
2809710月27日 晴 重 （1京都4） 第9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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

重
不良

55 グ ラ ナ リ ー 牝2栗 54 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 池添 学 浦河 富田牧場 506－ 81：11．9 4．9�

78 メイショウカッサイ 牡2栗 55
52 ▲岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 452± 01：12．32� 12．4�

33 サウンドワイズ 牝2鹿 54 古川 吉洋増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 山岡牧場 476－ 21：12．72� 28．7�
66 ヴ ェ ー ラ 牡2芦 55 浜中 俊山口 敦広氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 506＋ 21：12．8クビ 1．3�
89 ベッロコルサ 牡2鹿 55

53 △斎藤 新 �シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B414－ 21：12．9� 14．9	
22 ヴァーツラフ 牡2鹿 55 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 木村 秀則 448－ 21：13．0� 210．4

810 オメガシュプリーム 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 450＋181：13．21� 92．9�
11 ビ ア イ 牝2青鹿54 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 476＋ 2 〃 クビ 14．7�
77 タマモゼーゼマン 牡2鹿 55 城戸 義政タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 B460＋ 61：13．3クビ 40．9
44 テイエムワールド 牡2鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 468± 01：13．51 149．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，714，400円 複勝： 103，622，400円 枠連： 6，932，900円
馬連： 40，229，300円 馬単： 27，458，800円 ワイド： 33，179，900円
3連複： 58，032，000円 3連単： 119，600，800円 計： 419，770，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 480円 � 780円 � 2，290円 枠 連（5－7） 2，140円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，430円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 15，400円 3 連 単 ��� 60，630円

票 数

単勝票数 計 307144 的中 � 51258（2番人気）
複勝票数 計1036224 的中 � 61425（2番人気）� 35057（4番人気）� 11178（7番人気）
枠連票数 計 69329 的中 （5－7） 2501（6番人気）
馬連票数 計 402293 的中 �� 10273（8番人気）
馬単票数 計 274588 的中 �� 4140（13番人気）
ワイド票数 計 331799 的中 �� 10267（9番人気）�� 5939（14番人気）�� 3524（19番人気）
3連複票数 計 580320 的中 ��� 2826（33番人気）
3連単票数 計1196008 的中 ��� 1430（129番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―12．0―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．9―46．9―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 ・（3，5）（7，8）（1，6）－（4，10）9－2 4 ・（3，5）8（1，6）7－（4，10）9，2

勝馬の
紹 介

グ ラ ナ リ ー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．9．22 阪神5着

2017．2．17生 牝2栗 母 グレインライン 母母 ミルグレイン 2戦1勝 賞金 5，700，000円

2809810月27日 晴 稍重 （1京都4） 第9日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000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
1：20．5
1：20．3

良
良

57 グ ラ ン レ イ 牡2鹿 55 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 456± 01：23．8 2．1�
69 マイネルホイッスル 牡2黒鹿55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 41：24．54 75．3�
711 ダンツシルビア 牝2黒鹿 54

51 ▲岩田 望来山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 450＋ 41：24．71 13．4�
22 ネクストエピソード 牝2鹿 54 松山 弘平ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 392± 0 〃 アタマ 33．7�
33 グレイトゲイナー 牡2青鹿 55

54 ☆武藤 雅田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 462＋101：24．91� 8．3�
45 ウォーターハミング 牝2黒鹿54 和田 竜二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 442－ 41：25．11� 168．1	
46 セイペイシェンス 牡2黒鹿55 田中 健金田 成基氏 山内 研二 新冠 松本 信行 460＋ 4 〃 アタマ 314．2

34 ノーブルライガー 牡2鹿 55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋ 4 〃 アタマ 6．1�
610 ツクバゴールド 牡2栗 55 A．シュタルケ 荻原 昭二氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 508± 01：25．2� 4．8�

（独）

712 ジュンジュン 牡2黒鹿55 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 476＋ 21：25．3� 203．0
814 イトシキオモイ 牝2鹿 54 松若 風馬岡 浩二氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 61：25．4クビ 41．5�
58 メイショウノリムネ 牡2黒鹿55 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 488＋ 8 〃 クビ 26．5�
11 メイショウシュート 牡2鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 462± 01：25．5クビ 21．7�
813 クリスリターン 牡2栗 55

52 ▲亀田 温心松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 480± 01：25．6� 145．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，600，600円 複勝： 29，799，200円 枠連： 8，999，100円
馬連： 35，687，500円 馬単： 17，658，900円 ワイド： 25，231，800円
3連複： 52，470，000円 3連単： 65，100，400円 計： 255，547，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 1，180円 � 330円 枠 連（5－6） 510円

