
2807310月31日 晴 良 （2京都4） 第7日 第1競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時00分 （ダート・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
1：51．0
1：50．9

重
不良

11 � パラディズム 牡2鹿 55 福永 祐一 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Elevage

II, LLC 484± 01：54．1 7．0�
47 ジョークラッシャー �2鹿 55 松山 弘平岡 浩二氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 538＋ 21：54．42 3．1�
814 メイショウハナモモ 牝2鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 446＋ 41：54．5クビ 6．2�
35 アスカノミライ 牡2黒鹿55 国分 恭介豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 504＋ 41：55．24 12．3�
22 メガゴールド 牡2芦 55 川田 将雅合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 524＋ 41：55．3	 3．5�
712 メイショウミツヒデ 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好	氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 488＋ 61：55．4
 7．8

46 ハイボールコパ 牝2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 むかわ 市川牧場 454＋ 41：55．5
 121．5�
34 ラ イ ム 牡2鹿 55 国分 優作山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか ヒサイファーム 452＋ 21：55．71 68．2�
611 テイエムマグマ 牡2鹿 55 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 492＋ 41：55．8	 213．3
610 グリンブルスティ 牡2鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 4 〃 クビ 39．3�
713 タガノハイセンス 牡2栗 55

54 ☆団野 大成八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452＋ 21：56．01� 279．8�

58 トリニタリアニズム 牡2栗 55 岩田 康誠吉田 勝己氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 41：56．31
 75．4�

59 � コスモシェルパ 牡2鹿 55 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 宮 徹 英 Chasemor
e Farm 436－ 61：56．4	 259．2�

23 アヴェニルールー 牡2黒鹿55 �島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 486＋121：56．93 360．7�
815 クレイジーエックス 牡2青鹿55 松若 風馬深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 452± 01：57．53	 318．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，194，000円 複勝： 50，761，500円 枠連： 7，998，200円
馬連： 50，243，600円 馬単： 23，096，600円 ワイド： 45，564，400円
3連複： 82，307，900円 3連単： 85，559，000円 計： 378，725，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 140円 � 170円 枠 連（1－4） 1，160円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 490円 �� 810円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 15，960円

票 数

単勝票数 計 331940 的中 � 39922（4番人気）
複勝票数 計 507615 的中 � 60689（5番人気）� 107492（2番人気）� 72544（3番人気）
枠連票数 計 79982 的中 （1－4） 5326（5番人気）
馬連票数 計 502436 的中 �� 30540（6番人気）
馬単票数 計 230966 的中 �� 5977（14番人気）
ワイド票数 計 455644 的中 �� 24163（7番人気）�� 13665（13番人気）�� 26560（5番人気）
3連複票数 計 823079 的中 ��� 18433（14番人気）
3連単票数 計 855590 的中 ��� 3885（57番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―13．5―13．1―13．2―13．1―12．4―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．5―50．6―1：03．8―1：16．9―1：29．3―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．2
1
3
5，7（1，12）（2，14）6（3，15）9（4，8）11，10，13・（5，7）（12，14）（1，2）（11，10）（3，6）9，4－（8，15）13

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

勝馬の
紹 介

�パラディズム �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Encosta De Lago デビュー 2020．10．3 中京4着

2018．1．31生 牡2鹿 母 Taste Of Heaven 母母 Shantha’s Choice 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

2807410月31日 晴 良 （2京都4） 第7日 第2競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走10時30分 （ダート・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
1：23．3
1：23．0

不良
重

610� レベルタウン 牡2栗 55 武 豊ゴドルフィン 石橋 守 愛 Ringfort
Stud Ltd 518＋ 21：26．2 4．4�

59 キリーティー �2鹿 55 和田 竜二前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 546－ 21：26．41 16．7�

11 レスールドマカロン 牝2栗 54 岩田 康誠栗山 良子氏 河内 洋 新ひだか 岡田牧場 446＋ 21：26．5	 36．2�
22 インテンスフレイム 牡2黒鹿55 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 61：26．71 4．3�
34 ゴイゴイスー 牡2鹿 55 川須 栄彦山下 良子氏 中尾 秀正 浦河 村中牧場 482－ 4 〃 クビ 223．9�
58 スターオブスパーダ 牡2芦 55 城戸 義政光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 418＋ 41：27．23 58．0�
611 ハンサムハーリー 牡2黒鹿55 松若 風馬藤井聡一郎氏 平田 修 新ひだか チャンピオンズファーム 474－ 61：27．41
 257．5	
713 テ オ ド ラ 牝2栗 54 池添 謙一
ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 81：27．5クビ 8．7�
23 タイセイポジション 牡2栗 55

54 ☆団野 大成田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 482＋ 21：27．71
 35．5�
35 メイショウゴウホウ 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 516＋ 21：27．8	 8．5
46 ストロングカレント 牡2鹿 55 松山 弘平 
CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新冠 村上牧場 476＋ 41：28．22 8．3�
712� モズハッピーロード 牡2鹿 55 高倉 稜 
キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Pin Oak

