
3100111月2日 晴 良 （1京都5） 第1日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時10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

23 ラブミーレディー 牝2黒鹿54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 460＋ 41：12．6 3．9�
611 レディオマジック 牡2黒鹿55 和田 竜二 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 462＋ 21：13．23� 23．4�
35 ゴーゴーレイワ 牝2黒鹿54 浜中 俊上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B460－ 21：13．73 4．5�
816 ハイスピードカム 牝2黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 486＋20 〃 クビ 7．4�
36 タガノコットン 牡2栗 55 松山 弘平八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506＋ 21：14．01� 48．1�
24 デ イ ス タ ー 牡2黒鹿55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新ひだか タツヤファーム 440－ 41：14．1� 19．0	
11 ムーンパステイオー 牡2鹿 55 松若 風馬木稲 安則氏 牧田 和弥 新冠 芳住 鉄兵 464＋14 〃 クビ 46．8

47 カルテベイビー 牝2鹿 54 田中 健大塚Ry’sCLUB 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 450－ 61：14．31 11．3�
612	 ゾ フ ァ ピ ー 牝2鹿 54

51 ▲亀田 温心中辻 明氏 武 幸四郎 英 W. & R.
Barnett Ltd 456－ 4 〃 アタマ 95．2�

59 ベルサンライズ 牝2鹿 54
51 ▲岩田 望来松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 478＋ 21：14．4クビ 23．1
48 キースローガン 牡2栗 55 吉田 隼人北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 484－ 41：14．5� 43．5�
815 テイエムヒューザー 牡2栗 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 武 英智 日高 天羽 禮治 526－ 81：14．6� 17．0�
713 ヴ ァ ー ユ 牡2鹿 55 戸崎 圭太野嶋 祥二氏 森 秀行 新冠 新冠橋本牧場 496± 01：14．81
 7．9�
12 ポーカークイーン 牝2鹿 54 松田 大作�三嶋牧場 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 426－ 81：14．9� 12．4�
714 ブルベアハロン 牡2栗 55 国分 恭介 �ブルアンドベア 木原 一良 新ひだか 木村 秀則 464＋ 4 〃 クビ 150．4�
510 メイショウキソコマ 牡2栗 55 �島 良太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 494± 01：15．96 102．4�
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売 得 金
単勝： 28，214，600円 複勝： 40，879，800円 枠連： 11，933，300円
馬連： 53，098，400円 馬単： 23，805，700円 ワイド： 42，371，800円
3連複： 83，217，600円 3連単： 89，918，800円 計： 373，440，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 490円 � 150円 枠 連（2－6） 3，720円

馬 連 �� 6，950円 馬 単 �� 10，930円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 390円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 7，940円 3 連 単 ��� 55，480円

票 数

単勝票数 計 282146 的中 � 59509（1番人気）
複勝票数 計 408798 的中 � 74655（2番人気）� 14995（9番人気）� 86918（1番人気）
枠連票数 計 119333 的中 （2－6） 2481（18番人気）
馬連票数 計 530984 的中 �� 5913（25番人気）
馬単票数 計 238057 的中 �� 1633（41番人気）
ワイド票数 計 423718 的中 �� 5032（25番人気）�� 30997（1番人気）�� 6531（18番人気）
3連複票数 計 832176 的中 ��� 7854（20番人気）
3連単票数 計 899188 的中 ��� 1175（142番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．0―12．4―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブミーレディー �
�
父 コパノリチャード �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．8．3 札幌7着

2017．3．4生 牝2黒鹿 母 ラブミーチャン 母母 ダッシングハニー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

3100211月2日 晴 良 （1京都5） 第1日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：51．0
1：50．9

重
不良

68 マリオマッハー 牡2芦 55 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 450＋ 81：56．0 6．3�
55 シャーベットフィズ 牡2黒鹿55 川島 信二橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 462＋ 6 〃 クビ 7．7�
56 クレバーバローズ 牡2鹿 55 藤岡 康太猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 有限会社

松田牧場 B446＋ 6 〃 アタマ 5．6�
811 メイケイスピリッツ 牡2鹿 55 和田 竜二名古屋競馬� 武 英智 千歳 社台ファーム 478＋121：56．95 12．1�
710 リンダリンダリンダ 牝2鹿 54 藤井勘一郎�MMC 小崎 憲 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 432± 01：57．21� 60．6�
67 スターオブザサウス 牡2鹿 55 松山 弘平 	社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 504＋181：57．52 23．9

