
2800110月5日 晴 稍重 （1京都4） 第1日 第1競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走10時05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
1：23．4
1：23．0

不良
重

11 ノクターンノーツ 牝2鹿 54 福永 祐一飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 490－ 61：26．3 4．8�
33 � フラミンゴフライト 牝2芦 54 浜中 俊吉田 千津氏 吉村 圭司 米

Joanne R. Mum-
mert & John C.
Barrett Jr.

486＋ 21：26．51� 5．1�
711 エターナリー 牡2栗 55 幸 英明吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 448＋ 4 〃 アタマ 4．3�
814 メイショウカズサ 牡2栗 55 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 478＋ 41：26．81� 41．7�
69 オウケンラブキセキ 牝2鹿 54 北村 友一福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474－ 21：27．01	 3．5�
610 マサハヤアン 牝2鹿 54 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 クビ 16．0�
22 スズカパンサー 牡2栗 55 松山 弘平永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 446－ 21：27．85 30．6	
45 ア ズ マ オ ウ 牡2栗 55

52 ▲服部 寿希東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 468＋ 61：28．22� 240．4

34 コスモジェミラ 牝2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 21：28．62� 76．6�
58 リレーションシップ 牡2鹿 55 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490－101：29．02� 16．8

（独）

46 リリーミニスター 
2芦 55 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 464－ 81：29．21	 87．2�
813 ゴ リ ン 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 492＋ 4 〃 クビ 19．3�
712 コンカーワン 
2黒鹿55 川島 信二 �CHEVAL AT-

TACHE 加用 正 新ひだか 木村 秀則 B446－221：29．73 227．9�
57 ブ レ ナ イ 牝2青鹿 54

53 ☆川又 賢治山下 良子氏 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 460＋ 4 （競走中止） 76．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，905，300円 複勝： 45，036，900円 枠連： 10，279，700円
馬連： 51，134，200円 馬単： 26，018，300円 ワイド： 39，850，700円
3連複： 79，306，900円 3連単： 92，867，200円 計： 371，399，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 150円 � 130円 枠 連（1－3） 1，210円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 330円 �� 420円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 6，420円

票 数

単勝票数 計 269053 的中 � 46401（3番人気）
複勝票数 計 450369 的中 � 61342（4番人気）� 72802（3番人気）� 103417（1番人気）
枠連票数 計 102797 的中 （1－3） 6550（6番人気）
馬連票数 計 511342 的中 �� 46749（2番人気）
馬単票数 計 260183 的中 �� 11302（6番人気）
ワイド票数 計 398507 的中 �� 31923（2番人気）�� 23412（6番人気）�� 24718（5番人気）
3連複票数 計 793069 的中 ��� 51284（3番人気）
3連単票数 計 928672 的中 ��� 10487（11番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．9―12．6―13．0―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．8―47．4―1：00．4―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F38．9
3 ・（1，9）（3，11）10（6，13，12）（2，7）（8，14）（4，5） 4 1（9，11）3，10（6，14）（13，12）（2，7）（8，4，5）

勝馬の
紹 介

ノクターンノーツ �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 War Front デビュー 2019．8．10 小倉6着

2017．3．7生 牝2鹿 母 サマーソワレ 母母 Mazel Tov 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走中止〕 ブレナイ号は，競走中に疾病〔右手根骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ノクターンノーツ号の騎手福永祐一は，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：3番）

マサハヤアン号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

2800210月5日 晴 良 （1京都4） 第1日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000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

78 ヴァラークラウン 牝2黒鹿54 北村 友一ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋141：09．3 6．1�

33 ダイヤモンドライフ 牡2黒鹿 55
54 ☆川又 賢治大塚 亮一氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 502＋121：09．83 5．4�

810 ソウルユニバンス 牡2黒鹿55 和田 竜二亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 61：09．9� 2．8�
79 メイショウカッサイ 牡2栗 55 岩田 康誠松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 452－ 21：10．11� 13．0�
55 インディビジュアル 牡2鹿 55 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 470＋ 81：10．41� 31．0�
67 ミ コ ハ ー ン 牝2黒鹿54 福永 祐一古賀 慎一氏 浅見 秀一 新ひだか 下屋敷牧場 412＋ 4 〃 アタマ 9．8	
66 アイファーブルー 牡2栗 55 藤井勘一郎中島 稔氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 472＋101：10．5� 73．8

