントウェイ 牝2鹿 54 坂井 瑠星�杵臼牧場 武 英智 浦河 杵臼牧場 418－ 41：27．22� 98．6	
11 グルーヴィカグヤ 牝2栗 54 藤懸 貴志兼松 康太氏 池添 学 日高 荒井ファーム B468－ 61：27．51� 39．5

22 レ ゼ ー ル 牝2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真安原 浩司氏 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 436－ 21：27．81� 10．5�
33 テイエムテンホー 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 中本牧場 458＋ 61：28．43� 154．2�
812 ダイナストーン 牝2栗 54 武 豊山本又一郎氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 522＋ 81：28．5クビ 12．0
710 シェーヴルフォイユ 牝2黒鹿 54

53 ☆団野 大成�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446＋181：29．35 21．2�

56 レスペディーザ 牝2鹿 54 岩田 康誠�NICKS 松永 幹夫 日高 スマイルファーム 426－ 21：30．47 23．1�
44 ナ サ 牝2黒鹿54 川田 将雅岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 452＋ 21：30．5クビ 4．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，067，100円 複勝： 44，321，800円 枠連： 8，531，800円
馬連： 48，240，000円 馬単： 26，755，000円 ワイド： 44，217，900円
3連複： 75，960，200円 3連単： 101，748，700円 計： 383，842，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 1，970円 � 140円 枠 連（5－6） 4，530円

馬 連 �� 12，870円 馬 単 �� 18，610円

ワ イ ド �� 4，500円 �� 250円 �� 8，160円

3 連 複 ��� 20，260円 3 連 単 ��� 113，660円

票 数

単勝票数 計 340671 的中 � 132292（1番人気）
複勝票数 計 443218 的中 � 133050（1番人気）� 3058（12番人気）� 90081（2番人気）
枠連票数 計 85318 的中 （5－6） 1457（13番人気）
馬連票数 計 482400 的中 �� 2904（28番人気）
馬単票数 計 267550 的中 �� 1078（43番人気）
ワイド票数 計 442179 的中 �� 2231（35番人気）�� 56175（2番人気）�� 1222（46番人気）
3連複票数 計 759602 的中 ��� 2811（52番人気）
3連単票数 計1017487 的中 ��� 649（267番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．2―47．7―1：00．2―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．5
3 ・（1，3）5（11，4，12）－8，2，6（7，9）－10 4 ・（1，3，5）（11，4）12，8（2，6）－（7，9）－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイエクセル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．8．15 小倉9着

2018．3．23生 牝2栗 母 エリモマドンナ 母母 エリモエクセル 5戦1勝 賞金 7，870，000円
〔制裁〕 ダイナストーン号の調教師庄野靖志は，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。

クリノキララ号の騎手森裕太朗は，4コーナーで外側に斜行したことについて令和2年11月7日から令和2年11月15日まで騎
乗停止。（被害馬：2番・6番・4番）

〔その他〕 レスペディーザ号・ナサ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

2805010月24日 晴 稍重 （2京都4） 第5日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時35分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

79 ヴィジュネル 牡2青鹿55 幸 英明 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 21：37．3 3．9�

68 � フランクエトワール 牡2鹿 55 武 豊 DMMドリームクラブ� 松永 昌博 愛 Dream Farm
Co. Ltd 456＋10 〃 クビ 4．2�

710 ヴェックマン 牡2黒鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 21：37．51� 4．8�
812 マリアエレーナ 牝2芦 54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 412＋ 61：37．71 4．8�
44 エアーズロック 牡2鹿 55 松山 弘平西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 460＋ 2 〃 クビ 13．6	
811 シゲルソウサイ 牡2鹿 55 藤岡 康太森中 蕃氏 上村 洋行 日高 オリオンファーム 488－ 21：37．8クビ 23．4

22 マイネルグスタフ 牡2栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 41：38．01	 17．9�
67 デマントイド 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成吉田 晴哉氏 西園 正都 安平 追分ファーム 434＋ 81：38．1	 40．3�
55 テ リ ー ヌ 牝2鹿 54 秋山真一郎三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 406＋ 21：38．2	 126．4
11 ジュンブーケ 牝2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真河合 純二氏 森 秀行 新冠 芳住 鉄兵 436－ 21：38．3
 47．7�
56 ベ ル ゼ ー ル 牝2栗 54 坂井 瑠星 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 442－ 41：38．72	 16．0�
33 シゲルチョウサヤク 牡2鹿 55 和田 翼森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 高山 博 422－ 21：39．12	 365．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，309，800円 複勝： 60，153，900円 枠連： 9，868，700円
馬連： 56，895，700円 馬単： 25，747，800円 ワイド： 51，642，300円
3連複： 85，601，100円 3連単： 95，433，600円 計： 425，652，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 140円 � 160円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 340円 �� 440円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 5，500円