79 ディーププレザント 牡2栗 55

54 ☆坂井 瑠星山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 502＋ 61：57．81� 11．7�
11 シゲルアマノガワ 牡2栗 55 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 山田牧場 546＋ 61：57．9� 57．8�
22 メイショウハルカス 牡2黒鹿55 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 日進牧場 500＋ 6 〃 クビ 87．9
33 スギノミラクル 牡2鹿 55 松若 風馬杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 456－ 21：58．11� 35．7�
812 エキスパート 牝2栗 54 岩田 康誠ニューワールドレー

シング� 武 幸四郎 様似 様似渡辺牧場 450＋ 61：58．41� 2．4�
44 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 508－101：59．14 38．5�
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売 得 金
単勝： 23，580，500円 複勝： 28，291，100円 枠連： 9，082，900円
馬連： 39，122，500円 馬単： 22，194，600円 ワイド： 30，485，600円
3連複： 55，508，500円 3連単： 73，210，200円 計： 281，475，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 280円 � 180円 枠 連（5－6） 710円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 700円 �� 600円 �� 810円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 24，490円

票 数

単勝票数 計 235805 的中 � 31365（3番人気）
複勝票数 計 282911 的中 � 35427（3番人気）� 23128（5番人気）� 46212（2番人気）
枠連票数 計 90829 的中 （5－6） 9784（3番人気）
馬連票数 計 391225 的中 �� 14373（7番人気）
馬単票数 計 221946 的中 �� 3716（16番人気）
ワイド票数 計 304856 的中 �� 11179（8番人気）�� 13206（7番人気）�� 9498（10番人気）
3連複票数 計 555085 的中 ��� 10125（12番人気）
3連単票数 計 732102 的中 ��� 2167（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―37．8―50．8―1：03．9―1：16．9―1：30．0―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．1
1
3
・（6，9）11（1，4，3）（2，10，12）（7，8）＝5・（6，11）（1，9，3）5，2（4，12，8）（7，10）

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

勝馬の
紹 介

マリオマッハー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2019．10．12 京都9着

2017．2．11生 牡2芦 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 シャーベットフィズ号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

クレバーバローズ号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

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５回 京都競馬 第１日

追 加 記 事（第 4回京都競馬第 8日第 2競走）
〔その他〕　　レレリオ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



3100311月2日 晴 良 （1京都5） 第1日 第3競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走11時10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
1：08．0
1：07．8

良
良

814 シゲルキンセイ 牡2鹿 55
52 ▲岩田 望来森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 480＋ 21：10．1 11．0�

69 マリスドランジュ 牝2黒鹿54 北村 友一�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 448＋ 21：10．31� 7．1�
610 スマートアペックス 牡2青鹿55 福永 祐一大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 466＋ 41：10．4� 2．8�
813 タッシーアンジェラ 牝2栗 54 松田 大作吉岡 輝美氏 本田 優 日高 川端 正博 478＋ 21：10．61� 45．1�
57 ダ ッ チ マ ン 	2青鹿55 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 444－ 6 〃 ハナ 59．1�
712 メイショウフォイル 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 490－ 2 〃 クビ 6．5	
33 タッシーエルモ 牝2鹿 54 国分 恭介吉岡 輝美氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 452－ 2 〃 ハナ 8．1

45 メモリアルクイーン 牝2栗 54 太宰 啓介水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 438± 01：10．7クビ 13．6�
58 サンスポット 牡2黒鹿55 松山 弘平 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 日高 坂 牧場 468± 01：11．02 5．4�
22 ア ズ マ オ ウ 牡2栗 55 川島 信二東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 462－ 41：11．21� 256．9
11 ショウバイハンジョ 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 佐藤 静子 394－ 41：11．3クビ 170．2�
34 シセイイワイ 牝2青鹿 54

51 ▲亀田 温心猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 434＋ 4 〃 クビ 59．9�
711 カルサヴィナ 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 中村 雅明 422－ 61：11．72� 451．7�
46 メイショウニッコウ 牡2栗 55 古川 吉洋松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 松栄牧場 456＋ 21：11．91� 244．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，841，700円 複勝： 37，145，000円 枠連： 10，908，200円
馬連： 48，945，800円 馬単： 23，752，300円 ワイド： 36，098，400円
3連複： 69，321，400円 3連単： 82，266，000円 計： 335，278，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 230円 � 180円 � 140円 枠 連（6－8） 660円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 800円 �� 570円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 19，520円