Stud, LLC 482－ 21：29．47 182．5�
814 クラウディベイ 牝2黒鹿54 川田 将雅丸山 担氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 アタマ 4．4�
815 レジュールウール 牝2鹿 54 坂井 瑠星 
ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 460－161：29．61� 135．1�
47 チョウラブリー 牝2鹿 54 加藤 祥太丸山 隆雄氏 西橋 豊治 新ひだか 佐藤 鉄也 428－ 61：30．13 603．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，216，800円 複勝： 53，151，000円 枠連： 7，932，100円
馬連： 54，252，000円 馬単： 22，378，900円 ワイド： 48，862，800円
3連複： 83，262，400円 3連単： 82，326，700円 計： 387，382，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 410円 � 770円 枠 連（5－6） 2，640円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 2，740円 �� 6，150円

3 連 複 ��� 42，130円 3 連 単 ��� 124，600円

票 数

単勝票数 計 352168 的中 � 66981（3番人気）
複勝票数 計 531510 的中 � 82883（3番人気）� 32330（7番人気）� 15343（8番人気）
枠連票数 計 79321 的中 （5－6） 2328（14番人気）
馬連票数 計 542520 的中 �� 12085（16番人気）
馬単票数 計 223789 的中 �� 3639（22番人気）
ワイド票数 計 488628 的中 �� 9912（18番人気）�� 4567（29番人気）�� 2007（43番人気）
3連複票数 計 832624 的中 ��� 1482（96番人気）
3連単票数 計 823267 的中 ��� 479（376番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．9―12．2―12．2―12．5―14．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F38．7
3 10（6，5）（8，4）（12，14）2（1，13）（3，9，15）－11－7 4 10（6，5）（8，4）－12，2（1，13，14，9）－3，11，15－7

勝馬の
紹 介

�レベルタウン �
�
父 Dawn Approach �

�
母父 Siyouni デビュー 2020．7．18 阪神12着

2018．2．18生 牡2栗 母 Cynthiana 母母 Fonage 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 レベルタウン号の騎手武豊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・4番・3番・2番）

第４回 京都競馬 第７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



2807510月31日 晴 良 （2京都4） 第7日 第3競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走11時00分 （芝・右・外）
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
1：45．9
1：44．5

良
良

44 ス テ ラ リ ア 牝2黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486± 01：47．5 1．9�

33 ショウナンアレス 牡2鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 512－ 21：48．35 6．2�
11 プリュムドール 牝2栗 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 460－ 61：48．62 59．9�
813 タイキドミニオン 牡2鹿 55 北村 友一�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 500＋ 21：48．7� 17．0�
45 レッツゴーアスク 牝2鹿 54 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 480＋ 21：48．8クビ 5．4	
22 グランメテオール 牡2栗 55 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474＋121：48．9� 38．8

57 ルヴァンノワール 牝2鹿 54 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 436＋101：49．11 16．3�
710 レイモンドバローズ 牡2鹿 55 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 474－ 21：49．2� 12．9�
56 グッドラベリング 牝2栗 54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 424＋ 81：49．52 19．5
69 レースアルカーナ 牝2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム B444－ 81：49．82 366．2�
711 オーホンブリック 牡2鹿 55 国分 恭介�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－ 41：50．0� 198．3�
812 エイシンイシュタル 牝2栗 54 坂井 瑠星平井 克彦氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 438＋ 21：51．17 26．7�
68 メイショウクチナシ 牝2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 448＋14 〃 クビ 608．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，687，700円 複勝： 64，645，300円 枠連： 10，359，100円
馬連： 53，191，800円 馬単： 27，672，000円 ワイド： 52，128，700円
3連複： 80，352，700円 3連単： 105，882，600円 計： 438，919，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 570円 枠 連（3－4） 450円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，350円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 14，980円

票 数

単勝票数 計 446877 的中 � 189939（1番人気）
複勝票数 計 646453 的中 � 265929（1番人気）� 84855（2番人気）� 15044（9番人気）
枠連票数 計 103591 的中 （3－4） 17519（1番人気）
馬連票数 計 531918 的中 �� 81763（2番人気）
馬単票数 計 276720 的中 �� 26315（2番人気）
ワイド票数 計 521287 的中 �� 61112（2番人気）�� 9007（17番人気）�� 5464（27番人気）
3連複票数 計 803527 的中 ��� 11650（18番人気）
3連単票数 計1058826 的中 ��� 5123（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．1―47．3―59．8―1：11．8―1：23．6―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス テ ラ リ ア �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Motivator デビュー 2020．6．6 阪神3着

2018．1．25生 牝2黒鹿 母 ポリネイター 母母 Ceanothus 3戦1勝 賞金 8，200，000円
〔制裁〕 レッツゴーアスク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：7番・10番）

2807610月31日 晴 良 （2京都4） 第7日 第4競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走11時30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

