
2808511月1日 晴 良 （2京都4） 第8日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：11．0
1：10．2

重
不良

78 ミヤジオシャラク 牝2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 今 牧場 484＋ 41：13．1 3．7�
77 ジェットエンブレム 牡2栗 55 吉田 隼人犬塚悠治郎氏 石坂 正 日高 浜本牧場 488± 01：13．52� 15．1�
22 サブロンカズマ 牡2鹿 55 松山 弘平合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470＋121：13．6� 2．4�
33 ク ム リ ポ 牡2鹿 55 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 468＋141：14．02� 6．4�
89 ボニンブルー 牡2鹿 55 小崎 綾也渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 456± 01：14．21� 6．2�
66 ビヨンドザシーン 牡2黒鹿55 城戸 義政	ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 458＋141：14．3クビ 179．9

810 メイショウホガラカ 牝2黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 松栄牧場 428－ 21：14．51� 10．7�
44 ゴールドバーレン 牡2栗 55

54 ☆団野 大成宮田 直也氏 浜田多実雄 新冠 オリエント牧場 458－ 41：15．13� 116．5�
11 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 420－ 21：15．73� 203．3
55 アンカシャムローグ 牝2鹿 54 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：16．97 38．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，681，500円 複勝： 29，473，400円 枠連： 6，468，600円
馬連： 41，821，600円 馬単： 21，099，500円 ワイド： 31，426，500円
3連複： 66，440，100円 3連単： 98，729，900円 計： 323，141，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 320円 � 120円 枠 連（7－7） 3，620円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 5，340円

ワ イ ド �� 770円 �� 190円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 15，340円

票 数

単勝票数 計 276815 的中 � 62115（2番人気）
複勝票数 計 294734 的中 � 63813（2番人気）� 14659（6番人気）� 80985（1番人気）
枠連票数 計 64686 的中 （7－7） 1384（10番人気）
馬連票数 計 418216 的中 �� 10697（11番人気）
馬単票数 計 210995 的中 �� 2960（20番人気）
ワイド票数 計 314265 的中 �� 8875（12番人気）�� 53395（1番人気）�� 10821（9番人気）
3連複票数 計 664401 的中 ��� 30425（6番人気）
3連単票数 計 987299 的中 ��� 4666（53番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．2―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．5―47．7―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジオシャラク �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．7．18 阪神4着

2018．3．11生 牝2鹿 母 マイネアンティーク 母母 スターアルファ 6戦1勝 賞金 8，970，000円
〔制裁〕 ジェットエンブレム号の騎手吉田隼人は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。

2808611月1日 晴 良 （2京都4） 第8日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時20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
1：08．0
1：07．5

良
良

712 ラマルセイエーズ 牝2鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 森田 直行 新冠 タニグチ牧場 456± 01：10．5 8．9�
815 プレジャジンク 牝2黒鹿54 松若 風馬�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 嶋田牧場 448＋ 41：10．6� 6．2�
713 メルティング 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成安原 浩司氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 410± 01：10．7クビ 21．3�
22 タガノマーチ 牝2黒鹿54 川島 信二八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 21：10．8� 6．0�
814 メイショウツワブキ 牝2栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 460± 01：10．9� 6．6�
611 リュウールドレ 牝2栗 54 藤岡 康太 	ローレルレーシング 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 402＋ 2 〃 クビ 146．6

35 アブルマドール 牡2黒鹿55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：11．11� 2．5�
610 ニホンピロジャック 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 458＋ 41：11．2� 17．6�
47 シゲルテンチョウ 牡2鹿 55 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 476＋ 81：11．41� 54．1
59 タツリュウオー 牝2黒鹿54 加藤 祥太�しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 434－ 2 〃 ハナ 77．7�
34 ドルチェヴィータ 牝2黒鹿54 坂井 瑠星岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 高橋フアーム 428－ 61：11．5クビ 85．2�
58 プレイラピーダ 牝2栗 54

52 △亀田 温心田上 雅春氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 486± 01：11．92� 434．6�
11 ツイスタンシャウツ 牡2鹿 55 古川 吉洋薪浦 亨氏 角田 晃一 新ひだか 高橋 修 484－ 41：12．53� 276．7�
23 サイモンルピナス 牝2黒鹿54 川須 栄彦澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 430－ 4 〃 クビ 19．2�
46 フクシマブラッサム 牝2黒鹿54 長岡 禎仁西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 川上牧場 444± 01：13．98 339．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，366，300円 複勝： 29，059，000円 枠連： 7，088，700円
馬連： 43，047，200円 馬単： 17，758，000円 ワイド： 32，231，400円
3連複： 66，451，900円 3連単： 69，529，400円 計： 290，531，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 260円 � 270円 � 370円 枠 連（7－8） 800円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 6，420円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 1，310円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 65，210円