票 数

単勝票数 計 268417 的中 � 20574（6番人気）
複勝票数 計 371450 的中 � 35558（5番人気）� 53438（3番人気）� 78378（1番人気）
枠連票数 計 109082 的中 （6－8） 12666（2番人気）
馬連票数 計 489458 的中 �� 13202（15番人気）
馬単票数 計 237523 的中 �� 2681（32番人気）
ワイド票数 計 360984 的中 �� 10793（12番人気）�� 15979（6番人気）�� 29551（1番人気）
3連複票数 計 693214 的中 ��� 21304（8番人気）
3連単票数 計 822660 的中 ��� 3055（68番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―46．5―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルキンセイ �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．9．29 阪神17着

2017．4．25生 牡2鹿 母 ヒシイパネマ 母母 ヒ シ タ エ コ 3戦1勝 賞金 6，300，000円

3100411月2日 晴 良 （1京都5） 第1日 第4競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走11時40分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．6

良
良

710 キングサーガ 牡2黒鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458－121：48．3 1．7�
68 レッドラトゥール 牡2鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 468－10 〃 クビ 5．3�
11 チェスナットドレス 牝2栗 54 和田 竜二東海林貴大氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 456＋ 21：48．4� 35．1�
813 マイネルクライマー 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 三石川上牧場 484－ 21：48．72 51．9�
711 アールウィザード 牡2黒鹿55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 矢野牧場 494＋181：49．12� 52．5	
56 ピエナボヘミアン 牡2芦 55 �島 良太本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 B512± 01：49．52� 367．0

45 ブロフェルド 牡2鹿 55 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 500－ 41：49．6� 28．2�
57 デルマジェイド 牡2黒鹿 55

52 ▲亀田 温心浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 520－ 41：49．7� 222．3�
69 アイドンノー 牡2黒鹿55 松若 風馬薪浦 亨氏 牧田 和弥 むかわ 上水牧場 478－ 4 〃 クビ 73．7
44 カズポルトチェルボ 牡2鹿 55 松山 弘平合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 466＋ 61：49．91	 49．4�
33 ルールオブサム 牡2黒鹿55 池添 謙一前田 幸治氏 笹田 和秀 様似 猿倉牧場 468＋121：50．32� 17．5�
22 ラフマニノフ 牡2鹿 55 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452－ 21：50．62 62．7�
812 エンスロール 牡2栗 55 A．シュタルケ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 502± 01：51．77 4．8�

（独）

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，531，900円 複勝： 124，836，000円 枠連： 11，521，000円
馬連： 45，903，500円 馬単： 31，446，700円 ワイド： 39，477，900円
3連複： 70，815，600円 3連単： 120，806，700円 計： 482，339，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 320円 枠 連（6－7） 280円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 230円 �� 610円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 4，840円

票 数

単勝票数 計 375319 的中 � 182420（1番人気）
複勝票数 計1248360 的中 � 931469（1番人気）� 69164（3番人気）� 23991（5番人気）
枠連票数 計 115210 的中 （6－7） 31739（1番人気）
馬連票数 計 459035 的中 �� 95672（2番人気）
馬単票数 計 314467 的中 �� 46556（2番人気）
ワイド票数 計 394779 的中 �� 51840（2番人気）�� 15517（5番人気）�� 7454（15番人気）
3連複票数 計 708156 的中 ��� 24533（5番人気）
3連単票数 計1208067 的中 ��� 18089（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．2―47．7―1：00．6―1：13．0―1：24．9―1：36．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングサーガ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．9．21 中山2着

2017．5．24生 牡2黒鹿 母 ディアマイベイビー 母母 オールザウェイベイビー 2戦1勝 賞金 7，800，000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。



3100511月2日 晴 良 （1京都5） 第1日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右）

牝；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

45 ク ラ ヴ ェ ル 牝2青鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 424 ―1：35．2 5．5�
710 ク レ デ ン ザ 牝2芦 54 川田 将雅�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 442 ―1：35．62� 7．0�
711 タンジェリンムーン 牝2芦 54 北村 友一 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 420 ―1：35．92 10．9�
56 タマモカガヤキ 牝2黒鹿54 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 446 ―1：36．0� 4．6�
57 ル ミ リ ン ナ 牝2芦 54 国分 恭介 �YGGホースクラブ 大根田裕之 日高 船越牧場 424 ―1：36．1� 84．3	
33 ミスビアンカ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 448 ―1：36．42 4．0