票 数

単勝票数 計 403098 的中 � 86372（1番人気）
複勝票数 計 601539 的中 � 113836（1番人気）� 113693（2番人気）� 86162（4番人気）
枠連票数 計 98687 的中 （6－7） 17574（2番人気）
馬連票数 計 568957 的中 �� 67323（1番人気）
馬単票数 計 257478 的中 �� 13711（2番人気）
ワイド票数 計 516423 的中 �� 40756（2番人気）�� 29135（4番人気）�� 27966（5番人気）
3連複票数 計 856011 的中 ��� 52336（1番人気）
3連単票数 計 954336 的中 ��� 12562（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．4―12．3―12．4―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．5―47．9―1：00．2―1：12．6―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィジュネル �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．10．10 京都2着

2018．5．19生 牡2青鹿 母 コードネーム 母母 トリッキーコード 2戦1勝 賞金 7，900，000円

第４回 京都競馬 第５日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



2805110月24日 晴 稍重 （2京都4） 第5日 第3競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走11時05分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：58．9

良
良

33 � ライフサイエンス 牡2鹿 55 武 豊ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Cn Farm Ltd 476－ 42：05．3 8．8�
66 ニホンピロタイズ 牡2青鹿55 酒井 学小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 462± 0 〃 ハナ 43．6�
77 リーブルミノル 牡2栗 55 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 476＋ 2 〃 クビ 3．0�
89 カラレーション 牝2黒鹿54 坂井 瑠星 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 416－ 42：05．51	 1．9�
44 ラインポラリス 牡2鹿 55 岩田 康誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 478± 02：05．71	 17．7�
88 ジョウショーペース 牡2芦 55 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 476＋142：06．55 131．4	
22 ジューンベロシティ 牡2青鹿55 藤岡 康太吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム 460－ 42：06．71	 7．1

11 ピエナゴールド 牡2鹿 55 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 464＋ 22：07．12
 124．4�
55 メイショウサロベツ 牡2鹿 55 城戸 義政松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 松栄牧場 490＋ 42：07．2
 389．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，170，300円 複勝： 58，209，300円 枠連： 5，587，900円
馬連： 37，879，200円 馬単： 25，426，100円 ワイド： 30，408，100円
3連複： 50，486，800円 3連単： 113，230，800円 計： 357，398，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 380円 � 890円 � 180円 枠 連（3－6） 10，160円

馬 連 �� 10，180円 馬 単 �� 19，590円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 400円 �� 830円

3 連 複 ��� 6，010円 3 連 単 ��� 66，950円

票 数

単勝票数 計 361703 的中 � 34513（4番人気）
複勝票数 計 582093 的中 � 36383（4番人気）� 13747（6番人気）� 111319（2番人気）
枠連票数 計 55879 的中 （3－6） 426（16番人気）
馬連票数 計 378792 的中 �� 2881（17番人気）
馬単票数 計 254261 的中 �� 973（30番人気）
ワイド票数 計 304081 的中 �� 3648（18番人気）�� 21550（4番人気）�� 9163（10番人気）
3連複票数 計 504868 的中 ��� 6299（19番人気）
3連単票数 計1132308 的中 ��� 1226（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．2―38．4―51．3―1：04．1―1：17．5―1：29．6―1：41．5―1：53．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ライフサイエンス 
�
父 New Approach 

�
母父 Holy Roman Emperor デビュー 2020．8．2 札幌4着

2018．2．18生 牡2鹿 母 Life At Best 母母 Diavla 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 メイショウサロベツ号は，発進不良〔出遅れ〕。

2805210月24日 晴 不良 （2京都4） 第5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

48 � ロシアンサモワール 牝2鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 松永 幹夫 米 Zayat Sta-
bles, LLC 474 ―1：53．3 1．7�

24 フェブキラナ 牡2栗 55 国分 恭介釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 462 ― 〃 アタマ 32．1�
47 ラブオブマイライフ 牝2栗 54 藤岡 康太吉田 千津氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 458 ―1：53．93� 15．8�
12 ヒルノアローザ 牡2鹿 55 古川 吉洋�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 502 ―1：54．32� 60．1�
59 バーニングパワー 牝2栗 54 秋山真一郎長谷川光司氏 	島 一歩 浦河 	川フアーム 478 ―1：54．4
 68．8�
35 ジョウショーモード 牡2栗 55 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 500 ―1：54．71
 92．8	
36 � サトノインパルス 牡2鹿 55 武 豊 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 米

Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

522 ―1：54．91� 3．9

815 ワセダハーツ 牡2栗 55 岩田 康誠大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 430 ―1：55．22 15．7�
11 マサノダイヤモンド 牡2鹿 55 川島 信二猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 480 ―1：55．83� 48．3�
611� バーボンハイボール 牡2栗 55 柴田 善臣大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Candy Mead-

ows LLC 542 ― 〃 クビ 23．3
713 ヤマニンフラクタル 牝2栗 54 藤懸 貴志土井 肇氏 石橋 守 浦河 廣田 光夫 502 ―1：56．43� 31．0�
510 アウラヴィータ 牝2鹿 54 幸 英明ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 藤春 修二 508 ―1：56．61� 40．9�
714 メイショウマントル 牡2鹿 55 田中 健松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508 ―1：57．13 342．2�
23 テイエムマグナム 牡2鹿 55 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 平取 有限会社中

田牧場 488 ―1：57．3
 176．5�
816 ショウナンアゲロス 牝2鹿 54 松若 風馬国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 静内フジカワ牧場 464 ―1：58．15 81．0�
612 ルナブランカ 牝2芦 54 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 440 ―1：58．42 37．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，283，000円 複勝： 35，171，600円 枠連： 10，098，900円
馬連： 40，299，600円 馬単： 23，860，900円 ワイド： 38，859，300円
3連複： 63，572，400円 3連単： 74，915，900円 計： 323，061，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 370円 � 260円 枠 連（2－4） 2，450円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 700円 �� 440円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 25，480円

票 数

単勝票数 計 362830 的中 � 172372（1番人気）
複勝票数 計 351716 的中 � 115452（1番人気）� 17452（5番人気）� 27193（3番人気）
枠連票数 計 100989 的中 （2－4） 3188（10番人気）
馬連票数 計 402996 的中 �� 11191（8番人気）
馬単票数 計 238609 的中 �� 5601（7番人気）
ワイド票数 計 388593 的中 �� 14254（5番人気）�� 24262（2番人気）�� 2768（29番人気）
3連複票数 計 635724 的中 ��� 8464（16番人気）
3連単票数 計 749159 的中 ��� 2131（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．5―50．6―1：03．5―1：16．2―1：28．9―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．1
1
3
2（6，8）（4，3，13）5（7，16）（9，11）－（1，12，15）14，10・（2，6）（8，13）（4，5）（7，11）16（9，15）3（1，10）＝14－12

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

勝馬の
紹 介

�ロシアンサモワール �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Songandaprayer 初出走

2018．4．25生 牝2鹿 母 Megalicious 母母 Katie McLaury 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タイセイシェダル号・ミッションレール号

追 加 記 事（第 2回中京競馬第 9日第 10 競走）
〔その他〕　　ウインネプチューン号は，競走中に疾病〔両橈骨遠位端骨折，両橈側手根骨々

折及び両中間手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」
の適用を除外。



2805310月24日 晴 稍重 （2京都4） 第5日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：07．5

良
良

713� スーパーウーパー 牝2芦 54 武 豊松島 悠衣氏 森 秀行 米 Calumet
Farm 458 ―1：11．0 6．5�

714 バ ン ベ ル ク 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470 ―1：11．32 2．2�
36 ペプチドモナ 牝2青鹿 54

53 ☆団野 大成沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 414 ―1：11．72 9．7�
47 スマートエミネンス 牡2芦 55 幸 英明大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 458 ― 〃 クビ 11．9�
24 ザベストデイ 牝2栗 54

53 ☆富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 浦河 グランデファーム 444 ―1：11．8クビ 28．5	

11 アブラアルバム 牝2青鹿54 川島 信二大西 洋平氏 新谷 功一 新冠 村上 進治 406 ―1：12．11� 213．5

611 トップザビル 牝2栗 54 柴山 雄一吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 432 ―1：12．31	 45．1�
612 ヴァジュランダ 牡2黒鹿55 岩田 康誠高原 将浩氏 宮本 博 新ひだか 千代田牧場 498 ―1：12．4クビ 5．4�
59 コスモチェントロ 牝2鹿 54 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 新冠 武田 修一 400 ― 〃 ハナ 27．0
23 グッドイヤー 牝2鹿 54 藤岡 康太佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 446 ― 〃 ハナ 60．6�
815 コパノピッチング 牡2鹿 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 新冠 サンローゼン 490 ―1：12．72 96．3�
817 ダイメイイースター 牝2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 446 ― 〃 クビ 43．3�
816 サウンドブライアン 牡2芦 55 松山 弘平増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 478 ― 〃 アタマ 36．0�
48 エコロゲッカ 牝2鹿 54 太宰 啓介原村 正紀氏 荒川 義之 浦河 秋場牧場 438 ―1：13．12
 34．7�
12 ヨ ッ シ ャ ー 牡2鹿 55 古川 吉洋岡 浩二氏 的場 均 新冠 有限会社 大