票 数

単勝票数 計 253663 的中 � 24058（5番人気）
複勝票数 計 290590 的中 � 30204（4番人気）� 29614（5番人気）� 19206（6番人気）
枠連票数 計 70887 的中 （7－8） 6838（4番人気）
馬連票数 計 430472 的中 �� 11927（12番人気）
馬単票数 計 177580 的中 �� 2072（24番人気）
ワイド票数 計 322314 的中 �� 6827（16番人気）�� 6380（17番人気）�� 3664（26番人気）
3連複票数 計 664519 的中 ��� 4982（36番人気）
3連単票数 計 695294 的中 ��� 773（227番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．1―11．6―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．3―45．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラマルセイエーズ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2020．7．4 阪神7着

2018．4．20生 牝2鹿 母 ヴェルサイユパーク 母母 アワーミスレッグス 5戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フクシマブラッサム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月1日まで平地

競走に出走できない。

第４回 京都競馬 第８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



2808711月1日 晴 良 （2京都4） 第8日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時50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

44 タ ガ ノ カ イ 牡2黒鹿 55
52 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512－ 42：02．8 73．7�
78 ジオフロント 牡2鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 452－ 22：03．22� 2．7�
811 アズユーフィール 牡2黒鹿55 国分 優作 �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 492＋102：03．3� 22．2�
66 マダムシャルル 牝2栗 54 松山 弘平�ラ・メール 庄野 靖志 浦河 ディアレスト

クラブ 478± 02：03．51� 4．2�
22 タガノコハクゾラ 牝2鹿 54 古川 吉洋八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋102：03．6� 18．0	
55 レイワミノル 牡2黒鹿55 幸 英明松岡 研司氏 高柳 大輔 日高 宝寄山 拓樹 474± 0 〃 アタマ 20．8

33 シーニッククルーズ 牡2芦 55 浜中 俊 �キャロットファーム 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 490± 02：03．81� 4．2�
810 ル リ オ ウ 牡2芦 55 岩田 望来大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 ディアレスト

クラブ 498－ 22：03．9� 8．0�
67 ロ ゼ ッ ト 牝2黒鹿 54

53 ☆団野 大成飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 412＋ 62：04．75 16．5
79 タニノミモザ 牝2栗 54 松若 風馬谷水 雄三氏 吉岡 辰弥 平取 稲原牧場 452－ 82：05．97 123．3�
11 クリノハーベスト 牡2鹿 55 酒井 学栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 日西牧場 486＋ 82：06．53� 163．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，764，500円 複勝： 42，909，200円 枠連： 8，321，900円
馬連： 50，874，400円 馬単： 23，657，100円 ワイド： 44，556，900円
3連複： 75，792，800円 3連単： 94，870，100円 計： 378，746，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，370円 複 勝 � 930円 � 160円 � 380円 枠 連（4－7） 6，930円

馬 連 �� 5，920円 馬 単 �� 16，560円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 5，240円 �� 700円

3 連 複 ��� 23，360円 3 連 単 ��� 217，660円

票 数

単勝票数 計 377645 的中 � 4351（9番人気）
複勝票数 計 429092 的中 � 9292（9番人気）� 97976（1番人気）� 25573（7番人気）
枠連票数 計 83219 的中 （4－7） 930（17番人気）
馬連票数 計 508744 的中 �� 6654（19番人気）
馬単票数 計 236571 的中 �� 1071（47番人気）
ワイド票数 計 445569 的中 �� 6739（19番人気）�� 2096（36番人気）�� 17174（6番人気）
3連複票数 計 757928 的中 ��� 2433（63番人気）
3連単票数 計 948701 的中 ��� 316（441番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．4―12．9―12．8―12．6―12．1―12．0―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．5―49．4―1：02．2―1：14．8―1：26．9―1：38．9―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
4，10，9（3，8）－（2，6）（1，11）7＝5・（4，10）9（3，8，6）11（2，1，7）－5

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

勝馬の
紹 介

タ ガ ノ カ イ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．9．13 中京10着

2018．4．6生 牡2黒鹿 母 ボディーダンシング 母母 ダンシングサンデー 3戦1勝 賞金 5，100，000円

2808811月1日 晴 良 （2京都4） 第8日 第4競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走11時20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
1：23．3
1：23．0

不良
重

713 サステナブル 牡2鹿 55 坂井 瑠星�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 武田牧場 508 ―1：26．4 3．4�
610� アイリッシュセンス 牡2鹿 55 松山 弘平 KRジャパン 杉山 晴紀 米 Normandy