813 タガノアマルフィ 牝2鹿 54 川島 信二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422 ―1：36．61� 61．2�
11 ミツルグロウ 牝2芦 54 松山 弘平守内ひろ子氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 432 ―1：36．91� 46．2�
69 シュアリーシーズ 牝2青鹿54 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉村 圭司 新ひだか ヒサイファーム 434 ―1：37．11� 61．7
68 グリーンエンプレス 牝2鹿 54 川須 栄彦�杵臼牧場 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 446 ―1：37．31� 295．3�
44 テイエムクイーン 牝2鹿 54 浜中 俊竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 472 ―1：38．15 4．9�
812 ク レ セ ン ト 牝2黒鹿54 福永 祐一石川 達絵氏 上村 洋行 日高 藤本ファーム 460 ―1：38．31 56．6�
22 コ ハ ク ト ウ 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 434 ―1：39．68 45．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，630，500円 複勝： 42，763，200円 枠連： 13，507，900円
馬連： 49，541，800円 馬単： 24，129，700円 ワイド： 35，587，500円
3連複： 68，046，100円 3連単： 81，815，300円 計： 348，022，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 210円 � 310円 枠 連（4－7） 590円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，120円 �� 840円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 26，980円

票 数

単勝票数 計 326305 的中 � 49403（4番人気）
複勝票数 計 427632 的中 � 60991（4番人気）� 57054（5番人気）� 31224（6番人気）
枠連票数 計 135079 的中 （4－7） 17542（2番人気）
馬連票数 計 495418 的中 �� 19570（9番人気）
馬単票数 計 241297 的中 �� 5162（17番人気）
ワイド票数 計 355875 的中 �� 14318（9番人気）�� 7992（14番人気）�� 10795（12番人気）
3連複票数 計 680461 的中 ��� 8665（19番人気）
3連単票数 計 818153 的中 ��� 2198（96番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．5―12．2―12．4―12．2―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．1―47．3―59．7―1：11．9―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ラ ヴ ェ ル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．2．15生 牝2青鹿 母 ディアデラマドレ 母母 ディアデラノビア 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3100611月2日 晴 良 （1京都5） 第1日 第6競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走13時05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
1：23．4
1：23．0

不良
重

712 マ テ ィ ア ス 牡2栗 55 和田 竜二本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 474 ―1：26．1 11．9�
46 サダムスキャット 牝2栗 54 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 470 ―1：26．31� 12．8�
610� ハリーバローズ 牡2鹿 55 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

480 ―1：26．72	 1．3�
34 クリノルネサンス 牡2青鹿 55

52 ▲岩田 望来栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 436 ―1：27．23 26．4�
35 ピノタージュ 牝2鹿 54 松田 大作椎名 節氏 松永 幹夫 洞
湖 レイクヴィラファーム 454 ―1：28．05 124．3�
23 タッシーアキヒート 牡2栗 55 吉田 隼人吉岡 輝美氏 本田 優 新ひだか 飛野牧場 490 ―1：28．21 77．2�
814 キャラメルボイス 牝2栗 54 川島 信二	ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 504 ―1：28．3	 15．6

713 ア ナ ハ 牝2栗 54 秋山真一郎安原 浩司氏 牧田 和弥 日高 坂東ファーム 408 ―1：28．93	 45．9�
611 クレアトゥール 牡2鹿 55 国分 恭介 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 468 ― 〃 アタマ 212．0�
11 マルブツハーモニー 牝2青鹿 54

53 ☆西村 淳也大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 480 ―1：29．11� 47．7
59 クリノターハイ 牡2栗 55 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 永村 侑 486 ― 〃 クビ 122．6�
58 エンペラーズパレス 牡2栗 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 482 ― 〃 ハナ 30．8�
815 ジ ャ ミ ー 牝2栗 54

53 ☆森 裕太朗小林竜太郎氏 石坂 公一 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 458 ―1：29．84 14．7�

47 エルヴィラブレイン 牝2栗 54 酒井 学エンジェルレーシング	 角田 晃一 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 508 ―1：32．0大差 246．1�

22 ジ ュ ニ パ ー 牡2栗 55
52 ▲亀田 温心山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 協和牧場 490 ―1：32．42	 100．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，046，800円 複勝： 93，632，200円 枠連： 13，126，500円
馬連： 45，867，700円 馬単： 31，329，500円 ワイド： 37，534，200円
3連複： 67，104，900円 3連単： 103，719，900円 計： 425，361，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 190円 � 200円 � 110円 枠 連（4－7） 3，220円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 12，250円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 310円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 30，590円

票 数

単勝票数 計 330468 的中 � 23407（2番人気）
複勝票数 計 936322 的中 � 34758（2番人気）� 31959（5番人気）� 721043（1番人気）
枠連票数 計 131265 的中 （4－7） 3152（10番人気）
馬連票数 計 458677 的中 �� 6888（14番人気）
馬単票数 計 313295 的中 �� 1918（29番人気）
ワイド票数 計 375342 的中 �� 7833（13番人気）�� 32693（3番人気）�� 34819（1番人気）
3連複票数 計 671049 的中 ��� 29262（4番人気）
3連単票数 計1037199 的中 ��� 2458（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．7―48．6―1：01．3―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ テ ィ ア ス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ワイルドラッシュ 初出走