作ステーブル 450 ―1：13．2
 78．9�
510 メイショウホタルビ 牝2栗 54 和田 翼松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 赤田牧場 428 ―1：13．51
 234．8�
35 ジャクリーン 牝2栗 54 松若 風馬副島 義久氏 加用 正 新ひだか 城地牧場 412 ―1：14．03 138．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 36，560，600円 複勝： 37，451，100円 枠連： 12，650，700円
馬連： 44，149，300円 馬単： 21，547，800円 ワイド： 42，063，600円
3連複： 66，167，900円 3連単： 72，589，400円 計： 333，180，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 120円 � 240円 枠 連（7－7） 880円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，350円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，760円 3 連 単 ��� 20，800円

票 数

単勝票数 計 365606 的中 � 46928（3番人気）
複勝票数 計 374511 的中 � 42653（3番人気）� 107592（1番人気）� 31886（5番人気）
枠連票数 計 126507 的中 （7－7） 11071（3番人気）
馬連票数 計 441493 的中 �� 42974（2番人気）
馬単票数 計 215478 的中 �� 8370（4番人気）
ワイド票数 計 420636 的中 �� 30784（2番人気）�� 7268（14番人気）�� 23830（3番人気）
3連複票数 計 661679 的中 ��� 13171（6番人気）
3連単票数 計 725894 的中 ��� 2530（40番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．7―12．1―12．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．6
3 13－6，16－7－（3，14）（11，4）（1，12）－（2，17）（10，15）－9，5，8 4 13－6，16，7－（3，14）－1（11，4）－12，2－（10，17）15（5，9）8

勝馬の
紹 介

�スーパーウーパー �
�
父 Overanalyze �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2018．3．26生 牝2芦 母 Spoken 母母 Tell It 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※グッドイヤー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2805410月24日 晴 稍重 （2京都4） 第5日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （芝・右・外）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

66 ラ イ テ ィ ア 牝3鹿 53 川田 将雅 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 428＋241：48．6 1．8�
79 タニノヨセミテ 牝3鹿 53 幸 英明谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 412± 01：48．81� 6．8�
55 ラブアンバサダー 牝3鹿 53 武 豊松島 悠衣氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 418－ 61：49．01� 15．9�
78 キングスタイル 牝3黒鹿53 松若 風馬廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 410－ 61：49．63� 63．8�
11 メタモルフォーゼ 牝3鹿 53 藤岡 康太�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 456＋101：49．81� 10．6	
810 エイシンロード 牝4黒鹿55 岩田 康誠�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 488± 0 〃 クビ 32．0

67 ヴィースバーデン 牝3鹿 53 川須 栄彦 �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 436＋ 2 〃 ハナ 55．0�
811 ルーツドール 牝3黒鹿53 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B516－ 41：50．01� 3．3�
33 ショウナンラペット 牝3鹿 53 松山 弘平�湘南 池添 兼雄 登別 青藍牧場 418＋ 4 〃 アタマ 49．6
22 ミラーミラー 牝4黒鹿 55

54 ☆団野 大成吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 408± 01：50．53 136．4�
44 サドキンザン 牝4鹿 55 藤井勘一郎ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋101：50．71� 39．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，018，900円 複勝： 55，497，300円 枠連： 8，369，200円
馬連： 53，212，200円 馬単： 29，951，300円 ワイド： 46，052，600円
3連複： 73，770，300円 3連単： 112，438，200円 計： 422，310，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（6－7） 600円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 260円 �� 480円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 430189 的中 � 183644（1番人気）
複勝票数 計 554973 的中 � 216681（1番人気）� 83866（3番人気）� 39159（5番人気）
枠連票数 計 83692 的中 （6－7） 10749（2番人気）
馬連票数 計 532122 的中 �� 73305（2番人気）
馬単票数 計 299513 的中 �� 29465（2番人気）
ワイド票数 計 460526 的中 �� 50202（2番人気）�� 23661（5番人気）�� 17303（6番人気）
3連複票数 計 737703 的中 ��� 38898（4番人気）
3連単票数 計1124382 的中 ��� 18047（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―36．0―48．0―1：00．8―1：12．9―1：24．5―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ イ テ ィ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2019．9．16 阪神1着