Farm LLC 470 ―1：26．5� 2．0�
34 コマンダンテ 牡2鹿 55

54 ☆団野 大成岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 水丸牧場 468 ―1：26．81� 42．3�
47 ラストバリオン 牡2鹿 55 柴山 雄一中辻 明氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 478 ―1：26．9� 32．8�
11 メ ル テ ミ ア 牡2鹿 55 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 436 ―1：27．0クビ 26．7�
22 メイショウミナヅキ 牝2鹿 54 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 474 ―1：27．63	 42．7	
814 ショコラルビー 牝2鹿 54 国分 恭介ゴドルフィン 吉村 圭司 浦河 富菜牧場 466 ―1：27．91� 41．1

59 イツカハシャチョウ 牡2鹿 55 吉田 隼人 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 496 ―1：28．0	 11．0�
23 ユスティニアン 牡2鹿 55 川須 栄彦岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 440 ― 〃 アタマ 66．4�
58 アイファーベア 牡2鹿 55 田中 健中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 444 ―1：28．42	 96．1
611 パワーインユニティ 牡2鹿 55 国分 優作飯田 正剛氏 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：28．61
 138．9�
46 スカーレットスカイ 牝2栗 54 太宰 啓介ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462 ―1：29．13 7．8�
35 ベ ン ト ラ 牡2黒鹿55 酒井 学本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか チャンピオンズファーム 486 ― 〃 クビ 77．6�
712 ラストチケット 牡2栗 55

53 △亀田 温心 �吉澤ホールディングス 石坂 正 浦河 カケハムポニークラブ 484 ―1：29．63 92．8�
815 シゲルセキニンシャ 牡2鹿 55 中井 裕二森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 大栄牧場 B488 ―1：31．8大差 193．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，621，200円 複勝： 34，945，700円 枠連： 9，582，400円
馬連： 44，435，900円 馬単： 20，951，700円 ワイド： 40，453，900円
3連複： 65，756，800円 3連単： 71，169，900円 計： 324，917，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 580円 枠 連（6－7） 420円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，450円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 11，050円

票 数

単勝票数 計 376212 的中 � 91891（2番人気）
複勝票数 計 349457 的中 � 79897（2番人気）� 82017（1番人気）� 9486（9番人気）
枠連票数 計 95824 的中 （6－7） 17274（1番人気）
馬連票数 計 444359 的中 �� 91159（1番人気）
馬単票数 計 209517 的中 �� 18728（2番人気）
ワイド票数 計 404539 的中 �� 59041（1番人気）�� 6105（15番人気）�� 13996（6番人気）
3連複票数 計 657568 的中 ��� 15753（8番人気）
3連単票数 計 711699 的中 ��� 4669（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―36．8―49．6―1：01．9―1：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F36．8
3 7（11，13）（3，4，14）（6，10）（2，1）－8，9－12，5－15 4 ・（7，11，13，10）（4，14）（3，1）（2，6）－（8，9）－5，12＝15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サステナブル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2018．5．19生 牡2鹿 母 ベ ネ ラ 母母 ダーケストスター 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルセキニンシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月1日まで平

地競走に出走できない。
※出走取消馬 ホッコーハナミチ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）
※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） 9頭 イグナイター号・イマジンヨウコ号・シゲルホサヤク号・シゲルホンブチョウ号・ジャスパーゴールド号・

トウリュウ号・トーホウグロリアス号・メイショウコエダ号・ワイズマンハート号



2808911月1日 曇 良 （2京都4） 第8日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時10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

59 ララクリスティーヌ 牝2青鹿54 中井 裕二フジイ興産� 斉藤 崇史 新冠 土井牧場 452 ―1：23．0 16．0�
（法942）

35 ルチェカリーナ 牝2栗 54 吉田 隼人加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 464 ―1：23．21� 7．4�
816 インワンシティング 牡2鹿 55 岩田 望来�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 452 ―1：23．3� 9．3�
23 ミエノベルル 牡2鹿 55 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 450 ― 〃 クビ 29．6�
12 サイキユイコウル 牝2鹿 54 松山 弘平村田 能光氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 478 ―1：23．4クビ 7．0�
612 ビューティフローラ 牝2鹿 54 古川 吉洋	ヤナガワ牧場 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 422 ― 〃 アタマ 39．6

714 ラ ウ デ ィ 牡2鹿 55 川須 栄彦 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 鎌田 正嗣 456 ― 〃 アタマ 5．2�
47 テイケイラウレア 牝2鹿 54 浜中 俊兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 456 ―1：23．71� 190．4�
713 オウケンビリュウ 牝2鹿 54 藤岡 佑介福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 432 ―1：24．01� 14．0
817 ア ナ ゴ サ ン 牡2栗 55 国分 恭介内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 484 ―1：24．1� 55．8�
510 サマースノー 牝2芦 54 幸 英明谷掛 龍夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム 396 ―1：24．2� 26．5�
611 アイコンテーラー 牝2栗 54 酒井 学中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 466 ―1：24．3� 77．3�
48 ハイフォース 牡2栗 55