611 アンブレラデート 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 千津氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454 ―1：37．1 6．8�
24 テーオーダヴィンチ 牡2栗 55 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 490 ―1：37．2� 5．5�
816 デアリングウーマン 牝2鹿 54 古川 吉洋岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 434 ―1：37．41 29．1�
36 タイキフロリゼル 牡2芦 55 藤岡 佑介�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 472 ―1：37．61� 45．5�
35 フィリウスデイ 牡2黒鹿55 和田 竜二杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 432 ―1：37．7� 63．8�
11 ピエトラサンタ 牡2鹿 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490 ―1：37．8	 1．9

714
 メイショウシルト 牡2青鹿55 幸 英明松本 好雄氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 464 ―1：37．9� 34．7�
12 
 グレイシャーベイ 牡2鹿 55 岩田 康誠ゴドルフィン 浅見 秀一 愛 Tinnakill

Bloodstock Ltd 450 ―1：38．0� 108．9�
510 ミヤビクインビー 牡2栗 55 小牧 太村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 490 ―1：38．1� 60．6
715 ゴッドシエル 牡2栗 55

52 ▲泉谷 楓真広尾レース	 松永 幹夫 新ひだか 木村 秀則 436 ―1：38．2� 131．5�
612 ゼンノミチザネ 牡2鹿 55 武 豊大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 440 ―1：38．4� 6．0�
713 インヴァルナブル 牡2鹿 55 池添 謙一加藤 誠氏 中竹 和也 日高 白井牧場 520 ―1：38．61� 93．5�
817 リリージャスパー 牝2鹿 54 藤井勘一郎土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 462 ― 〃 クビ 432．3�
818 スズカルビコン 牡2栗 55 松山 弘平永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 520 ―1：38．81� 140．8�
59 モンストルシチー 牡2黒鹿55 酒井 学 	友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 454 ―1：39．01 121．1�
47 スウィングアロング 牝2栗 54 加藤 祥太田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 430 ―1：39．1� 369．0�
48 テイエムアクション 牡2黒鹿55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 奥山 博 494 ―1：43．3大差 207．2�
23 スペランツァチャム 牝2青鹿54 松若 風馬折手 邦雄氏 新谷 功一 新ひだか 折手牧場 432 ― （競走中止） 570．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，107，100円 複勝： 37，448，700円 枠連： 10，769，300円
馬連： 41，739，200円 馬単： 23，534，100円 ワイド： 42，511，200円
3連複： 66，049，100円 3連単： 78，259，000円 計： 344，417，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 180円 � 420円 枠 連（2－6） 1，170円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，560円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 35，610円

票 数

単勝票数 計 441071 的中 � 54494（4番人気）
複勝票数 計 374487 的中 � 49054（4番人気）� 63463（2番人気）� 18574（5番人気）
枠連票数 計 107693 的中 （2－6） 7113（3番人気）
馬連票数 計 417392 的中 �� 22892（4番人気）
馬単票数 計 235341 的中 �� 4910（11番人気）
ワイド票数 計 425112 的中 �� 33484（3番人気）�� 6565（13番人気）�� 6929（12番人気）
3連複票数 計 660491 的中 ��� 8609（16番人気）
3連単票数 計 782590 的中 ��� 1593（96番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．1―12．8―12．5―12．0―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．5―49．3―1：01．8―1：13．8―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．3
3 6（11，14）16（2，4，18）（1，9，5）（7，12，10）（8，15）（17，13）＝3 4 ・（6，11，14）16（4，18）（2，9，5）1（7，12，10）15，17，13－8

勝馬の
紹 介

アンブレラデート �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2018．2．24生 牝2鹿 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 スペランツァチャム号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムアクション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月30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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オースミキャスト号・ソルトダンケ号・ブリンク号・ワールドバローズ号



2807710月31日 晴 良 （2京都4） 第7日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時20分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：58．9

良
良

612 ディープモンスター 牡2青鹿55 武 豊 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 458 ―2：04．0 1．4�
816 アルバーシャ 牡2栗 55 浜中 俊ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496 ―2：04．21� 70．8�
713 レッドアストラム 牡2栗 55 松山 弘平 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 520 ―2：04．41� 15．7�
817 クローヴィス 牡2鹿 55 坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470 ―2：04．61 5．2�
815 スペキアリス 牝2青 54 幸 英明�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―2：04．81� 40．3	
47 カ ツ コ 牝2黒鹿54 和田 竜二武田 修氏 寺島 良 新冠 新冠橋本牧場 456 ―2：05．11	 23．6

24 フィールドクラウン 牡2青 55 国分 優作地田 勝三氏 飯田 雄三 むかわ 桑原牧場 516 ―2：05．41	 319．8�
23 サトノテンペスト 牡2黒鹿55 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 488 ―2：05．5	 10．2�
59 ヤマニンバルトロ 牡2鹿 55 柴山 雄一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 476 ― 〃 ハナ 425．7
36 ゴットウェーブ 牡2鹿 55