2017．4．21生 牝3鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 5戦2勝 賞金 28，480，000円



2805510月24日 晴 重 （2京都4） 第5日 第7競走 ��1，200�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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．5

不良
重

46 グーテンモルゲン 牡4鹿 57 藤岡 康太薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 508＋ 61：11．2 5．7�
45 マ テ ィ ア ス 牡3栗 55 武 豊本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 484± 01：11．3� 1．8�
69 フルールドネージュ 牝3栗 53 松山 弘平ライオンレースホース� 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 442－ 61：11．4� 8．2�
33 ミスターウインディ 牡7黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 えりも 能登 浩 494－ 61：11．71� 24．8�
11 � メイショウユウシン 牡4鹿 57 川又 賢治松本 好雄氏 池添 学 浦河 高昭牧場 446＋ 41：12．12� 67．9�
22 フラベリフォーム 牡5鹿 57 酒井 学水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 480＋141：12．2� 40．6	
58 サンライズプラウ 牡3鹿 55 田中 健松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 B462＋ 2 〃 アタマ 33．7

610 レッドモアナ 牝4栗 55 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 448± 01：12．41	 191．5�
34 タマモクレマチス 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 456± 01：12．61	 75．9�
813 タガノブディーノ 牝5栗 55 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496＋ 2 〃 クビ 20．6
712 メイショウロサン 牡4黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 486＋ 41：12．7� 123．6�
814 ヴィグラスカイザー 牡3黒鹿55 松若 風馬犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新冠 ハクツ牧場 512＋12 〃 ハナ 7．0�
711 テイエムラッシュ 牡3鹿 55 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 486＋ 6 〃 ハナ 84．4�
57 � クリノカサット 牝5栗 55 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 480＋ 41：13．44 12．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，198，800円 複勝： 55，638，700円 枠連： 12，937，200円
馬連： 70，374，000円 馬単： 29，732，300円 ワイド： 57，203，500円
3連複： 107，620，500円 3連単： 121，673，000円 計： 496，378，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 150円 � 120円 � 180円 枠 連（4－4） 430円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 210円 �� 710円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 8，070円

票 数

単勝票数 計 411988 的中 � 57709（2番人気）
複勝票数 計 556387 的中 � 86653（2番人気）� 159759（1番人気）� 64515（4番人気）
枠連票数 計 129372 的中 （4－4） 22818（2番人気）
馬連票数 計 703740 的中 �� 151153（1番人気）
馬単票数 計 297323 的中 �� 20550（2番人気）
ワイド票数 計 572035 的中 �� 79322（1番人気）�� 17561（8番人気）�� 40568（3番人気）
3連複票数 計1076205 的中 ��� 51659（4番人気）
3連単票数 計1216730 的中 ��� 10924（16番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．0―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．3―47．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グーテンモルゲン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2019．7．6 中京5着

2016．5．12生 牡4鹿 母 セイントリーフ 母母 ス ダ リ ー フ 15戦1勝 賞金 17，860，000円
［他本会外：1戦1勝］

2805610月24日 晴 重 （2京都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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

67 � アメリカンシード 牡3鹿 55 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米 Courtlandt
Farm 468－ 61：48．6 3．0�

79 リトルクレバー 牡3鹿 55 川田 将雅岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 460＋ 21：49．77 2．6�
11 ヒルノブルージュ 牡3黒鹿 55

54 ☆富田 暁�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 米田牧場 482＋ 21：50．76 3．6�
33 ワイドレッジャドロ 牡3黒鹿55 松若 風馬幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 492± 01：51．01	 11．0�
811 サウンドテーブル 牡6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B504＋ 21：52．06 25．3�
22 メイショウシャガ 牡3黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 504－ 2 〃 アタマ 16．8	
78 
 ジェミニキング �4鹿 57 小牧 太三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 B474± 01：52．21� 27．4

810 キャルブルー 牡3黒鹿55 川島 信二里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 506－ 2 〃 クビ 99．1�
44 ヒルノアントラ �3青鹿55 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B466－ 21：52．41 68．4�
55 ミーティアトレイル �5芦 57