53 △亀田 温心�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 452 ―1：24．72� 195．5�
715 アラタマリスト 牝2栗 54 田中 健荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 434 ―1：24．8クビ 49．4�
11 トゥルーバローズ 牡2鹿 55 和田 竜二猪熊 広次氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 502 ―1：24．9� 3．8�
24 ムーンランディング 牝2鹿 54 小崎 綾也ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420 ―1：25．0� 184．6�
818 パレドジュスティス 牝2芦 54 松若 風馬 	社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 464 ―1：25．1� 25．2�
36 ヒロシゲハート 牝2栗 54 太宰 啓介	ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 502 ―1：25．52 105．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，686，100円 複勝： 43，470，900円 枠連： 14，828，700円
馬連： 46，202，900円 馬単： 22，193，300円 ワイド： 45，615，800円
3連複： 80，119，800円 3連単： 74，883，800円 計： 360，001，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 370円 � 300円 � 270円 枠 連（3－5） 3，090円

馬 連 �� 7，280円 馬 単 �� 17，230円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 3，220円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 23，330円 3 連 単 ��� 179，770円

票 数

単勝票数 計 326861 的中 � 17227（7番人気）
複勝票数 計 434709 的中 � 28981（7番人気）� 38489（5番人気）� 43391（4番人気）
枠連票数 計 148287 的中 （3－5） 3713（14番人気）
馬連票数 計 462029 的中 �� 4918（25番人気）
馬単票数 計 221933 的中 �� 966（65番人気）
ワイド票数 計 456158 的中 �� 4629（30番人気）�� 3597（38番人気）�� 9253（12番人気）
3連複票数 計 801198 的中 ��� 2575（78番人気）
3連単票数 計 748838 的中 ��� 302（563番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．9―47．9―59．8―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ララクリスティーヌ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2018．3．9生 牝2青鹿 母 スーパーマダム 母母 オメガフォーチュン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ビューティフローラ号の調教師宮徹は，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。
※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 ショウリュウレーヴ号

2809011月1日 晴 良 （2京都4） 第8日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時40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
1：47．8
1：47．6

重
重

66 ワイドソロモン 牡3栗 55 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 490－ 41：51．1 4．4�
67 ニホンピロストーム 牡3鹿 55 松山 弘平小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 526＋ 41：52．16 3．8�
55 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿55 森 一馬大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 482＋ 21：52．31� 4．6�
810 クラウンデザイアー 牡3黒鹿55 松若 風馬�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 470－ 81：52．61� 23．8�
44 ロードグリュック 牡3鹿 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 21：52．81� 40．7�
11 マイサンシャイン 牡4栗 57 岩田 望来三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 490± 01：53．01� 3．9	
78 ナムラゴロフキン 牡3鹿 55 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 486＋ 41：53．1クビ 12．8

33 ナムラタイガー 牡3鹿 55 浜中 俊奈村 信重氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 528＋ 2 〃 クビ 30．9�
79 オーケーメジャー 	3鹿 55 和田 竜二小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 472＋ 21：53．52 15．6�
22 シェアザモーメント 牡6鹿 57 藤岡 康太 キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム B480－ 21：53．92� 45．2�
811 メイショウケンロク 牡3鹿 55 柴山 雄一松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 プログレスファーム 516＋121：55．39 27．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，609，700円 複勝： 45，585，600円 枠連： 9，842，000円
馬連： 55，176，900円 馬単： 23，883，600円 ワイド： 44，432，900円
3連複： 79，360，700円 3連単： 91，828，500円 計： 384，719，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 130円 � 140円 枠 連（6－6） 1，140円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 370円 �� 420円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 7，490円

票 数

単勝票数 計 346097 的中 � 61773（3番人気）
複勝票数 計 455856 的中 � 69390（4番人気）� 94884（1番人気）� 82430（2番人気）
枠連票数 計 98420 的中 （6－6） 6670（7番人気）
馬連票数 計 551769 的中 �� 37368（3番人気）
馬単票数 計 238836 的中 �� 8385（5番人気）
ワイド票数 計 444329 的中 �� 30335（2番人気）�� 25738（6番人気）�� 38141（1番人気）
3連複票数 計 793607 的中 ��� 42741（2番人気）
3連単票数 計 918285 的中 ��� 8879（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．4―48．9―1：01．0―1：13．0―1：25．1―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイドソロモン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2020．2．2 京都11着