44 ナンヨーコウゼン 牡2青 55 藤岡 康太中村 德也氏 庄野 靖志 浦河 丸幸小林牧場 436－ 21：10．71� 50．4�
811 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 398－ 61：10．91� 274．4�
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－ 21：11．11� 4．2
11 ナガラチェリー 牝2鹿 54 国分 優作長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 410＋ 61：11．41� 106．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，280，100円 複勝： 33，475，600円 枠連： 8，630，500円
馬連： 37，787，100円 馬単： 19，859，300円 ワイド： 28，341，300円
3連複： 51，934，500円 3連単： 70，622，300円 計： 272，930，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 140円 � 160円 � 110円 枠 連（3－7） 1，260円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 500円 �� 290円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 8，950円

票 数

単勝票数 計 222801 的中 � 30447（4番人気）
複勝票数 計 334756 的中 � 53558（2番人気）� 42214（4番人気）� 99189（1番人気）
枠連票数 計 86305 的中 （3－7） 5283（6番人気）
馬連票数 計 377871 的中 �� 18786（8番人気）
馬単票数 計 198593 的中 �� 4536（16番人気）
ワイド票数 計 283413 的中 �� 13290（8番人気）�� 26638（2番人気）�� 23431（3番人気）
3連複票数 計 519345 的中 ��� 34578（2番人気）
3連単票数 計 706223 的中 ��� 5719（32番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．6―46．1―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 3，8（9，11）10（1，2）（4，6，7）5 4 ・（3，8）－（9，11）（1，2，10）（4，7）（6，5）

勝馬の
紹 介

ヴァラークラウン �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2019．8．4 小倉3着

2017．3．26生 牝2黒鹿 母 ヴ ァ レ ッ タ 母母 Vituisa 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 ネクストエピソード号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

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１日



2800310月5日 晴 良 （1京都4） 第1日 第3競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走11時05分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000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

11 ミレニアムクロス 牡2鹿 55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 484－ 42：02．2 3．4�
（独）

22 ウェストエッジ 牡2栗 55 松山 弘平�G1レーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 458－ 22：02．41� 2．1�
33 テイストオブハニー 牝2鹿 54 岩田 康誠�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 542± 02：02．61	 3．6�
44 アイファーベイジュ 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 440＋ 82：02．81� 19．0�
88 ジチュダケテソーロ 牡2鹿 55 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 486－ 62：03．12 17．1	
89 クリノニキータ 牝2鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 436－10 〃 ハナ 102．2

77 ウインダークローズ 牡2青鹿55 国分 優作�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 62：03．52	 165．7�
66 メメモンロー 牡2黒鹿55 古川 吉洋本谷 惠氏 武 英智 日高 沖田牧場 444－ 82：04．24 133．2�
55 テーオーココナッツ 牝2青鹿 54

51 ▲亀田 温心小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 490－ 22：05．58 108．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 27，023，800円 複勝： 46，170，700円 枠連： 6，588，700円
馬連： 30，217，300円 馬単： 21，892，000円 ワイド： 24，170，400円
3連複： 44，456，000円 3連単： 97，952，500円 計： 298，471，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－2） 300円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 140円 �� 150円 �� 130円

3 連 複 ��� 200円 3 連 単 ��� 1，400円

票 数

単勝票数 計 270238 的中 � 67239（2番人気）
複勝票数 計 461707 的中 � 54916（3番人気）� 285548（1番人気）� 63993（2番人気）
枠連票数 計 65887 的中 （1－2） 16667（2番人気）
馬連票数 計 302173 的中 �� 66102（2番人気）
馬単票数 計 218920 的中 �� 21892（4番人気）
ワイド票数 計 241704 的中 �� 40642（2番人気）�� 38817（3番人気）�� 53035（1番人気）
3連複票数 計 444560 的中 ��� 161543（1番人気）
3連単票数 計 979525 的中 ��� 50690（4番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．4―13．0―12．8―12．6―12．1―11．9―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．8―48．8―1：01．6―1：14．2―1：26．3―1：38．2―1：50．2

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

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

勝馬の
紹 介

ミレニアムクロス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2019．8．18 小倉5着

2017．3．25生 牡2鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド 2戦1勝 賞金 5，700，000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。

2800410月5日 晴 稍重 （1京都4） 第1日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．4
1：23．0

不良
重

11 ディモールト 牡2黒鹿55 池添 謙一市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 498 ―1：27．0 10．4�

611 タイズオブハート 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 442 ―1：27．1� 18．7�
714 メイショウアゴニカ 牝2鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 494 ― 〃 ハナ 1．8�
815 オメガドラゴン 牡2鹿 55 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 480 ―1：27．2クビ 16．8�
59 アメージングラン 牡2鹿 55 国分 恭介深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 484 ― 〃 クビ 67．3	
612 ラブリーハッチ 牝2栗 54 幸 英明濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 462 ―1：27．3� 73．7