馬 連 �� 7，810円 馬 単 �� 10，200円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 630円 �� 8，280円

3 連 複 ��� 24，540円 3 連 単 ��� 83，980円

票 数

単勝票数 計 206006 的中 � 79090（1番人気）
複勝票数 計 297992 的中 � 92949（1番人気）� 4396（10番人気）� 18924（5番人気）
枠連票数 計 89991 的中 （5－6） 13668（2番人気）
馬連票数 計 356875 的中 �� 3541（23番人気）
馬単票数 計 176589 的中 �� 1298（33番人気）
ワイド票数 計 252318 的中 �� 2367（25番人気）�� 10991（7番人気）�� 750（47番人気）
3連複票数 計 524700 的中 ��� 1603（63番人気）
3連単票数 計 651004 的中 ��� 562（219番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．6―47．5―59．4―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ ラ ン レ イ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．10．5 京都3着

2017．3．21生 牡2鹿 母 ミラクルベリー 母母 ミラクルワウ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 メイショウシュート号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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。

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９日



2809910月27日 晴 稍重 （1京都4） 第9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 5，000，000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
1：59．8
1：59．6

良
良

77 ヒ ュ ッ ゲ 牡2栗 55 和田 竜二金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 62：02．9 11．5�

55 サンデーミラージュ 牡2鹿 55 松若 風馬杉野 公彦氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478± 02：04．07 4．2�
66 アドマイヤメジャー 牡2鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462－ 42：04．31� 46．7�
22 ヒルノエドワード 牡2黒鹿55 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 484± 0 〃 ハナ 5．2�
44 オールザワールド 牡2鹿 55 松山 弘平前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 ハナ 2．4�
78 ドゥラモット 牝2黒鹿54 池添 謙一合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470－ 42：04．83 12．3	
89 クリノソフィア 牝2鹿 54 藤井勘一郎栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 458± 02：06．6大差 218．3

11 シェイクスピア 牡2青鹿55 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 B482－ 22：07．23� 126．0�
810 ビットクラッシャー 牡2鹿 55

52 ▲岩田 望来安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：07．52 6．4�
33 ブルベアナノ 牡2鹿 55

52 ▲亀田 温心 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 三好牧場 460＋ 22：07．81� 275．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 35，614，600円 複勝： 41，294，700円 枠連： 7，884，400円
馬連： 47，105，900円 馬単： 27，665，900円 ワイド： 33，529，800円
3連複： 66，304，800円 3連単： 105，373，800円 計： 364，773，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 280円 � 170円 � 720円 枠 連（5－7） 960円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，870円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 67，250円

票 数

単勝票数 計 356146 的中 � 25956（5番人気）
複勝票数 計 412947 的中 � 37175（6番人気）� 80282（2番人気）� 11707（7番人気）
枠連票数 計 78844 的中 （5－7） 6322（5番人気）
馬連票数 計 471059 的中 �� 16952（10番人気）
馬単票数 計 276659 的中 �� 4250（23番人気）
ワイド票数 計 335298 的中 �� 14175（10番人気）�� 2898（20番人気）�� 4373（17番人気）
3連複票数 計 663048 的中 ��� 4109（29番人気）
3連単票数 計1053738 的中 ��� 1136（163番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．8―12．7―12．6―12．6―12．1―12．2―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．5―49．2―1：01．8―1：14．4―1：26．5―1：38．7―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ ュ ッ ゲ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sinndar デビュー 2019．10．6 京都6着

2017．3．10生 牡2栗 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life 2戦1勝 賞金 5，000，000円

2810010月27日 晴 重 （1京都4） 第9日 第4競走 ��
��1，800�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
1：51．0
1：50．9

重
不良

69 キンノマサカリ 牡2黒鹿55 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484 ―1：54．0 4．2�

45 テイエムゴールデン 牡2青鹿55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：54．74 4．8�
710 リトルクレバー 牡2鹿 55

53 △斎藤 新岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 450 ―1：55．65 20．7�
68 ハローミスソフィ 牝2青 54 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 472 ―1：55．7� 69．2�
711 アスピラール 牡2鹿 55

52 ▲岩田 望来山口 敦広氏 須貝 尚介 新ひだか 城地牧場 486 ― 〃 クビ 50．3�
813 ヴィルトゥオーゾ 牡2鹿 55 太宰 啓介東海林貴大氏 高橋 亮 新冠 須崎牧場 486 ―1：55．91 110．9�
11 キッズアガチャー 牡2鹿 55 高倉 稜瀬谷 	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 534 ― 〃 ハナ 8．7