2017．3．11生 牡3栗 母 ドリームライター 母母 Rebridled Dreams 5戦2勝 賞金 12，700，000円



2809111月1日 晴 良 （2京都4） 第8日 第7競走 ��
��2，400�3歳以上1勝クラス

発走13時10分 （500万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳54�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
2：22．6
2：20．6

良
良

22 ナリタザクラ 牡3黒鹿54 松山 弘平�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 504＋ 42：29．2 2．1�
44 メイショウサンガ 牡3鹿 54 岩田 望来松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 530－ 2 （降着） 5．1�
11 ストリクトコード 牝3黒鹿52 和田 竜二�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 438－ 22：29．3� 4．3�
66 トゥプエデス 牡4黒鹿57 坂井 瑠星佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 462＋102：29．93	 74．3�
55 シエラネバダ 
5芦 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512＋ 8 〃 クビ 30．3�
89 ヴァーダイト 牡3黒鹿 54

53 ☆団野 大成 	キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋ 62：30．11� 6．2

88 エ バ ー マ ノ 牝3黒鹿52 幸 英明宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 ハナ 12．7�
77 ダノンアポロン 牡5鹿 57 古川 吉洋�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 498＋ 42：30．63 16．3�
33 � スターオブジーン 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希光安 了氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 390＋ 42：30．92 149．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 39，806，000円 複勝： 50，397，900円 枠連： 6，987，200円
馬連： 49，373，400円 馬単： 27，477，300円 ワイド： 38，801，300円
3連複： 70，911，400円 3連単： 127，115，700円 計： 410，870，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（2－4） 570円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 200円 �� 170円 �� 370円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 2，230円

票 数

単勝票数 計 398060 的中 � 151245（1番人気）
複勝票数 計 503979 的中 � 213439（1番人気）� 64862（3番人気）� 84609（2番人気）
枠連票数 計 69872 的中 （2－4） 9420（3番人気）
馬連票数 計 493734 的中 �� 64702（2番人気）
馬単票数 計 274773 的中 �� 21795（2番人気）
ワイド票数 計 388013 的中 �� 51660（2番人気）�� 68652（1番人気）�� 21554（4番人気）
3連複票数 計 709114 的中 ��� 93663（1番人気）
3連単票数 計1271157 的中 ��� 41155（2番人気）

ハロンタイム 13．5―12．6―12．7―13．1―13．0―12．5―12．3―12．3―11．6―11．7―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．5―26．1―38．8―51．9―1：04．9―1：17．4―1：29．7―1：42．0―1：53．6―2：05．3―2：16．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリタザクラ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Kendor デビュー 2019．11．16 東京3着

2017．3．24生 牡3黒鹿 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite 9戦2勝 賞金 24，339，000円
〔降着〕 メイショウサンガ号は，1位〔タイム2分29秒2，2位との着差アタマ〕に入線したが，最後の直線コースで外側に斜行して

「ナリタザクラ」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため2着に降着。
〔制裁〕 メイショウサンガ号の騎手岩田望来は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和2年11月14日から令和2年

11月22日まで騎乗停止。（被害馬：2番）

2809211月1日 晴 良 （2京都4） 第8日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上2勝クラス

発走13時40分 （1000万円以下） （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

11 シルヴェリオ 牡3黒鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B496－ 42：01．2 1．8�
88 イ ル マ タ ル 牝4鹿 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 472＋ 82：02．58 5．4�
66 パ ト リ ッ ク 牡4鹿 57 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 470－ 2 〃 ハナ 3．4�

33 メイケイハリアー 牡4芦 57 幸 英明名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 476－ 62：02．6� 6．5�
55 リリーモントルー 牡6鹿 57 国分 恭介土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 442－ 42：02．92 100．7	
44 アグネスリバティ 牡7黒鹿57 中井 裕二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 502＋ 8 〃 アタマ 27．1

22 クリノアントニヌス 牡6栗 57 岩田 望来栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 528－ 22：03．21	 88．7�
77 リ ヴ ィ エ ラ 牡4鹿 57 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B516＋ 42：04．15 30．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 36，971，300円 複勝： 42，962，300円 枠連： 発売なし
馬連： 52，141，700円 馬単： 33，367，700円 ワイド： 32，958，900円
3連複： 62，264，900円 3連単： 169，566，300円 計： 430，233，100円

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 160円 �� 140円 �� 200円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 1，240円

票 数

単勝票数 計 369713 的中 � 157822（1番人気）
複勝票数 計 429623 的中 � 222492（1番人気）� 64465（3番人気）� 70064（2番人気）
馬連票数 計 521417 的中 �� 77311（2番人気）
馬単票数 計 333677 的中 �� 42307（2番人気）
ワイド票数 計 329589 的中 �� 50679（2番人気）�� 68730（1番人気）�� 35507（3番人気）
3連複票数 計 622649 的中 ��� 132406（1番人気）
3連単票数 計1695663 的中 ��� 98823（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．6―37．4―49．9―1：02．2―1：14．6―1：26．5―1：37．8―1：49．2