2017．4．29生 牡2栗 母 ブ ロ ッ ケ ン 母母 ヘニーズソング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ジャミー号の騎手森裕太朗は，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100，000円。（被害馬：3番・9番）
〔その他〕 ジャミー号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルヴィラブレイン号・ジュニパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

12月2日まで平地競走に出走できない。
※アナハ号・マルブツハーモニー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3100711月2日 晴 良 （1京都5） 第1日 第7競走 ��2，000�2歳新馬
発走13時35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

66 アンサンブル 牝2青鹿54 和田 竜二 �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 462 ―2：03．5 18．3�
44 ファルコニア 牡2鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452 ― 〃 クビ 1．3�
88 ウェイトゥザトップ 牡2栗 55 福永 祐一吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 500 ―2：04．24 6．8�
22 ア ル セ ス ト 牡2黒鹿55 A．シュタルケ �シルクレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―2：04．62� 9．4�
（独）

11 ライトマイファイア 牡2鹿 55
52 ▲岩田 望来三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 502 ―2：04．7� 11．0	

77 メイショウヨザクラ 牡2鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 482 ― 〃 ハナ 27．9

55 ラ ク サ サ 牡2栗 55 川須 栄彦野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 杵臼牧場 472 ―2：05．12 102．1�
33 ベニトアイト 牡2鹿 55 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B526 ― 〃 クビ 27．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 36，994，000円 複勝： 100，491，900円 枠連： 発売なし
馬連： 43，713，600円 馬単： 33，436，500円 ワイド： 27，879，100円
3連複： 45，181，600円 3連単： 139，200，800円 計： 426，897，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 210円 � 100円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 260円 �� 670円 �� 150円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 13，350円

票 数

単勝票数 計 369940 的中 � 17104（5番人気）
複勝票数 計1004919 的中 � 22162（5番人気）� 810979（1番人気）� 60075（2番人気）
馬連票数 計 437136 的中 �� 39440（4番人気）
馬単票数 計 334365 的中 �� 7160（10番人気）
ワイド票数 計 278791 的中 �� 25540（4番人気）�� 8083（10番人気）�� 59661（1番人気）
3連複票数 計 451816 的中 ��� 36695（3番人気）
3連単票数 計1392008 的中 ��� 7554（43番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．9―13．0―13．4―12．1―12．6―11．5―11．4―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―37．7―50．7―1：04．1―1：16．2―1：28．8―1：40．3―1：51．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アンサンブル 
�
父 ヴィクトワールピサ 

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2017．4．15生 牝2青鹿 母 アンビータブル 母母 アンビナウン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ベニトアイト号の騎手M．デムーロは，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3100811月2日 晴 良 （1京都5） 第1日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時05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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

44 ショウナンパンサー �3鹿 55
52 ▲岩田 望来国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 498＋ 21：52．5 4．8�

11 ブルーコンパクタ 牡3鹿 55 岩崎 翼村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 452＋ 81：52．92� 18．3�
22 フィールドドウサン 牡4黒鹿57 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 524－121：53．11� 70．8�
79 セ ロ シ ア 牡3黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 01：53．31 1．9�
710 マースゴールド 牡4栗 57 A．シュタルケキャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 462± 01：53．51� 8．9�

（独）

55 エンドレスコール 牝5黒鹿55 松若 風馬 	キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B464－ 41：53．82 7．4


56 ミスターウインディ 牡6黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 えりも 能登 浩 518＋ 41：54．33 148．7�
68 スパンキーワールド �3栗 55 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 杵臼牧場 510－ 41：54．4� 21．5�
67 フォレストタウン �5黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 浦河 	川 啓一 506－ 61：54．6� 24．6
812 ヨ カ グ ラ �6栗 57

54 ▲三津谷隼人 	社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 484＋ 41：56．19 76．6�
33 アスタードラゴン 牡3栗 55

52 ▲亀田 温心加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 B452＋ 2 〃 クビ 34．0�
811 ゴールデンライオン 牡3鹿 55 吉田 隼人石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 B484－ 4 （競走中止） 14．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，300，800円 複勝： 47，846，100円 枠連： 13，621，800円
馬連： 65，061，700円 馬単： 30，216，400円 ワイド： 43，645，400円
3連複： 87，244，300円 3連単： 116，105，500円 計： 435，042，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 440円 � 1，600円 枠 連（1－4） 3，180円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 3，870円 �� 7，850円