54 ▲泉谷 楓真 キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：52．71 51．0�
66 クリノターハイ 牡3栗 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 永村 侑 476－ 81：53．87 241．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 41，297，000円 複勝： 43，533，700円 枠連： 8，149，700円
馬連： 61，268，200円 馬単： 29，148，700円 ワイド： 46，939，500円
3連複： 83，906，500円 3連単： 121，609，900円 計： 435，853，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 210円 �� 260円 �� 160円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 2，620円

票 数

単勝票数 計 412970 的中 � 109543（2番人気）
複勝票数 計 435337 的中 � 62493（3番人気）� 135353（1番人気）� 105376（2番人気）
枠連票数 計 81497 的中 （6－7） 12258（2番人気）
馬連票数 計 612682 的中 �� 92578（2番人気）
馬単票数 計 291487 的中 �� 25208（3番人気）
ワイド票数 計 469395 的中 �� 53560（2番人気）�� 40157（3番人気）�� 84610（1番人気）
3連複票数 計 839065 的中 ��� 124351（1番人気）
3連単票数 計1216099 的中 ��� 33582（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．5―12．5―12．7―12．4―11．7―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．3―48．8―1：01．5―1：13．9―1：25．6―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．7
1
3
7，11－9（1，5）（3，4）（6，8）（2，10）
7，11－9（1，5）（3，4）－（10，8）（2，6）

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンシード �
�
父 Tapit �

�
母父 Stormin Fever デビュー 2019．12．8 阪神1着

2017．3．17生 牡3鹿 母 Sweet Talker 母母 Another Vegetarian 7戦2勝 賞金 27，728，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノターハイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月24日まで平地競走

に出走できない。



2805710月24日 晴 稍重 （2京都4） 第5日 第9競走 ��
��1，600�トルマリンステークス

発走14時25分（番組第10競走を順序変更） （芝・右・外）
牝，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53�4歳以上55�

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
1：31．3
1：30．3

良
良

44 ク リ ス テ ィ 牝3芦 53 松若 風馬薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ
アーム 486＋ 41：36．0 1．7�

11 レースガーデン 牝4芦 55 水口 優也金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466± 01：36．1� 6．0�

77 ムーンチャイム 牝5栗 55 武 豊ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468± 01：36．52	 3．8�

66 ラ テ ュ ロ ス 牝5鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋121：36．81	 10．2�

22 キャンディストーム 牝6鹿 55 松山 弘平ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506＋ 4 〃 アタマ 28．9	

55 モアナアネラ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448＋201：37．22	 24．2

33 ノーブルカリナン 牝5黒鹿55 岩田 康誠 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 464＋ 41：37．62	 12．3�

（7頭）

売 得 金
単勝： 42，369，800円 複勝： 55，113，200円 枠連： 発売なし
馬連： 64，924，800円 馬単： 41，240，300円 ワイド： 42，467，800円
3連複： 77，236，700円 3連単： 205，909，100円 計： 529，261，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 210円 �� 140円 �� 290円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，570円

票 数

単勝票数 計 423698 的中 � 192719（1番人気）
複勝票数 計 551132 的中 � 318746（1番人気）� 50699（3番人気）
馬連票数 計 649248 的中 �� 105298（2番人気）
馬単票数 計 412403 的中 �� 47553（2番人気）
ワイド票数 計 424678 的中 �� 48298（2番人気）�� 96696（1番人気）�� 29138（5番人気）
3連複票数 計 772367 的中 ��� 127981（1番人気）
3連単票数 計2059091 的中 ��� 94600（3番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―12．5―12．5―11．6―11．1―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．4―37．9―50．4―1：02．0―1：13．1―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．0
3 4（1，6）3，2（7，5） 4 4（1，6）3，2，5，7

勝馬の
紹 介

ク リ ス テ ィ �

父 キ ズ ナ �


母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．20 中京2着

2017．4．7生 牝3芦 母 ホワイトアルバム 母母 マッキーロイヤル 9戦4勝 賞金 62，026，000円
［他本会外：1戦0勝］

2805810月24日 晴 稍重 （2京都4） 第5日 第10競走 ��
��1，200�

み ぶ

壬 生 特 別
発走15時00分（番組第9競走を順序変更） （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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

69 エレヴァート 牝3黒鹿53 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 440± 01：10．0 2．0�
610� ヴォイスオブジョイ 牝4鹿 55 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 464＋ 21：10．85 5．8�

712	 モ ハ ー 牝6栗 55 太宰 啓介北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 516＋ 41：11．12 41．1�
45 トップオブメジャー 牡4栗 57 秋山真一郎 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 ハナ 15．5�
814 テーオーマルクス 牡3鹿 55 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 490＋181：11．2
 14．2	
58 サ ヴ ァ イ ヴ 牡3青 55 坂井 瑠星中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 4 〃 ハナ 13．2