コーナー
通過順位

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

2
4
3，8－4（1，5）6（2，7）
1（6，3）8，5，4－2，7

勝馬の
紹 介

シルヴェリオ 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Silver Hawk デビュー 2019．6．23 阪神4着

2017．3．8生 牡3黒鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 7戦3勝 賞金 25，450，000円
※リヴィエラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2809311月1日 晴 良 （2京都4） 第8日 第9競走 ��
��1，600�北 國 新 聞 杯

発走14時15分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．10．26以降2．10．25まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

北國新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．3

良
良

77 ショウリュウハル 牝3栗 52 団野 大成上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 484± 01：35．7 12．4�
11 マルモネオフォース 牝4鹿 52 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 512± 0 〃 アタマ 4．9�
55 チュウワノキセキ 牡3鹿 55 松山 弘平中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 アタマ 1．4�
33 シベリアンタイガー �9鹿 53 松若 風馬岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 増本 良孝 490＋ 61：35．91� 60．8�
78 メイショウドウドウ 牡5黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 480＋ 41：36．11	 46．1�
44 ゼンノジャスタ 牡3黒鹿54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 474＋ 21：36．31� 13．0�
89 テンワールドレイナ 牝5栗 52 岩田 望来天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 ハナ 26．3	
66 メトロポール 牝4黒鹿52 浜中 俊ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Godolphin 488＋141：36．51	 8．1

22 セトノシャトル 牡5栗 54 酒井 学�アスール 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 522＋ 21：37．35 92．4�
810 ヴ ィ ン ト 牡4鹿 53 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 532＋ 61：38．04 79．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，514，700円 複勝： 144，376，000円 枠連： 11，045，900円
馬連： 73，680，700円 馬単： 51，568，100円 ワイド： 54，582，700円
3連複： 106，605，700円 3連単： 250，486，900円 計： 734，860，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 180円 � 140円 � 110円 枠 連（1－7） 2，420円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 630円 �� 280円 �� 190円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 15，550円

票 数

単勝票数 計 425147 的中 � 27419（4番人気）
複勝票数 計1443760 的中 � 48593（5番人気）� 75110（2番人気）� 1130388（1番人気）
枠連票数 計 110459 的中 （1－7） 3528（8番人気）
馬連票数 計 736807 的中 �� 20759（8番人気）
馬単票数 計 515681 的中 �� 6463（17番人気）
ワイド票数 計 545827 的中 �� 18242（8番人気）�� 48017（4番人気）�� 87115（1番人気）
3連複票数 計1066057 的中 ��� 82012（3番人気）
3連単票数 計2504869 的中 ��� 11674（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―37．0―49．4―1：01．1―1：12．6―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウリュウハル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．10 札幌1着

2017．2．11生 牝3栗 母 ショウリュウムーン 母母 ムーンザドリーム 6戦3勝 賞金 33，871，000円

2809411月1日 晴 良 （2京都4） 第8日 第10競走 ��
��1，900�

しおり

栞 ス テ ー ク ス
発走14時50分 （ダート・右）
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55�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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

33 メイショウカズサ 牡3栗 55 松山 弘平松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B488＋141：57．3 2．7�
813 ブライトンロック 牡6黒鹿57 柴山 雄一坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 41：58．47 24．3�
57 ハギノリュクス 牝3黒鹿53 岩田 望来日隈 良江氏 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 61：58．5クビ 2．2�
11 クレスコブレイブ 牡6栗 57 酒井 学堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B522＋ 41：58．71� 16．3�
711	 ア ニ エ ー ゼ 牝5鹿 55 国分 恭介�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 480＋10 〃 アタマ 89．0�
58 アドラメレク 牡6黒鹿57 和田 竜二�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 41：58．8
 197．0	
46 メイショウマトイ 牡6鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 488－ 21：58．9
 232．2