22 ブルベアカイリ 牡2栗 55 荻野 極 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 浦河 斉藤英牧場 484 ―1：56．0� 149．4�
812 テイルウォーク 牡2黒鹿55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516 ―1：56．42� 2．5
44 レトロフューチャー �2鹿 55 藤井勘一郎�ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458 ―1：57．46 33．8�
56 デルマラピス 牡2芦 55 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 518 ―1：57．72 70．4�
57 モルトルバート 牡2鹿 55 A．シュタルケ �シルクレーシング 松永 幹夫 洞	湖 レイクヴィラファーム 444 ―1：59．6大差 11．1�

（独）

33 メイショウワシュウ 牡2栗 55 岡田 祥嗣松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 524 ―2：00．02� 92．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，490，500円 複勝： 33，407，600円 枠連： 10，695，400円
馬連： 45，219，100円 馬単： 23，188，200円 ワイド： 33，528，900円
3連複： 61，986，200円 3連単： 75，995，800円 計： 318，511，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 170円 � 340円 枠 連（4－6） 750円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，060円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 16，810円

票 数

単勝票数 計 344905 的中 � 68365（2番人気）
複勝票数 計 334076 的中 � 50911（3番人気）� 58444（2番人気）� 20347（6番人気）
枠連票数 計 106954 的中 （4－6） 10939（3番人気）
馬連票数 計 452191 的中 �� 37326（3番人気）
馬単票数 計 231882 的中 �� 8657（7番人気）
ワイド票数 計 335289 的中 �� 23502（3番人気）�� 7756（13番人気）�� 8650（11番人気）
3連複票数 計 619862 的中 ��� 11424（13番人気）
3連単票数 計 759958 的中 ��� 3276（44番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．9―13．7―13．6―12．9―12．5―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．7―50．4―1：04．0―1：16．9―1：29．4―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．1
1
3
・（2，5，9）（12，11）（10，13）－6（3，7）8－（1，4）・（2，5，9）12，11，8，13（10，7，1）－6－3，4

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

勝馬の
紹 介

キンノマサカリ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2017．5．5生 牡2黒鹿 母 クロンヌドール 母母 ハンターズマーク 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。



2810110月27日 晴 稍重 （1京都4） 第9日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．8
1：59．6

良
良

712 ケ ヴ ィ ン 牡2青鹿55 浜中 俊米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 490 ―2：03．6 6．9�
11 フライライクバード 牡2黒鹿55 藤岡 康太窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―2：04．02� 1．5�
34 ウォーターラーテル 牝2栗 54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 502 ―2：05．27 105．9�
57 フェアウェルキッス 牝2青鹿 54

52 △斎藤 新吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 506 ― 〃 ハナ 16．4�
69 ハンメルフェスト 牡2黒鹿55 小牧 太�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 548 ―2：05．52 88．6�
610 キクノアオラ 牡2鹿 55 荻野 琢真菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 高村牧場 480 ―2：05．6クビ 32．9	
45 マテンロウスパーク 牡2黒鹿55 古川 吉洋寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 502 ―2：05．81 14．3

33 ウインアマルフィ 牝2栗 54 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 454 ― 〃 ハナ 36．0�
711 マイネルアルファー 牡2青鹿55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 498 ―2：05．9� 77．1
813 ラヴネヴァーエンズ 牡2黒鹿55 松山 弘平ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522 ―2：06．0� 7．3�
46 アーニングフェイム 牝2黒鹿54 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 452 ―2：06．21	 66．1�
58 ア ナ ン ク ス 牡2鹿 55

52 ▲岩田 望来杉浦 和也氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 470 ―2：06．73 57．0�
814 ヴ ィ ー ヴ ォ 牡2栗 55

52 ▲亀田 温心�サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか サンコウ牧場 482 ―2：06．8� 402．4�
22 ル ヴ ュ ー 牡2栗 55 松若 風馬ディアレストクラブ� 鈴木 孝志 平取 中川 隆 424 ―2：07．01	 42．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，933，400円 複勝： 70，805，000円 枠連： 13，098，600円
馬連： 52，648，800円 馬単： 31，884，900円 ワイド： 40，396，600円
3連複： 72，429，500円 3連単： 110，841，600円 計： 429，038，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 180円 � 110円 � 1，120円 枠 連（1－7） 390円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 260円 �� 4，930円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 9，600円 3 連 単 ��� 65，920円