54 ☆団野 大成後藤 進氏 武 英智 浦河 林 孝輝 500 ―2：05．92� 129．8�
35 ヴィクトリオン 牡2鹿 55 池添 謙一菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 488 ― 〃 クビ 162．2�
510 ボムブラスト 牡2黒鹿55 小牧 太山口 敦広氏 笹田 和秀 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482 ―2：06．21	 103．0�
714 トラウンシュタイン 牡2鹿 55 藤岡 佑介�G1レーシング 奥村 豊 安平 追分ファーム 448 ― 〃 アタマ 182．8�
11 アワーズオブラブ 牝2栗 54 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 462 ―2：06．3クビ 126．0�
611 レリキアアスール 牝2黒鹿54 松若 風馬�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 452 ―2：06．83 72．5�
48 ク ー プ ラ ン 牡2鹿 55 藤岡 康太森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 今 牧場 528 ―2：07．44 58．6�
12 ラフルオリータ 牝2黒鹿54 岩田 康誠ライオンレースホース� 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 482 ―2：08．99 69．2�
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売 得 金
単勝： 55，610，400円 複勝： 78，751，500円 枠連： 11，510，200円
馬連： 49，164，300円 馬単： 31，876，100円 ワイド： 47，197，200円
3連複： 73，849，100円 3連単： 100，870，700円 計： 448，829，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 810円 � 250円 枠 連（6－8） 310円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 360円 �� 3，930円

3 連 複 ��� 7，360円 3 連 単 ��� 31，190円

票 数

単勝票数 計 556104 的中 � 310412（1番人気）
複勝票数 計 787515 的中 � 464856（1番人気）� 9858（9番人気）� 41652（4番人気）
枠連票数 計 115102 的中 （6－8） 28764（1番人気）
馬連票数 計 491643 的中 �� 9516（11番人気）
馬単票数 計 318761 的中 �� 4839（14番人気）
ワイド票数 計 471972 的中 �� 6843（15番人気）�� 38581（3番人気）�� 2837（34番人気）
3連複票数 計 738491 的中 ��� 7522（21番人気）
3連単票数 計1008707 的中 ��� 2344（80番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．6―13．3―12．3―12．7―12．0―11．9―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―38．4―51．7―1：04．0―1：16．7―1：28．7―1：40．6―1：52．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3
1
3

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

・（5，11）12（3，8，15）7（4，6，13）10，17（9，16）－1－（2，14）・（5，11，12）15（3，7，13）17，4（8，10）（6，16）9－（2，14）1
勝馬の
紹 介

ディープモンスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bellamy Road 初出走

2018．3．5生 牡2青鹿 母 シスタリーラヴ 母母 Odylic 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 レリキアアスール号の騎手松若風馬は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・7番・6番）

2807810月31日 晴 良 （2京都4） 第7日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，600，000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 ピクシーメイデン 牝4鹿 55 藤岡 佑介ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋201：52．1 1．8�

710 ラフリッグフェル 牝3栗 53 福永 祐一 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 440＋10 〃 アタマ 5．4�
79 ソニックビースト 牝3黒鹿53 川須 栄彦杉山 忠国氏 浅見 秀一 浦河 桑田牧場 496＋ 21：53．16 29．5�
55 ロ ニ セ ラ 牝3青鹿 53

52 ☆団野 大成前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456＋ 2 〃 アタマ 48．3�

33 チェルアルコ 牝3栗 53 池添 謙一吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 526＋18 〃 アタマ 6．5�
22 バトーデュシエル 牝3鹿 53 北村 友一山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 482± 01：53．63 4．6	
11 フ ル ミ ン ト 牝3鹿 53 坂井 瑠星吉田 和美氏 石坂 公一 新ひだか 中田 英樹 492－ 61：53．81� 136．3

812� メイショウブラボー 牝4青鹿 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 458－ 21：54．11� 51．7�
44 セブンティサン 牝4鹿 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 444＋ 6 〃 アタマ 103．0�
811 アマノエリザベート 牝3栗 53 藤岡 康太中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 484± 01：54．2	 47．5
68 エターナルディーバ 牝4栗 55 城戸 義政 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム B440＋ 81：54．62	 234．0�
56 ラスティングラヴ 牝3鹿 53 松山 弘平水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 522＋24 〃 クビ 17．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，159，400円 複勝： 50，972，400円 枠連： 7，021，900円
馬連： 45，834，700円 馬単： 24，878，000円 ワイド： 36，795，800円
3連複： 66，356，000円 3連単： 96，173，200円 計： 358，191，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 280円 枠 連（6－7） 470円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 270円 �� 580円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 6，030円