69 エジステンツァ �6鹿 57 川須 栄彦 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474－ 2 〃 クビ 145．9�
814 ストーミーバローズ 牡5栗 57 吉田 隼人猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476－ 21：59．0
 13．5
45 キッズアガチャー 牡3鹿 55 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 548＋ 61：59．1
 15．5�
22 ト イ ガ ー 牡4黒鹿57 宮崎 北斗節 英司氏 加藤士津八 新冠 高瀬牧場 548± 01：59．41� 46．6�
712 グトルフォス 牡4鹿 57 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 520－ 61：59．72 33．6�
34 ワンダーウマス 牡6鹿 57 坂井 瑠星山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 496＋102：00．23 32．8�
610 シャンパンクーペ 牡4鹿 57 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B528＋ 42：00．41 11．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 58，562，000円 複勝： 73，493，700円 枠連： 23，032，200円
馬連： 134，853，900円 馬単： 65，620，400円 ワイド： 96，367，900円
3連複： 204，669，800円 3連単： 326，847，500円 計： 983，447，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 280円 � 110円 枠 連（3－8） 1，250円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 860円 �� 150円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 15，440円

票 数

単勝票数 計 585620 的中 � 167494（2番人気）
複勝票数 計 734937 的中 � 157383（2番人気）� 37553（7番人気）� 244356（1番人気）
枠連票数 計 230322 的中 （3－8） 14276（4番人気）
馬連票数 計1348539 的中 �� 28720（12番人気）
馬単票数 計 656204 的中 �� 8652（18番人気）
ワイド票数 計 963679 的中 �� 22540（12番人気）�� 223873（1番人気）�� 26060（10番人気）
3連複票数 計2046698 的中 ��� 93659（5番人気）
3連単票数 計3268475 的中 ��� 15339（37番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．6―30．3―43．3―55．8―1：08．3―1：20．6―1：32．6―1：44．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
3－4－7－（2，9）8（13，14）5，11（1，12）6－10・（3，4）7（9，13）2（8，14）（11，12，10）（1，5）－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウカズサ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．9．16 阪神10着

2017．4．29生 牡3栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 12戦4勝 賞金 56，065，000円

１レース目



2809511月1日 晴 良 （2京都4） 第8日 第11競走 ��
��1，800�カシオペアステークス（Ｌ）

発走15時30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，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

23 ランブリングアレー 牝4黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 478＋201：46．1 4．4�
48 ボッケリーニ 牡4栗 56 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋101：46．2	 3．6�
612 ヴァンケドミンゴ 牡4鹿 56 酒井 学幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 468＋ 41：46．3
 19．7�
714 レッドガラン 牡5鹿 57 浜中 俊 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 514＋ 2 〃 クビ 6．3�
36 サトノフェイバー 牡5黒鹿56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B508＋ 41：46．4	 19．7	
47 カリビアンゴールド 牝6黒鹿54 藤岡 康太ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 2 〃 クビ 21．3

12 コスモカレンドゥラ 牡4栗 56 国分 優作 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 21：46．5クビ 59．6�
817 ノーブルマーズ 牡7栗 57 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 498± 0 〃 クビ 48．2�
35 ワンダープチュック 牡6黒鹿56 団野 大成山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 516＋ 41：46．6クビ 33．9
510 クラージュゲリエ 牡4鹿 56 幸 英明 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 クビ 6．5�
59 ワイプティアーズ 牡5栗 56 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 532＋ 41：46．7	 18．0�
713 ヴァルディゼール 牡4鹿 57 藤岡 佑介�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 464－ 21：46．91� 17．4�
11 アドマイヤアルバ 5鹿 56 岩田 望来近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 482＋141：47．21
 106．3�
818 クリノヤマトノオー 牡6鹿 56 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 474± 0 〃 クビ 43．7�
816 テーオービクトリー 牝6鹿 54 太宰 啓介小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 494＋121：47．52 71．7�
715 オールフォーラヴ 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 452－161：47．6クビ 38．8�
611 アメリカズカップ 牡6黒鹿56 小牧 太谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448＋ 21：47．7	 54．8�
24 ブレイキングドーン 牡4黒鹿57 川須 栄彦前田 幸貴氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 506＋181：48．23 40．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 87，820，700円 複勝： 115，923，800円 枠連： 62，739，900円
馬連： 302，138，800円 馬単： 101，261，900円 ワイド： 181，882，400円
3連複： 505，442，500円 3連単： 545，549，100円 計： 1，902，759，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 150円 � 390円 枠 連（2－4） 680円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，730円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 15，810円

票 数

単勝票数 計 878207 的中 � 158117（2番人気）
複勝票数 計1159238 的中 � 185388（2番人気）� 239665（1番人気）� 57271（6番人気）
枠連票数 計 627399 的中 （2－4） 71373（2番人気）
馬連票数 計3021388 的中 �� 297812（1番人気）
馬単票数 計1012619 的中 �� 53008（1番人気）
ワイド票数 計1818824 的中 �� 138905（1番人気）�� 25243（16番人気）�� 39420（8番人気）
3連複票数 計5054425 的中 ��� 81607（7番人気）
3連単票数 計5455491 的中 ��� 25010（19番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．4―12．0―12．3―11．9―11．6―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．1―47．1―59．4―1：11．3―1：22．9―1：34．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランブリングアレー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．6 京都1着