3 連 複 ��� 55，450円 3 連 単 ��� 198，060円

票 数

単勝票数 計 313008 的中 � 51684（2番人気）
複勝票数 計 478461 的中 � 74089（2番人気）� 27153（6番人気）� 6462（10番人気）
枠連票数 計 136218 的中 （1－4） 3316（11番人気）
馬連票数 計 650617 的中 �� 14445（12番人気）
馬単票数 計 302164 的中 �� 4077（20番人気）
ワイド票数 計 436454 的中 �� 11764（11番人気）�� 2858（32番人気）�� 1396（47番人気）
3連複票数 計 872443 的中 ��� 1180（91番人気）
3連単票数 計1161055 的中 ��� 425（390番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．4―49．1―1：01．9―1：14．7―1：27．1―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンパンサー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．7．1 中京11着

2016．2．4生 �3鹿 母 ダイアゴナルクロス 母母 スペシャルリボン 15戦2勝 賞金 26，770，000円
〔発走状況〕 ゴールデンライオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ゴールデンライオン号は，発走合図直後に立ち上がってバランスをくずし，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 ゴールデンライオン号は，発走調教再審査。
※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。



3100911月2日 晴 良 （1京都5） 第1日 第9競走 ��
��1，800�

お う み

近 江 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．11．3以降1．10．27まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

33 グロオルロージュ 牡3黒鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454＋ 41：46．6 5．7�

22 ブ ラ ヴ ァ ス 牡3鹿 54 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 ハナ 3．9�
55 ステイキングダム 牡6鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 432＋ 21：46．81� 71．9�
67 ブレイニーラン 牡4鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：46．9� 4．3�
44 アドマイヤジョラス 牡5黒鹿55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 ハナ 6．0�
78 ナムラムツゴロー 牡4栗 55 松若 風馬奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 486± 01：47．11� 12．4	
11 ヒルノダカール 牡3青鹿54 松田 大作
ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 534＋24 〃 ハナ 7．6�
810 ヴ ィ ン ト 牡3鹿 54 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 530＋141：47．42 8．1�
811 コスモインザハート 牡4鹿 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 栄進牧場 492＋ 4 〃 ハナ 47．7
79 リリーモントルー 牡5鹿 54 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 442＋ 81：47．61� 30．5�
66 シベリアンタイガー 	8鹿 53 西村 淳也岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 増本 良孝 482－ 21：48．13 34．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，289，000円 複勝： 72，959，800円 枠連： 14，514，900円
馬連： 93，766，500円 馬単： 39，502，000円 ワイド： 62，193，400円
3連複： 125，190，300円 3連単： 165，458，500円 計： 616，874，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 170円 � 1，300円 枠 連（2－3） 1，200円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 500円 �� 4，330円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 22，440円 3 連 単 ��� 94，520円

票 数

単勝票数 計 432890 的中 � 60123（3番人気）
複勝票数 計 729598 的中 � 100101（4番人気）� 133820（1番人気）� 10554（11番人気）
枠連票数 計 145149 的中 （2－3） 9323（4番人気）
馬連票数 計 937665 的中 �� 59624（4番人気）
馬単票数 計 395020 的中 �� 10787（10番人気）
ワイド票数 計 621934 的中 �� 34729（5番人気）�� 3518（45番人気）�� 3592（44番人気）
3連複票数 計1251903 的中 ��� 4184（72番人気）
3連単票数 計1654585 的中 ��� 1269（312番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―35．7―47．6―59．7―1：11．5―1：22．9―1：34．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グロオルロージュ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Panis デビュー 2018．12．15 中山3着

2016．3．14生 牡3黒鹿 母 アウトオブタイム 母母 Manettia 7戦3勝 賞金 43，501，000円
〔制裁〕 グロオルロージュ号の騎手M．デムーロは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）

3101011月2日 晴 良 （1京都5） 第1日 第10競走 ��
��1，400�

き ぶ ね

貴船ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．11．3以降1．10．27まで1回以上出走馬；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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

35 タマモカトレア 牝4鹿 52 藤岡 康太タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 486± 01：23．2 12．5�
510 ク ラ イ シ ス 牡6鹿 55 戸崎 圭太前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 21：23．62� 48．4�
612 マイネルラック 牡6鹿 53 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 482＋ 41：23．7� 111．4�
24 	 サザンヴィグラス 牡4鹿 55 M．デムーロ村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 486－ 6 〃 クビ 30．4�
815 メイショウヤクシマ 牡6栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 470＋ 41：23．8クビ 31．9�
611	 タガノジーニアス 牡6鹿 55 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B506± 01：23．9
 9．6	
12 エ テ ル ニ テ 牝4青鹿52 和田 竜二青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 504＋10 〃 ハナ 37．6