票 数

単勝票数 計 301594 的中 � 127885（1番人気）
複勝票数 計 509724 的中 � 270080（1番人気）� 51861（3番人気）� 21730（5番人気）
枠連票数 計 70219 的中 （6－7） 11395（1番人気）
馬連票数 計 458347 的中 �� 62373（3番人気）
馬単票数 計 248780 的中 �� 23408（3番人気）
ワイド票数 計 367958 的中 �� 40627（2番人気）�� 15464（7番人気）�� 7634（15番人気）
3連複票数 計 663560 的中 ��� 23717（7番人気）
3連単票数 計 961732 的中 ��� 11544（11番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―13．1―12．3―12．9―12．8―12．1―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．7―49．0―1：01．9―1：14．7―1：26．8―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピクシーメイデン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．3．16 中京7着

2016．3．22生 牝4鹿 母 ピクシープリンセス 母母 オータムメロディー 14戦2勝 賞金 35，000，000円



2807910月31日 晴 良 （2京都4） 第7日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右・外）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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
1：19．0
1：19．0

良
良

712 マテンロウディーバ 牝3黒鹿53 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 400＋ 41：22．3 7．7�
69 ムーンライト 牝3青 53 福永 祐一石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 460± 01：22．4� 12．2�
58 ヴェルザスカ 牝3鹿 53 和田 竜二矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 446＋ 21：22．5� 19．2�
711 スワーヴドン 牡3鹿 55 坂井 瑠星�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 アタマ 5．9�
34 ダノンシティ 牡4鹿 57 松若 風馬�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 478－ 21：22．6クビ 23．8�
813 アークフリゲート 牝3黒鹿53 幸 英明野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム 422± 0 〃 クビ 37．1	
814 クーファイザナミ 牝3鹿 53 武 豊大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 412＋161：22．7� 7．8

46 ヴィルトゥース 牝5鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 412－ 81：22．8� 2．5�
610 クイーンカピオラニ 牝3栗 53 北村 友一�NICKS 庄野 靖志 日高 奥山 博 422＋ 81：22．9� 63．8
57 ノーセキュリティ 牡3鹿 55 古川 吉洋竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 506＋141：23．0クビ 32．5�
33 アンクルテイオウ 牡4鹿 57 太宰 啓介塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 486＋101：23．1� 12．7�
22 ジ ュ ラ ン ド 牝3栗 53

52 ☆団野 大成�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 412－ 81：23．95 179．3�
45 � ア マ ー ビ レ 牝3黒鹿53 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 504＋18 〃 ハナ 9．4�

（13頭）
11 ナイントゥファイブ 牝3黒鹿53 川田 将雅�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，607，100円 複勝： 44，327，600円 枠連： 6，566，600円
馬連： 36，443，100円 馬単： 13，478，000円 ワイド： 35，472，200円
3連複： 43，712，400円 3連単： 41，660，600円 計： 248，267，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 210円 � 320円 � 490円 枠 連（6－7） 1，290円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，500円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 10，710円 3 連 単 ��� 39，320円

票 数

単勝票数 差引計 266071（返還計130378） 的中 � 27408（3番人気）
複勝票数 差引計 443276（返還計100635） 的中 � 64183（2番人気）� 34792（5番人気）� 20790（8番人気）
枠連票数 差引計 65666（返還計 43702） 的中 （6－7） 3920（6番人気）
馬連票数 差引計 364431（返還計267625） 的中 �� 10871（10番人気）
馬単票数 差引計 134780（返還計112771） 的中 �� 1703（21番人気）
ワイド票数 差引計 354722（返還計203618） 的中 �� 10258（11番人気）�� 6048（17番人気）�� 3844（28番人気）
3連複票数 差引計 437124（返還計487995） 的中 ��� 3061（37番人気）
3連単票数 差引計 416606（返還計513694） 的中 ��� 768（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．4―47．1―58．6―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マテンロウディーバ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Marju デビュー 2019．12．7 阪神1着

2017．2．18生 牝3黒鹿 母 ライトニングパール 母母 Jioconda 6戦2勝 賞金 23，395，000円
〔競走除外〕 ナイントゥファイブ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。

2808010月31日 晴 良 （2京都4） 第7日 第8競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：20．3

重
不良

510 デンコウリジエール 牡3鹿 55
54 ☆団野 大成田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 470－ 21：23．8 5．0�

612� ゼットセントラル 	4黒鹿57 藤懸 貴志高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 494－ 81：24．01
 30．5�
12 ルドンカズマ 牡3鹿 55 松若 風馬合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 492＋ 6 〃 クビ 18．7�
611 ハ ニ エ ル 牝4鹿 55 坂井 瑠星�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 2 〃 ハナ 29．9�
23 メイショウマサヒメ 牝3青鹿53 和田 竜二松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 500＋ 21：24．1クビ 4．5	
816 キョウワドリヴン 牡4栗 57 小牧 太浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 538＋461：24．63 13．0