46 タガノカルラ 牡4鹿 57 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440－ 41：11．3クビ 18．8�
33 ピエナミント 牝5鹿 55 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 480＋121：11．4
 20．1�
11 サヤカチャン 牝5鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 472＋22 〃 クビ 54．8
34 ス キ ッ プ 牡4黒鹿57 松若 風馬�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484＋ 81：11．5クビ 11．6�
22 ブリングイットオン 牝4鹿 55 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 452＋ 61：11．6
 50．6�
813 キャスパリーグ 牝6鹿 55 幸 英明杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 458＋ 41：11．81 9．2�
57 � トップソリスト 牝4鹿 55 団野 大成�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 474＋ 21：12．43
 43．1�
711 パッションチカ 牝6鹿 55 小牧 太冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 436－141：13．03
 126．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，188，200円 複勝： 73，751，100円 枠連： 27，238，900円
馬連： 112，037，000円 馬単： 47，816，600円 ワイド： 87，578，000円
3連複： 178，919，600円 3連単： 202，719，800円 計： 781，249，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 170円 � 650円 枠 連（6－6） 610円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，590円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 18，610円

票 数

単勝票数 計 511882 的中 � 196695（1番人気）
複勝票数 計 737511 的中 � 185355（1番人気）� 119081（2番人気）� 19193（11番人気）
枠連票数 計 272389 的中 （6－6） 34085（2番人気）
馬連票数 計1120370 的中 �� 142176（1番人気）
馬単票数 計 478166 的中 �� 42888（1番人気）
ワイド票数 計 875780 的中 �� 96985（1番人気）�� 12960（18番人気）�� 6523（42番人気）
3連複票数 計1789196 的中 ��� 17018（27番人気）
3連単票数 計2027198 的中 ��� 7896（42番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．3―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―35．5―46．8―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレヴァート �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2019．10．14 京都11着

2017．4．12生 牝3黒鹿 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 10戦3勝 賞金 37，929，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2805910月24日 晴 重 （2京都4） 第5日 第11競走 ��
��1，200�

むろまち

室町ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1．10．19以降2．10．18まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．5

不良
重

12 レッドルゼル 牡4鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 492＋ 81：09．4 3．6�
59 � リュウノユキナ 牡5芦 55 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B496－ 6 〃 クビ 18．2�
36 ロードラズライト �5青鹿54 坂井 瑠星 �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 454＋ 81：09．61	 28．6�
48 ヒデノヴィーナス 牝4栗 54 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 瀬戸牧場 458－ 61：09．91
 2．9�
35 テーオージーニアス 牡5鹿 56 岩田 康誠小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 498－ 61：10．0� 15．9�
510 スナークライデン 牡6芦 54 国分 恭介杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 486＋10 〃 クビ 115．4	
713 ヘ リ オ ス �4黒鹿54 幸 英明
桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 B476＋201：10．1� 27．0�
815 ウルトラマリン 牝3栗 51 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 482＋ 21：10．31	 14．5�
24 タ テ ヤ マ 牡6栗 55 太宰 啓介小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 458－ 61：10．4クビ 90．0
612 エイシンポジション 牝4鹿 52 秋山真一郎�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 432－ 8 〃 ハナ 11．3�
23 ド リ ュ ウ 牡5栗 55 団野 大成
ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 458－ 8 〃 クビ 68．1�
816 ヒロシゲゴールド 牡5青鹿57 武 豊
ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B480＋101：11．03� 6．7�
11 コパノフィーリング 牝3鹿 51 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 服部 牧場 466＋ 6 〃 アタマ 12．6�
611 ノーフィアー 牡6栗 54 柴山 雄一平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 498－ 2 〃 アタマ 124．2�
47 ダイシンバルカン 牡8鹿 52 高倉 稜大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 21：11．1� 217．7�
714 アユツリオヤジ 牡6栗 53 富田 暁 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 494－ 71：12．16 65．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，269，600円 複勝： 136，028，200円 枠連： 56，373，700円
馬連： 263，809，900円 馬単： 95，986，500円 ワイド： 174，020，300円
3連複： 464，082，800円 3連単： 496，147，000円 計： 1，776，718，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 390円 � 500円 枠 連（1－5） 2，650円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，420円 �� 4，590円