票 数

単勝票数 計 369334 的中 � 45448（2番人気）
複勝票数 計 708050 的中 � 52259（3番人気）� 447256（1番人気）� 5200（12番人気）
枠連票数 計 130986 的中 （1－7） 25985（1番人気）
馬連票数 計 526488 的中 �� 74939（2番人気）
馬単票数 計 318849 的中 �� 14259（5番人気）
ワイド票数 計 403966 的中 �� 48231（1番人気）�� 1858（44番人気）�� 4474（21番人気）
3連複票数 計 724295 的中 ��� 5655（32番人気）
3連単票数 計1108416 的中 ��� 1219（177番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．5―13．0―13．2―12．8―12．4―12．1―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―36．0―49．0―1：02．2―1：15．0―1：27．4―1：39．5―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケ ヴ ィ ン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Anabaa Blue 初出走

2017．1．26生 牡2青鹿 母 トレラピッド 母母 Tres Ravi 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ラヴネヴァーエンズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラヴネヴァーエンズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年11月27日まで出走できない。

2810210月27日 晴 稍重 （1京都4） 第9日 第6競走 ��
��1，200�2歳1勝クラス

発走12時40分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：07．8

良
良

66 コスモリモーネ 牡2栗 55 国分 優作岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 496＋141：10．7 10．0�
44 ミーアシャム 牝2鹿 54 A．シュタルケ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 444± 01：11．44 4．0�

（独）

77 カーフライターク 牡2黒鹿 55
52 ▲岩田 望来 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 3．4�

55 レッドヴェイパー 牝2鹿 54
52 △斎藤 新 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 416＋ 61：11．5クビ 1．9�

11 テイエムヤマカゼ �2鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 416± 01：11．71� 29．0	
33 ビ チ ュ リ ス 牝2鹿 54 城戸 義政�ミルファーム 蛯名 利弘 新冠 ハクツ牧場 404－141：13．29 186．7

22 ユメミルユメコ 牝2芦 54 荻野 琢真�ミルファーム 南田美知雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 432± 01：13．62	 118．1�
（7頭）

売 得 金
単勝： 43，587，000円 複勝： 25，634，400円 枠連： 発売なし
馬連： 37，606，200円 馬単： 30，238，800円 ワイド： 21，881，800円
3連複： 42，111，300円 3連単： 149，585，400円 計： 350，644，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 360円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 300円 �� 300円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 8，930円

票 数

単勝票数 計 435870 的中 � 36389（4番人気）
複勝票数 計 256344 的中 � 24093（4番人気）� 59397（2番人気）
馬連票数 計 376062 的中 �� 23915（6番人気）
馬単票数 計 302388 的中 �� 7128（13番人気）
ワイド票数 計 218818 的中 �� 17432（6番人気）�� 17786（5番人気）�� 29211（3番人気）
3連複票数 計 421113 的中 ��� 30294（4番人気）
3連単票数 計1495854 的中 ��� 12140（31番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―11．8―11．7―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．2―36．0―47．7―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．7
3 ・（1，6）（4，5，7）－3＝2 4 ・（1，6）（4，5，7）＝3＝2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモリモーネ �

父 ヘニーヒューズ �


母父 デュランダル デビュー 2019．6．15 東京11着

2017．4．5生 牡2栗 母 レモンチャン 母母 コールミースーン 5戦2勝 賞金 16，242，000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。



2810310月27日 晴 重 （1京都4） 第9日 第7競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時10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
1：21．7
1：20．3

重
不良

815 ボンディマンシュ �3黒鹿 55
52 ▲亀田 温心 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：23．8 8．5�

714 ヒ ラ ソ ー ル �3鹿 55 荻野 極阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 474＋101：24．01	 1．7�
24 コパノマーティン 牡3黒鹿55 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 496＋ 21：24．21	 6．1�
47 シャイニーロック 牡3鹿 55 藤岡 康太小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 502＋ 61：24．62
 19．0�
35 ビービーデフィ �4黒鹿57 藤井勘一郎�坂東牧場 角居 勝彦 平取 坂東牧場 494－ 4 〃 ハナ 137．1�
11 テルモードーサ 牝3鹿 53

50 ▲岩田 望来吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 520＋ 61：24．81	 8．7	
611� エ ナ ホ ー プ 牝5黒鹿55 松若 風馬宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 504－ 61：25．01	 95．7

36 メイショウバルコラ 牡4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 514－10 〃 アタマ 304．5�
12 グ ラ ウ ク ス �3栗 55

53 △斎藤 新 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496± 01：25．63
 33．3�

48 � サワヤカタイド 牡4青鹿57 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 440－ 81：25．7� 557．4
713 ア タ ミ 牡5黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 494＋ 61：26．01� 20．2�
612 ド ラ セ ナ �4黒鹿57 中谷 雄太林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 476＋ 21：26．1
 34．1�
23 プ ラ イ ム 牡3鹿 55 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 浦河 酒井牧場 486± 01：26．63 30．0�
510 ハギノオムイデアル 牡3鹿 55 島 良太日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 478＋ 4 〃 クビ 131．8�
816� ランドルーラー 牡3鹿 55 池添 謙一ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 504－ 21：26．81	 20．8�
59 � リリーマーキュリー 牝4黒鹿55 荻野 琢真土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 414－ 51：29．4大差 446．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，242，600円 複勝： 82，210，300円 枠連： 20，616，500円
馬連： 85，559，800円 馬単： 40，836，700円 ワイド： 65，249，000円
3連複： 124，750，100円 3連単： 164，820，100円 計： 631，285，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 210円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 420円 �� 770円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 13，000円

票 数

単勝票数 計 472426 的中 � 44416（3番人気）
複勝票数 計 822103 的中 � 51070（4番人気）� 401518（1番人気）� 105236（2番人気）
枠連票数 計 206165 的中 （7－8） 30163（2番人気）
馬連票数 計 855598 的中 �� 75903（3番人気）
馬単票数 計 408367 的中 �� 10806（9番人気）
ワイド票数 計 652490 的中 �� 38477（4番人気）�� 19045（9番人気）�� 78550（1番人気）
3連複票数 計1247501 的中 ��� 56678（4番人気）
3連単票数 計1648201 的中 ��� 9191（35番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．8―12．1―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．8―46．6―58．7―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 3（5，15）1（2，14）（7，4，13）12－（8，16）11，9（6，10） 4 ・（3，5，15）1（2，14）（7，4）－（12，13）8，11（6，16）－10，9

勝馬の
紹 介

ボンディマンシュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．6．1 阪神2着

2016．3．23生 �3黒鹿 母 ビアンカシェボン 母母 ミルズウィスパー 4戦2勝 賞金 14，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリーマーキュリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月27日まで平

地競走に出走できない。

2810410月27日 晴 良 （1京都4） 第9日 第8競走 ��
��2，400�3歳以上2勝クラス

発走13時40分 （1000万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
2：22．6
2：20．6

良
良

66 ス ヴ ァ ル ナ 牡4黒鹿57 A．シュタルケ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 520＋102：28．9 1．9�
（独）

44 タイセイモナーク 牡3鹿 54 藤岡 康太田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：29．11� 6．8�
88 シャイニーゲール 牡5鹿 57

55 △斎藤 新小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 470± 0 〃 アタマ 5．6�
33 エイシンクリック 牡5鹿 57 和田 竜二�栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 488＋ 82：29．41	 6．8�
22 ダイナミックアロー 牡6鹿 57

54 ▲岩田 望来小川 勲氏 作田 誠二 浦河 杵臼斉藤牧場 496± 02：29．93 6．1	
55 
 メイショウタカトラ 牡5黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 508＋ 82：30．22 11．5

11 サイモンサーマル �4鹿 57 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 22：30．3	 155．9�
77 
 クリノアパッチ �5栗 57

54 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 442＋102：33．0大差 207．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 39，504，000円 複勝： 44，676，100円 枠連： 発売なし
馬連： 53，910，400円 馬単： 37，165，000円 ワイド： 33，772，800円
3連複： 58，527，500円 3連単： 163，890，300円 計： 431，446，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 240円 �� 190円 �� 490円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 2，940円

票 数

単勝票数 計 395040 的中 � 164663（1番人気）
複勝票数 計 446761 的中 � 233872（1番人気）� 45386（3番人気）� 56204（2番人気）
馬連票数 計 539104 的中 �� 61015（3番人気）
馬単票数 計 371650 的中 �� 31817（3番人気）
ワイド票数 計 337728 的中 �� 37336（3番人気）�� 50213（1番人気）�� 14530（10番人気）
3連複票数 計 585275 的中 ��� 50904（3番人気）
3連単票数 計1638903 的中 ��� 40305（6番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．2―13．6―13．4―12．8―12．8―12．9―12．5―12．0―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．6―35．8―49．4―1：02．8―1：15．6―1：28．4―1：41．3―1：53．8―2：05．8―2：16．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ヴ ァ ル ナ 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．7．16 中京3着

2015．3．25生 牡4黒鹿 母 ブルーミングアレー 母母 プリンセスオリビア 18戦3勝 賞金 52，046，000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。