23 レッドレグナント 牝4鹿 52 池添 謙一 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 29．4�
11 プレシャスルージュ �7黒鹿53 西村 淳也 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B468－ 41：24．11� 73．5
48 ウォータースペース 牝3青鹿53 北村 友一山岡 正人氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 458± 01：24．2
 6．2�
816 ベルエスメラルダ 牝5黒鹿51 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B444＋ 61：24．73 43．8�
713 ディープオーパス 牡6芦 53 酒井 学深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B498＋ 21：25．02 366．7�
47 ファミーユボヌール 牝5黒鹿51 松若 風馬原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 81：25．21� 124．1�
714 デターミネーション 牡3鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 464－ 41：25．62� 1．6�
36 メイショウラケーテ 牡5黒鹿55 幸 英明松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 466＋ 8 〃 クビ 18．5�
59  ジャスパープリンス 牡4鹿 56 岩田 康誠加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

488－ 81：25．81 20．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，468，900円 複勝： 133，273，500円 枠連： 30，779，900円
馬連： 129，841，500円 馬単： 69，530，700円 ワイド： 92，814，700円
3連複： 204，564，100円 3連単： 296，711，000円 計： 1，017，984，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 610円 � 1，430円 � 2，750円 枠 連（3－5） 3，690円

馬 連 �� 19，690円 馬 単 �� 34，030円

ワ イ ド �� 4，650円 �� 6，700円 �� 16，920円

3 連 複 ��� 224，300円 3 連 単 ��� 811，750円

票 数

単勝票数 計 604689 的中 � 38439（4番人気）
複勝票数 計1332735 的中 � 61205（4番人気）� 24284（10番人気）� 12311（13番人気）
枠連票数 計 307799 的中 （3－5） 6453（12番人気）
馬連票数 計1298415 的中 �� 5110（46番人気）
馬単票数 計 695307 的中 �� 1532（69番人気）
ワイド票数 計 928147 的中 �� 5176（43番人気）�� 3579（57番人気）�� 1408（86番人気）
3連複票数 計2045641 的中 ��� 684（293番人気）
3連単票数 計2967110 的中 ��� 265（1233番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．0―12．1―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―34．0―46．0―58．1―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモカトレア �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．11．3 京都1着

2015．2．28生 牝4鹿 母 チャームナデシコ 母母 ナ デ シ コ 15戦4勝 賞金 62，428，000円
〔制裁〕 マイネルラック号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）
※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 メイショウヴォルガ号



3101111月2日 晴 良 （1京都5） 第1日 第11競走 ��
��1，400�第24回KBS京都賞ファンタジーステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

KBS京都賞（1着）
賞 品

本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 546，000円 156，000円 78，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

46 レシステンシア 牝2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 488－ 21：20．7 13．6�
712 マジックキャッスル 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 428－ 41：20．91 4．4�
814 クリアサウンド 牝2黒鹿54 松山 弘平杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 478＋10 〃 クビ 5．4�
35 ヤマカツマーメイド 牝2鹿 54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 470± 01：21．22 6．0�
611 ヒルノマリブ 牝2鹿 54 勝浦 正樹�ヒルノ 北出 成人 新冠 山岡ファーム 486－ 61：21．3� 15．8	
47 ケープコッド 牝2黒鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464± 01：21．4� 11．2

713 ペコリーノロマーノ 牝2鹿 54 福永 祐一平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 436－ 21：21．5� 32．3�
23 シ ャ レ ー ド 牝2栗 54 川田 将雅寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 クビ 6．2�
11 ベッラヴォルタ 牝2栗 54 浜中 俊ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 478－ 41：21．71	 60．8
815 パドゥヴァルス 牝2鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 432± 01：21．91 20．2�
22 ラヴォアドゥース 牝2栃栗54 M．デムーロ�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：22．43 48．3�
610 エールヴィオレ 牝2栗 54 松田 大作佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 434＋101：22．5� 301．6�
58 
 モズアーントモー 牝2鹿 54 A．シュタルケ �キャピタル・システム 森田 直行 米 Springhill

Farm 516＋ 21：22．71	 30．1�
（独）

59 レ ジ ェ ー ロ 牝2黒鹿54 和田 竜二山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 398＋101：23．02 28．9�
34 エレナアヴァンティ 牝2鹿 54 内田 博幸加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 458＋101：23．53 28．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 134，532，600円 複勝： 201，826，500円 枠連： 76，072，000円
馬連： 393，016，800円 馬単： 139，947，700円 ワイド： 242，992，900円
3連複： 675，138，100円 3連単： 764，363，500円 計： 2，627，890，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 310円 � 170円 � 190円 枠 連（4－7） 1，140円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 8，110円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，170円 �� 540円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 43，510円