3 連 複 ��� 22，130円 3 連 単 ��� 82，650円

票 数

単勝票数 計 902696 的中 � 199639（2番人気）
複勝票数 計1360282 的中 � 253246（2番人気）� 81536（5番人気）� 60413（9番人気）
枠連票数 計 563737 的中 （1－5） 16456（10番人気）
馬連票数 計2638099 的中 �� 73025（11番人気）
馬単票数 計 959865 的中 �� 16709（15番人気）
ワイド票数 計1740203 的中 �� 46658（11番人気）�� 31683（14番人気）�� 9453（46番人気）
3連複票数 計4640828 的中 ��� 15727（68番人気）
3連単票数 計4961470 的中 ��� 4352（264番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―45．3―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドルゼル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．9．17 阪神3着

2016．3．25生 牡4鹿 母 フレンチノワール 母母 パープルホワイト 13戦6勝 賞金 121，546，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タマモカトレア号
（非抽選馬） 6頭 アシャカダイキ号・アドマイヤアルバ号・ヴァニラアイス号・ニホンピロタイド号・ハングリーベン号・

マルカソレイユ号

2806010月24日 晴 重 （2京都4） 第5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 メイショウベンガル 牡3芦 55 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 460± 01：23．5 1．5�
58 � タイミングナウ 	4鹿 57

56 ☆森 裕太朗�キーファーズ 角居 勝彦 米 KatieRich
Farms 470＋ 61：23．92
 12．3�

23 ド ラ セ ナ 	5黒鹿57 藤井勘一郎林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 496＋12 〃 ハナ 98．2�
610 ド ゥ リ ト ル 牡5黒鹿57 松若 風馬大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 490± 01：24．0クビ 148．5�
35 コンクエストシチー 	8栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 468＋ 2 〃 ハナ 61．6�
611 レディオマジック 牡3黒鹿 55

54 ☆団野 大成 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 480＋ 8 〃 クビ 5．8	

814 カ ム カ ム 牡6鹿 57 岡田 祥嗣共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 480＋ 61：24．1
 23．4

713 パ ド カ ト ル 牡4鹿 57 藤岡 康太今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 468± 01：24．2� 41．2�
47 サトノゲイル 牡5青鹿57 幸 英明 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 484＋ 21：24．3
 40．1�
46 パワフルヒロコ 牝6黒鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 458＋101：24．4クビ 129．7
815 アフィラトゥーラ 牡3黒鹿55 松山 弘平加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 498＋ 21：24．5
 11．9�
712 ソングオブザハート 牝3鹿 53 川須 栄彦幅田 昌伸氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 430＋ 8 〃 アタマ 23．6�
34 ライトオブピース 牡6鹿 57 坂井 瑠星前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－101：24．6クビ 27．5�
22 ハイパーノヴァ 	6栃栗57 秋山真一郎宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 504＋ 2 〃 クビ 33．7�
11 コ ラ ー ド 牡5芦 57

56 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 496＋ 81：24．81 42．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 54，392，900円 複勝： 164，556，700円 枠連： 26，347，900円
馬連： 112，852，600円 馬単： 58，889，400円 ワイド： 95，074，200円
3連複： 190，968，400円 3連単： 259，062，200円 計： 962，144，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 240円 � 1，300円 枠 連（5－5） 710円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，260円 �� 9，270円

3 連 複 ��� 16，280円 3 連 単 ��� 40，080円

票 数

単勝票数 計 543929 的中 � 282894（1番人気）
複勝票数 計1645567 的中 � 1139422（1番人気）� 70710（3番人気）� 9264（14番人気）
枠連票数 計 263479 的中 （5－5） 28392（3番人気）
馬連票数 計1128526 的中 �� 121082（2番人気）
馬単票数 計 588894 的中 �� 50787（2番人気）
ワイド票数 計 950742 的中 �� 68709（2番人気）�� 10261（19番人気）�� 2441（70番人気）
3連複票数 計1909684 的中 ��� 8797（54番人気）
3連単票数 計2590622 的中 ��� 4685（128番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―11．7―11．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．9―46．6―58．3―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウベンガル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2019．7．27 小倉2着

2017．3．11生 牡3芦 母 キンショーオトヒメ 母母 サークルメモリー 11戦3勝 賞金 32，200，000円



（2京都4）第5日 10月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 154頭 本 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

224，940，000円
24，120，000円
1，170，000円
24，890，000円
67，308，250円
4，207，500円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
547，126，000円
819，426，600円
186，154，600円
965，942，500円
456，102，700円
756，527，100円
1，518，293，200円
1，977，477，600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 7，227，050，300円

総入場人員 703名 （有料入場人員 597名）
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