11 レッドブロンクス 牡3黒鹿55 北村 友一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B472± 01：24．81
 12．8�
47 � エスケーアタランタ 牝4黒鹿55 竹之下智昭菅藤 宗一氏 木原 一良 森 笹川大晃牧場 474－ 41：25．01 15．2�
48 マジックスピーチ 牡3黒鹿55 藤岡 佑介前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 468－ 2 〃 ハナ 10．1
36 トモジャアルマンド 牡3鹿 55 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 浦河 丸村村下

ファーム 500± 01：25．31� 11．0�
24 バーニングソウル 牝3芦 53 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 432＋ 61：25．4� 54．2�
35 ナムラマッチェリ 牝4栗 55 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 474± 01：25．82 50．0�
713� テ レ ー ザ 牝3青鹿53 国分 恭介門野 文典氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 452－ 51：26．54 272．8�
714 グレートバローズ 牡3鹿 55 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 B466＋141：26．71 39．6�
59 �� デュアルキャリアー 牡4鹿 57 福永 祐一ライオンレースホース� 西村 真幸 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 528－ 8 〃 クビ 5．1�
815 コパノカーリング 牡4鹿 57 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 452－101：27．01� 25．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，966，500円 複勝： 62，387，600円 枠連： 15，824，900円
馬連： 69，317，600円 馬単： 26，160，200円 ワイド： 67，539，600円
3連複： 114，772，200円 3連単： 101，030，200円 計： 493，998，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 230円 � 510円 � 490円 枠 連（5－6） 2，410円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 13，390円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 1，390円 �� 4，890円

3 連 複 ��� 33，690円 3 連 単 ��� 153，550円

票 数

単勝票数 計 369665 的中 � 58779（2番人気）
複勝票数 計 623876 的中 � 81989（2番人気）� 29401（10番人気）� 31099（9番人気）
枠連票数 計 158249 的中 （5－6） 5068（11番人気）
馬連票数 計 693176 的中 �� 6924（31番人気）
馬単票数 計 261602 的中 �� 1465（51番人気）
ワイド票数 計 675396 的中 �� 7521（28番人気）�� 12801（13番人気）�� 3496（63番人気）
3連複票数 計1147722 的中 ��� 2555（126番人気）
3連単票数 計1010302 的中 ��� 477（553番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウリジエール �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．6 中京12着

2017．4．30生 牡3鹿 母 デンコウデア 母母 プレゼンテーション 8戦2勝 賞金 20，600，000円
〔制裁〕 ルドンカズマ号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・5番）



2808110月31日 晴 良 （2京都4） 第7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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：44．5

良
良

33 シュヴァリエローズ 牡2鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 436± 01：48．1 6．2�
11 ジュンブルースカイ 牡2鹿 55 武 豊河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438－ 21：48．2	 14．1�
22 ワンダフルタウン 牡2鹿 55 和田 竜二三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464＋161：48．3
 1．8�
77 レ ベ ラ ン ス 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438－ 41：49．15 4．6�
44 ピンクカメハメハ 牡2鹿 55 松山 弘平木村 久子氏 森 秀行 新ひだか 畠山牧場 462＋121：49．2	 48．0�
55 ギャラントウォリア 牡2青鹿55 池添 謙一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 アタマ 23．3	
88 ワールドリバイバル 牡2鹿 55 藤岡 康太鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 504＋121：49．52 84．4

66 フォティノース 牝2黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 438＋101：50．56 8．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 84，532，900円 複勝： 121，421，400円 枠連： 発売なし
馬連： 82，504，700円 馬単： 45，937，000円 ワイド： 57，273，500円
3連複： 103，803，200円 3連単： 235，532，300円 計： 731，005，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 150円 � 210円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 770円 �� 260円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 15，680円

票 数

単勝票数 計 845329 的中 � 112974（3番人気）
複勝票数 計1214214 的中 � 107996（3番人気）� 58891（5番人気）� 756543（1番人気）
馬連票数 計 825047 的中 �� 22488（11番人気）
馬単票数 計 459370 的中 �� 6234（19番人気）
ワイド票数 計 572735 的中 �� 16707（11番人気）�� 61555（3番人気）�� 43081（4番人気）
3連複票数 計1038032 的中 ��� 56795（6番人気）
3連単票数 計2355323 的中 ��� 10889（55番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．7―12．7―13．1―12．3―11．5―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―35．6―48．3―1：01．4―1：13．7―1：25．2―1：36．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュヴァリエローズ �

父 ディープインパクト �


母父 Sevres Rose デビュー 2020．6．21 阪神1着

2018．5．4生 牡2鹿 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 3戦2勝 賞金 27，282，000円
〔調教再審査〕 フォティノース号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。

2808210月31日 晴 良 （2京都4） 第7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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

22 シークレットラン 牡4鹿 57 川田 将雅亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500± 02：26．3 4．1�
55 アンティシペイト 牡3鹿 54 武 豊�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 498＋ 8 〃 クビ 1．7�
67 ラクローチェ 牡4鹿 57 幸 英明畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 484＋ 22：26．4クビ 27．2�
812 ス ヴ ァ ル ナ 牡5黒鹿57 松山 弘平 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 518－ 42：26．5� 8．1�
33 ヴ ィ ッ セ ン 牡9鹿 57 団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498＋ 82：26．6� 31．9	
710 ベイビーステップ 牡6鹿 57 木幡 巧也大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 488－ 42：27．13 212．5