2016．3．24生 牝4黒鹿 母 ブルーミングアレー 母母 プリンセスオリビア 12戦5勝 賞金 103，101，000円

2809611月1日 晴 良 （2京都4） 第8日 第12競走 ��
��1，200�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
1：09．0
1：08．5

不良
重

48 コパノマーキュリー 牡3鹿 55 和田 竜二小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 510＋ 81：10．7 22．6�
36 ゴッドバンブルビー 牝4栗 55 藤岡 佑介中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 464＋ 21：11．34 6．4�
47 ヴァリアント 牡4青鹿57 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新冠 守矢牧場 484± 01：11．83 25．1�
11 � リュウシンベガス 牡6黒鹿57 長岡 禎仁桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B508－ 81：11．9	 79．4�
59 サトノゲイル 牡5青鹿57 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B484± 0 〃 アタマ 57．9	
12 ジューンシルフィア 牝4栗 55

52 ▲泉谷 楓真吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 446＋ 61：12．32	 19．6

23 � エムオータイショウ 牡4鹿 57 幸 英明大浅 貢氏 千田 輝彦 日高 門別牧場 512＋ 81：12．5
 10．3�
611 ニホンピロマドン 牡5鹿 57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B534－ 41：12．6	 114．0�
713 アッティーヴォ 牡6栗 57 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 466± 0 〃 アタマ 70．0
510� メイショウアワジ 牡6鹿 57

55 △亀田 温心松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 472＋ 21：12．81	 187．8�
816 ミエノワールド 牡3黒鹿55 川島 信二里見美惠子氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 498－ 41：12．9クビ 1．6�
815 ダイヤクイン 牝4芦 55 藤懸 貴志大野 數芳氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 484－ 41：13．11 79．3�
24 ファストボウラー 牡3栗 55 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル B470＋18 〃 ハナ 6．9�

714 カクテルドレス 牝5芦 55
54 ☆団野 大成 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 B492－ 81：13．52	 127．7�
35 メイショウヒバリ 牝3栗 53 松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 464＋ 4 〃 クビ 51．3�

（15頭）
612 シャイニーブランコ 牡4芦 57 吉田 隼人小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 89，786，400円 複勝： 119，706，100円 枠連： 41，857，100円
馬連： 179，388，800円 馬単： 86，743，100円 ワイド： 136，554，600円
3連複： 300，447，200円 3連単： 435，242，200円 計： 1，389，725，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 510円 � 240円 � 500円 枠 連（3－4） 2，570円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 14，330円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 4，020円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 20，520円 3 連 単 ��� 214，220円

票 数

単勝票数 差引計 897864（返還計 492） 的中 � 31746（6番人気）
複勝票数 差引計1197061（返還計 991） 的中 � 57330（7番人気）� 153128（2番人気）� 58399（6番人気）
枠連票数 差引計 418571（返還計 24） 的中 （3－4） 12584（9番人気）
馬連票数 差引計1793888（返還計 2860） 的中 �� 26611（17番人気）
馬単票数 差引計 867431（返還計 1109） 的中 �� 4539（35番人気）
ワイド票数 差引計1365546（返還計 2694） 的中 �� 33892（12番人気）�� 8496（35番人気）�� 24364（14番人気）
3連複票数 差引計3004472（返還計 8967） 的中 ��� 10978（60番人気）
3連単票数 差引計4352422（返還計 11058） 的中 ��� 1473（438番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―11．9―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―46．5―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノマーキュリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．8．10 小倉1着

2017．5．30生 牡3鹿 母 レッドマーキュリー 母母 ソロシンガー 14戦3勝 賞金 29，400，000円
〔出走取消〕 シャイニーブランコ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。

４レース目



（2京都4）第8日 11月1日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 154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

238，780，000円
8，510，000円
35，180，000円
1，370，000円
27，730，000円
69，501，500円
4，207，500円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
551，190，400円
772，303，600円
201，794，600円
1，073，136，200円
495，581，700円
779，865，200円
1，684，263，600円
2，355，819，300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 7，913，954，600円

総入場人員 759名 （有料入場人員 631名）



令和2年度 第4回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，253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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，353，330，000円
42，050，000円
263，040，000円
57，020，000円
276，680，000円
7，000，000円
551，387，500円
36，295，500円
12，028，800円

勝馬投票券売得金
6，504，200，300円
9，828，663，600円
2，388，707，900円
12，152，182，800円
6，382，130，900円
9，792，216，000円
20，900，163，700円
34，338，954，800円
1，974，361，800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 104，261，581，800円

総入場延人員 6，051名 （有料入場延人員 4，964名）
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