2810510月27日 晴 良 （1京都4） 第9日 第9競走 ��
��1，200�

み ぶ

壬 生 特 別
発走14時15分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

33 メジェールスー 牝4鹿 55 岩田 望来太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 474＋ 81：09．7 8．6�
814� メイショウキョウジ 牡4鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 474＋ 21：09．91	 3．4�
45 キャスパリーグ 牝5鹿 55 松若 風馬杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 472＋ 81：10．0	 3．8�
69 マッスルマサムネ 
4鹿 57 中谷 雄太塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 484＋12 〃 アタマ 19．5�
711 タイセイアベニール 牡4鹿 57 A．シュタルケ 田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 488＋ 41：10．1クビ 4．9�

（独）

22 ウ ィ ズ 牡4鹿 57 和田 竜二 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 488＋ 41：10．2� 25．8	

11 ショウナンマッシブ 牡5鹿 57 浜中 俊国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 472－ 21：10．3� 19．0

57 サンライズカナロア 牡4黒鹿57 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 460＋ 41：10．5� 23．3�
712 ブリングイットオン 牝3鹿 53 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 440＋ 21：10．6	 95．5�
34 ト ン ボ イ 牝4栗 55 藤岡 康太幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 440＋ 4 〃 ハナ 12．1
58 マ リ エ ラ 牡6鹿 57 武藤 雅栗山 良子氏 島 一歩 日高 新井 昭二 538＋ 21：10．81	 64．9�
610 ディアサルファー 牝4栗 55 古川 吉洋ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 490＋ 21：10．9� 46．6�
813 メ ー プ ル 牝4黒鹿55 藤懸 貴志土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 504－ 21：11．1� 205．9�
46 メイラヴェル 牝4鹿 55 池添 謙一千明牧場 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442－101：11．31� 16．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，457，100円 複勝： 64，411，700円 枠連： 23，345，400円
馬連： 117，128，600円 馬単： 48，549，800円 ワイド： 76，198，100円
3連複： 167，698，900円 3連単： 199，260，200円 計： 741，049，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 220円 � 140円 � 150円 枠 連（3－8） 910円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 530円 �� 870円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 21，870円

票 数

単勝票数 計 444571 的中 � 41118（4番人気）
複勝票数 計 644117 的中 � 61525（4番人気）� 132801（1番人気）� 112582（2番人気）
枠連票数 計 233454 的中 （3－8） 19825（5番人気）
馬連票数 計1171286 的中 �� 61466（4番人気）
馬単票数 計 485498 的中 �� 11183（9番人気）
ワイド票数 計 761981 的中 �� 35717（4番人気）�� 20181（8番人気）�� 80400（1番人気）
3連複票数 計1676989 的中 ��� 50651（4番人気）
3連単票数 計1992602 的中 ��� 6604（51番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．3―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―34．8―46．3―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジェールスー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．29 札幌3着

2015．3．14生 牝4鹿 母 エイジアンウインズ 母母 サクラサクⅡ 17戦3勝 賞金 40，927，000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。

2810610月27日 晴 稍重 （1京都4） 第9日 第10競走 ��
��1，900�

みささぎ

御陵ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．10．27以降1．10．21まで1回以上出走馬，除3
歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

711 メイショウエイコウ 牡5鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 458± 01：56．4 11．2�
11 パキュートハート 牡4鹿 54 太宰 啓介中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 526－ 41：56．5� 20．5�
68 アッシェンプッテル 牝3鹿 51 城戸 義政 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 500＋141：56．71 15．7�
45 ウインユニファイド 牡7黒鹿55 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B526± 01：56．91� 61．2�
710	 ヒストリーメイカー 牡5黒鹿55 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 登別 青藍牧場 538＋ 41：57．21
 12．7	
44 キーフラッシュ 牡4栗 54 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 490＋12 〃 ハナ 30．2

813 メイショウテムズ 牡5栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 490± 01：57．73 30．1�
22 ノ ー ウ ェ イ 牡4鹿 54 松若 風馬宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 490＋ 41：57．8
 63．1�
69 メイショウマトイ 牡5鹿 54 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 490－ 21：58．22� 25．7
56 ゴルトマイスター 牡3栗 54 武藤 雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 568± 01：58．73 1．4�
33 クインズヌーサ 牝5鹿 51 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 480＋121：58．91� 62．5�
812 ゴールドラグーン 牡3栗 53 松山 弘平吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 492＋ 41：59．11� 7．4�
57 サイドチェンジ 牡5黒鹿54 川須 栄彦大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B516－121：59．84 244．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，949，300円 複勝： 112，459，500円 枠連： 24，784，300円
馬連： 125，756，800円 馬単： 67，835，000円 ワイド： 79，383，100円
3連複： 178，783，200円 3連単： 305，533，500円 計： 948，484，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 440円 � 700円 � 620円 枠 連（1－7） 4，870円