44 サウンドバーニング 牡8鹿 57 北村 友一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B418－ 4 〃 クビ 235．1�
11 レオビヨンド 牡4鹿 57 福永 祐一�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 484± 0 〃 アタマ 9．5�
56 	 シ ン ボ 牡3鹿 54 古川 吉洋�龍光 斉藤 正弘 新冠 長浜 忠 462＋ 42：27．31
 20．0

（北海道）

68 フィールインラヴ �5黒鹿57 岩田 康誠大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 454＋ 42：27．4� 24．8�
811 マスターコード 牡6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 B468＋ 42：27．5クビ 37．0�
79 ステイパーシスト �7黒鹿57 浜中 俊吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 2 （競走中止） 251．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 57，516，700円 複勝： 87，191，400円 枠連： 19，261，600円
馬連： 106，585，600円 馬単： 54，868，500円 ワイド： 77，644，800円
3連複： 159，429，600円 3連単： 243，700，000円 計： 806，198，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 110円 � 320円 枠 連（2－5） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，040円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 7，900円

票 数

単勝票数 計 575167 的中 � 112083（2番人気）
複勝票数 計 871914 的中 � 132886（2番人気）� 419319（1番人気）� 30858（7番人気）
枠連票数 計 192616 的中 （2－5） 40564（1番人気）
馬連票数 計1065856 的中 �� 223281（1番人気）
馬単票数 計 548685 的中 �� 38483（3番人気）
ワイド票数 計 776448 的中 �� 120306（1番人気）�� 16412（16番人気）�� 25501（8番人気）
3連複票数 計1594296 的中 ��� 69773（3番人気）
3連単票数 計2437000 的中 ��� 22344（20番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．5―13．2―12．9―12．5―12．1―12．3―11．9―11．8―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．9―35．4―48．6―1：01．5―1：14．0―1：26．1―1：38．4―1：50．3―2：02．1―2：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0
1
3
6，9（2，5）（1，7）4，12，11，8，3，10
8（6，2，5）（9，1，11，7）－（3，12，10）－4

2
4

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

勝馬の
紹 介

シークレットラン �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．6．10 東京2着

2016．2．5生 牡4鹿 母 カールファターレ 母母 エルフィンフェザー 14戦4勝 賞金 81，403，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 ステイパーシスト号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。



2808310月31日 晴 良 （2京都4） 第7日 第11競走 ��
��1，400�第63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，1．10．26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，1．10．25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 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

24 カ ツ ジ 牡5鹿 56 岩田 康誠 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 21：21．2 143．7�

816 ステルヴィオ 牡5鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：21．41 5．0�
12 アドマイヤマーズ 牡4栗 58 川田 将雅近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：21．5� 2．8�
714 ア ル ー シ ャ 牝5芦 54 武 豊 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 452－ 6 〃 クビ 15．8�
36 	 シ ヴ ァ ー ジ 牡5栗 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B506＋ 6 〃 ハナ 17．5	
713 キングハート 牡7鹿 56 小崎 綾也増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 498－ 21：21．6クビ 467．5

59 カ テ ド ラ ル 牡4鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 ハナ 20．1�
47 ベステンダンク 牡8栗 56 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 524＋ 8 〃 アタマ 92．4�
35 メイショウオーパス 牡5黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 512－ 4 〃 クビ 35．7
11 サウンドキアラ 牝5鹿 54 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 458－ 21：21．7クビ 2．4�
510 ボンセルヴィーソ 牡6栗 56 木幡 巧也名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 490＋ 6 〃 クビ 27．3�
48 レインボーフラッグ 牡7鹿 56 和田 竜二 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 クビ 204．3�
612 プロディガルサン 牡7鹿 56 国分 優作金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B502－ 81：21．91
 170．2�
815 スマートオーディン 牡7黒鹿56 藤井勘一郎大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 502－ 21：22．21� 57．5�
23 ロ ケ ッ ト 牝5栗 54 酒井 学ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 0 〃 クビ 211．7�
611 タイムトリップ 牡6黒鹿56 柴山 雄一中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 492－ 41：23．26 342．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 186，509，600円 複勝： 238，201，300円 枠連： 85，682，400円
馬連： 473，406，200円 馬単： 190，760，200円 ワイド： 381，390，700円
3連複： 923，631，600円 3連単： 1，150，656，600円 計： 3，630，238，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，370円 複 勝 � 1，840円 � 200円 � 190円 枠 連（2－8） 15，390円