票 数

単勝票数 計1345326 的中 � 83866（6番人気）
複勝票数 計2018265 的中 � 140660（5番人気）� 341425（1番人気）� 287720（2番人気）
枠連票数 計 760720 的中 （4－7） 51505（4番人気）
馬連票数 計3930168 的中 �� 98258（8番人気）
馬単票数 計1399477 的中 �� 12940（30番人気）
ワイド票数 計2429929 的中 �� 47875（13番人気）�� 52105（11番人気）�� 122579（3番人気）
3連複票数 計6751381 的中 ��� 88776（12番人気）
3連単票数 計7643635 的中 ��� 12735（114番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．9―11．7―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―33．7―45．6―57．3―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．1
3 4－6（8，9）5（13，14）（3，7，15）12－11，10，2，1 4 4，6（8，9）（3，5，13）14（7，12，15）11（10，2）1

勝馬の
紹 介

レシステンシア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Lizard Island デビュー 2019．10．14 京都1着

2017．3．15生 牝2鹿 母 マラコスタムブラダ 母母 Mapul Wells 2戦2勝 賞金 36，546，000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。

3101211月2日 晴 良 （1京都5） 第1日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走16時25分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：43．9
1：43．9

良
良

44 ボッケリーニ 牡3栗 55 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450－ 41：47．2 2．4�

33 アドマイヤポラリス 牡3鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 472＋10 〃 アタマ 6．7�
57 サンレイポケット 牡4黒鹿 57

54 ▲亀田 温心永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 472－161：47．3� 19．7�
711 パ ト リ ッ ク 牡3鹿 55 M．デムーロ �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 464－ 41：47．4	 4．7�
22 ウスベニノキミ 牝4鹿 55 松山 弘平岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 448－ 21：47．72 6．5�
812 メトロポール 牝3黒鹿53 和田 竜二ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Godolphin 480＋ 41：47．8クビ 9．4	
710 テーオーアマゾン 牡3青鹿55 古川 吉洋小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 478－ 2 〃 アタマ 23．2

56 ジャミールフエルテ 牡3鹿 55 吉田 隼人吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 464－ 41：48．01
 36．2�
68 マルモネオフォース 牝3鹿 53 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 500± 01：48．31� 31．4�
11 タイセイグランツ 牡4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 520＋ 2 〃 クビ 107．6
813 ダノンフォーチュン 牡4鹿 57 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 526＋101：48．4� 23．5�
69 � ナリタブルー 牡4栗 57 中井 裕二�オースミ 坂口 智康 浦河 大北牧場 478＋ 81：49．03� 339．4�
45 ニホンピロヘイロー 牝4鹿 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 474－ 41：49．1� 60．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 79，548，600円 複勝： 104，298，900円 枠連： 32，323，400円
馬連： 160，677，800円 馬単： 71，102，800円 ワイド： 112，344，000円
3連複： 230，970，100円 3連単： 333，748，900円 計： 1，125，014，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 190円 � 360円 枠 連（3－4） 840円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 340円 �� 750円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 9，710円

票 数

単勝票数 計 795486 的中 � 259632（1番人気）
複勝票数 計1042989 的中 � 275724（1番人気）� 137833（3番人気）� 54549（6番人気）
枠連票数 計 323234 的中 （3－4） 29606（2番人気）
馬連票数 計1606778 的中 �� 144745（2番人気）
馬単票数 計 711028 的中 �� 41892（2番人気）
ワイド票数 計1123440 的中 �� 93258（2番人気）�� 37458（8番人気）�� 16727（18番人気）
3連複票数 計2309701 的中 ��� 48986（9番人気）
3連単票数 計3337489 的中 ��� 24906（15番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．9―12．4―12．3―12．0―11．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．9―48．3―1：00．6―1：12．6―1：24．2―1：35．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボッケリーニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．2．3 京都6着

2016．4．4生 牡3栗 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 4戦2勝 賞金 14，400，000円



（1京都5）第1日 11月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158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

225，720，000円
2，590，000円
30，810，000円
1，630，000円
26，280，000円
68，864，500円
4，363，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
567，979，900円
1，028，244，000円
237，391，800円
1，168，557，600円
540，394，600円
803，424，900円
1，782，302，600円
2，367，325，100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 8，495，620，500円

総入場人員 17，465名 （有料入場人員 16，358名）
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