馬 連 �� 7，950円 馬 単 �� 19，960円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 1，640円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 27，440円 3 連 単 ��� 230，980円

票 数

単勝票数 計 539493 的中 � 38455（3番人気）
複勝票数 計1124595 的中 � 70270（3番人気）� 41103（6番人気）� 47648（5番人気）
枠連票数 計 247843 的中 （1－7） 3940（14番人気）
馬連票数 計1257568 的中 �� 12258（20番人気）
馬単票数 計 678350 的中 �� 2548（40番人気）
ワイド票数 計 793831 的中 �� 11919（19番人気）�� 12563（15番人気）�� 8092（28番人気）
3連複票数 計1787832 的中 ��� 4886（68番人気）
3連単票数 計3055335 的中 ��� 959（407番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―12．1―12．6―12．2―12．2―12．0―12．2―12．9―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―17．5―29．6―42．2―54．4―1：06．6―1：18．6―1：30．8―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウエイコウ �
�
父 サマーバード �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．12．17 阪神12着

2014．5．23生 牡5鹿 母 メイショウフクヒメ 母母 キタノファンタジー 28戦5勝 賞金 109，979，000円

１レース目



2810710月27日 晴 良 （1京都4） 第9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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

510 テリトーリアル 牡5栗 56 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 21：47．5 7．6�

816 ベステンダンク 牡7栗 57 武藤 雅市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 512± 0 〃 アタマ 42．9�

48 ソーグリッタリング 牡5鹿 58 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 488＋ 8 〃 アタマ 3．1�
612 デンコウアンジュ 牝6黒鹿55 柴田 善臣田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 464＋101：47．6	 16．1�
24 サーブルオール 牡6鹿 56 池添 謙一 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486± 01：48．13 10．3	
59 キ ョ ウ ヘ イ 牡5鹿 56 高倉 稜瀬谷 
雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B444＋ 41：48．41
 55．6�
23 カフェブリッツ 牡6鹿 56 荻野 極西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 558＋28 〃 クビ 23．2�
11 アメリカズカップ 牡5黒鹿56 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452＋ 21：48．5クビ 26．2
47 ランスオブプラーナ 牡3黒鹿55 松山 弘平五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 41：48．6	 11．8�
815 プロディガルサン 牡6鹿 56 斎藤 新金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 510± 0 〃 クビ 8．7�
36 � シャイニービーム 牡7鹿 56 藤井勘一郎小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 458＋ 81：48．7
 24．9�
611 マイネルフラップ 牡3黒鹿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 486± 01：48．91 25．3�
817 ヴァルディゼール 牡3鹿 54 A．シュタルケ �G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 ハナ 4．9�

（独）

713 ジョルジュサンク 牡6栗 56 川須 栄彦 �CHEVAL AT-
TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 528± 0 〃 ハナ 172．6�

12 ランガディア 牡5黒鹿56 川又 賢治吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476± 01：49．32	 58．1�
35 マサハヤドリーム 7鹿 57 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 476＋281：49．4クビ 122．5�
714 マイネルネーベル 牡7鹿 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 21：51．2大差 160．3�
（17頭）

売 得 金
単勝： 77，525，300円 複勝： 101，083，700円 枠連： 60，549，400円
馬連： 275，424，200円 馬単： 104，709，400円 ワイド： 136，383，800円
3連複： 436，055，300円 3連単： 544，963，800円 計： 1，736，694，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 190円 � 780円 � 140円 枠 連（5－8） 950円

馬 連 �� 16，760円 馬 単 �� 25，980円

ワ イ ド �� 3，730円 �� 390円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 9，530円 3 連 単 ��� 80，330円

票 数

単勝票数 計 775253 的中 � 81601（3番人気）
複勝票数 計1010837 的中 � 137608（2番人気）� 22975（12番人気）� 238980（1番人気）
枠連票数 計 605494 的中 （5－8） 49380（3番人気）
馬連票数 計2754242 的中 �� 12735（47番人気）
馬単票数 計1047094 的中 �� 3022（74番人気）
ワイド票数 計1363838 的中 �� 8731（40番人気）�� 99812（1番人気）�� 18524（21番人気）
3連複票数 計4360553 的中 ��� 34294（27番人気）
3連単票数 計5449638 的中 ��� 4918（234番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．6―12．0―12．6―12．2―11．9―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―35．0―47．0―59．6―1：11．8―1：23．7―1：35．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テリトーリアル �
�
父 Teofilo �

�
母父 Street Cry デビュー 2016．11．12 京都3着

2014．2．26生 牡5栗 母 コンサヴァトワー 母母 Mezzo Soprano 22戦6勝 賞金 126，332，000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。

2810810月27日 晴 稍重 （1京都4） 第9日 第12競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

47 オーパスメーカー 牝3鹿 53 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 482－ 21：51．6 8．5�
35 デュアラブル 牝3栗 53 中井 裕二 �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 494＋101：51．81� 15．0�
22 ヴォカツィオーネ 牝5栗 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 468± 01：51．9� 15．2�
611 ス ペ ク タ ー 牝5鹿 55 池添 謙一川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 502－ 21：52．0クビ 29．8�
58 ダンツチョイス 牝4栗 55

54 ☆武藤 雅山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 452－ 21：52．1� 24．1�

712 ララプリムヴェール 牝4芦 55 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 544＋20 〃 アタマ 7．3	
（法942）

34 ローザノワール 牝3青鹿53 松山 弘平渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 460± 01：52．2� 3．9

11 バイザディンプル 牝3栗 53

51 △斎藤 新増田 和啓氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 472－ 41：52．41� 6．0�
46 タガノアニード 牝5黒鹿55 	島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B496＋ 21：52．61� 119．2�
610 ワタシノロザリオ 牝5青鹿55 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 450－ 21：53．23� 159．2
815 シンコーメグチャン 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 482± 01：53．41� 5．6�
23 ブラックモリオン 牝3青鹿 53

50 ▲岩田 望来 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B480－161：53．93 54．4�
713 アオイテソーロ 牝5黒鹿55 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 ハナ 10．2�
814 サ ニ ー レ イ 牝4鹿 55 A．シュタルケ 橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 478＋221：54．11� 34．5�

（独）

59 キコクイーン 牝3青 53 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 436＋ 21：54．41� 30．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 73，780，400円 複勝： 95，667，500円 枠連： 42，823，600円
馬連： 181，313，300円 馬単： 67，690，800円 ワイド： 115，762，900円
3連複： 277，409，000円 3連単： 329，381，400円 計： 1，183，828，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 370円 � 440円 � 380円 枠 連（3－4） 1，360円

馬 連 �� 5，310円 馬 単 �� 9，640円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 1，810円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 28，020円 3 連 単 ��� 117，110円

票 数

単勝票数 計 737804 的中 � 68687（5番人気）
複勝票数 計 956675 的中 � 70286（6番人気）� 56035（8番人気）� 65830（7番人気）
枠連票数 計 428236 的中 （3－4） 24273（6番人気）
馬連票数 計1813133 的中 �� 26438（22番人気）
馬単票数 計 676908 的中 �� 5265（39番人気）
ワイド票数 計1157629 的中 �� 16561（23番人気）�� 16614（22番人気）�� 8267（44番人気）
3連複票数 計2774090 的中 ��� 7423（102番人気）
3連単票数 計3293814 的中 ��� 2039（412番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．5―12．3―12．4―12．4―12．2―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．5―48．8―1：01．2―1：13．6―1：25．8―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
・（5，7）（12，15）1，3，4，8，13－9－（6，11）（10，14）2・（5，7）（12，15）（1，3）4－（8，13，11）（6，9，2）－10，14

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

勝馬の
紹 介

オーパスメーカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．2．9 京都6着

2016．3．30生 牝3鹿 母 オーパスクイーン 母母 オーパスワン 7戦3勝 賞金 27，500，000円
※キコクイーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

４レース目



（1京都4）第9日 10月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 151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

237，640，000円
10，190，000円
26，950，000円
1，370，000円
25，500，000円
64，810，500円
3，926，000円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
538，399，200円
805，072，100円
219，729，600円
1，097，589，900円
524，882，200円
694，498，500円
1，596，557，800円
2，334，347，100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 7，811，076，400円

総入場人員 26，555名 （有料入場人員 25，083名）



令和1年度 第4回京都競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，358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

2，527，710，000円
43，210，000円
239，840，000円
57，280，000円
288，310，000円
7，000，000円
573，758，750円
37，870，400円
13，036，800円

勝馬投票券売得金
6，211，067，000円
8，193，666，000円
2，798，256，600円
13，729，869，300円
6，273，389，800円
8，723，137，900円
21，551，430，300円
32，372，168，000円
526，136，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 100，379，121，700円

総入場延人員 217，116名 （有料入場延人員 181，071名）
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