馬 連 �� 34，820円 馬 単 �� 109，710円

ワ イ ド �� 8，120円 �� 6，010円 �� 490円

3 連 複 ��� 43，000円 3 連 単 ��� 662，610円

票 数

単勝票数 計1865096 的中 � 10383（11番人気）
複勝票数 計2382013 的中 � 24755（12番人気）� 339102（3番人気）� 380996（2番人気）
枠連票数 計 856824 的中 （2－8） 4314（22番人気）
馬連票数 計4734062 的中 �� 10536（44番人気）
馬単票数 計1907602 的中 �� 1304（100番人気）
ワイド票数 計3813907 的中 �� 11447（49番人気）�� 15514（41番人気）�� 219273（3番人気）
3連複票数 計9236316 的中 ��� 16109（82番人気）
3連単票数 計11506566 的中 ��� 1259（773番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．5―46．9―58．0―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．3
3 4（3，2，10）（1，16，12）7，14，13，9（5，8，15）6，11 4 4（2，10，12）（3，16）（1，7，14）9（5，13，15）8，6－11

勝馬の
紹 介

カ ツ ジ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2017．10．21 京都1着

2015．4．27生 牡5鹿 母 メ リ ッ サ 母母 ストーミーラン 17戦3勝 賞金 164，455，000円
〔制裁〕 プロディガルサン号の騎手国分優作は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番・10番）

レインボーフラッグ号の騎手和田竜二は，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：15番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりカツジ号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

2808410月31日 晴 良 （2京都4） 第7日 第12競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．6

重
重

711 テーオーケインズ 牡3栗 55 松山 弘平小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 61：50．3 2．1�
58 サンライズホープ 牡3鹿 55 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 536＋ 21：51．04 3．5�
46 スズカデレヤ 牡3青鹿55 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 518± 01：51．85 7．1�
33 ペイシャノリッジ 牝3鹿 53

52 ☆森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 418－ 61：52．22	 13．2�
34 ホッコーアカツキ 牡3鹿 55 国分 優作北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 510± 01：52．52 21．6�
45 
 ヘヴントゥナイト �6芦 57 松若 風馬 	社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 484＋ 41：52．6	 72．1

813 マンハッタンロック 牡6鹿 57

56 ☆団野 大成 	サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 21：52．8� 44．0�

610 モーニングサン 牡4鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 B466－ 2 〃 クビ 24．3�
814 キングレイスター 牡6鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 498± 01：53．22	 63．0
11 トモノコテツ 牡5鹿 57 池添 謙一共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 B468－ 41：53．84 72．8�
712
 ヒイロメープル 牡3栗 55

52 ▲泉谷 楓真江馬 由将氏 林 徹 浦河 阿波屋ファーム 476± 01：54．01 352．8�
69 
 ブリッツシュラーク 牡6芦 57 藤岡 康太前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋201：55．38 225．0�
22 メリディアンローグ 牡3黒鹿55 福永 祐一山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 458－ 61：56．25 9．3�
57 メ ラ ン 牡4黒鹿57 和田 竜二中辻 明氏 奥村 豊 青森 谷川 博勝 508± 01：57．58 54．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，282，300円 複勝： 76，020，000円 枠連： 26，284，500円
馬連： 136，216，300円 馬単： 52，455，600円 ワイド： 95，479，900円
3連複： 205，711，600円 3連単： 235，138，400円 計： 889，588，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 140円 � 150円 枠 連（5－7） 450円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 260円 �� 370円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，540円

票 数

単勝票数 計 622823 的中 � 231608（1番人気）
複勝票数 計 760200 的中 � 188198（1番人気）� 138980（2番人気）� 119412（3番人気）
枠連票数 計 262845 的中 （5－7） 45015（1番人気）
馬連票数 計1362163 的中 �� 257050（1番人気）
馬単票数 計 524556 的中 �� 51913（1番人気）
ワイド票数 計 954799 的中 �� 111577（1番人気）�� 93801（2番人気）�� 59117（3番人気）
3連複票数 計2057116 的中 ��� 228864（1番人気）
3連単票数 計2351384 的中 ��� 67093（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．8―37．0―49．3―1：01．2―1：13．6―1：25．9―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．7
1
3
4，7，8－10，9（2，11）1（3，5）13，14（6，12）
4（7，8）10，11（9，2）（1，5）（3，13）6－（12，14）

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

勝馬の
紹 介

テーオーケインズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．10．19 京都3着

2017．4．27生 牡3栗 母 マキシムカフェ 母母 カフェピノコ 7戦3勝 賞金 34，932，000円
〔発走状況〕 ペイシャノリッジ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メリディアンローグ号・メラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月30日

まで平地競走に出走できない。
※ペイシャノリッジ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（2京都4）第7日 10月31日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

299，740，000円
8，210，000円
34，210，000円
2，240，000円
36，020，000円
73，895，000円
4，919，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
697，390，500円
965，279，700円
209，210，800円
1，198，899，100円
537，095，200円
987，860，800円
2，003，237，800円
2，556，789，300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 9，155，763，200円

総入場人員 714名 （有料入場人員 604名）
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