510 マ タ ギ 牡2黒鹿55 藤懸 貴志杉澤 光雄氏 平田 修 新冠 小泉牧場 462 ―1：27．51� 34．5�
23 スリーグランド 牡2栗 55 藤岡 康太永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 452 ―1：27．6クビ 15．4�
48 トレボウソレイユ 牝2黒鹿54 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 450 ―1：28．45 10．6
24 ミューティー 牝2鹿 54 松若 風馬鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 488 ―1：28．82� 20．9�
35 ブルベアマイル 牡2鹿 55 酒井 学 �ブルアンドベア 武 英智 新ひだか チバスタッド 438 ―1：28．9� 119．2�

713 ララマジシエンヌ 牝2黒鹿54 荻野 琢真フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 下屋敷牧場 498 ―1：29．11� 116．5�
（法942）

36 ブレイヴガール 牝2黒鹿54 和田 竜二西森 功氏 吉田 直弘 新冠 隆栄牧場 442 ―1：29．2クビ 42．7�
816 メイショウニッコウ 牡2栗 55 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 松栄牧場 454 ―1：29．83� 215．2�
47 モズブリリアント 牝2鹿 54 北村 友一 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 谷川牧場 474 ―1：30．33 10．9�
12 ローリングサンダー 牡2鹿 55 松山 弘平 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 490 ―1：31．68 61．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，897，100円 複勝： 34，379，700円 枠連： 13，693，900円
馬連： 38，816，100円 馬単： 20，575，800円 ワイド： 31，778，000円
3連複： 57，979，500円 3連単： 66，272，000円 計： 292，392，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 180円 � 340円 � 110円 枠 連（1－6） 5，770円

馬 連 �� 10，100円 馬 単 �� 21，550円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 310円 �� 990円

3 連 複 ��� 6，680円 3 連 単 ��� 65，280円

票 数

単勝票数 計 288971 的中 � 23467（2番人気）
複勝票数 計 343797 的中 � 40302（2番人気）� 16660（7番人気）� 121301（1番人気）
枠連票数 計 136939 的中 （1－6） 1839（19番人気）
馬連票数 計 388161 的中 �� 2977（32番人気）
馬単票数 計 205758 的中 �� 716（61番人気）
ワイド票数 計 317780 的中 �� 2793（31番人気）�� 29592（1番人気）�� 7854（9番人気）
3連複票数 計 579795 的中 ��� 6504（21番人気）
3連単票数 計 662720 的中 ��� 736（173番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―12．4―12．5―12．7―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．2―35．6―48．1―1：00．8―1：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F38．9
3 ・（1，6）14，12（2，10）8（4，5，7）15，3－11－9，16＝13 4 ・（1，6，14）（10，12）－（2，7，8）（5，3，15）4（11，9）－16－13

勝馬の
紹 介

ディモールト �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2017．4．2生 牡2黒鹿 母 オールザットジャズ 母母 ダイヤモンドピサ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 タイズオブハート号の騎手福永祐一は，下見所集合について注意義務を怠り戒告。



2800510月5日 晴 良 （1京都4） 第1日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右・外）

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
1：45．9
1：45．6

良
良

715 ディアスティマ 牡2青鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482 ―1：47．7 3．5�
611 オールザワールド 牡2鹿 55 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 458 ―1：47．91� 7．3�
59 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 ―1：48．22 3．7�
48 グレースルビー 牝2鹿 54 岩田 康誠本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 470 ―1：48．51� 25．2�
818 ジャストポケット 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�ターフ・スポート松下 武士 浦河 村下農場 504 ―1：48．71� 21．2	
12 ジ ロ ー 牡2鹿 55 浜中 俊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 464 ― 〃 ハナ 18．3

36 クリノブレーヴ 牡2鹿 55 松山 弘平栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム 454 ―1：48．91� 115．0�
510 メイショウハーラン 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 築紫 洋 442 ― 〃 クビ 25．3�
612 グラナートロート 牝2栗 54 A．シュタルケ �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 436 ―1：49．11 29．9

（独）

817 オースミカムイ 牡2鹿 55 秋山真一郎�オースミ 渡辺 薫彦 浦河 �川 啓一 472 ―1：49．2� 58．7�
35 メイショウヒトハル 牝2黒鹿54 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496 ―1：49．41� 25．2�
11 マテラユウキ 牡2栗 55 古川 吉洋大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 村下 明博 434 ―1：49．5� 142．8�
713 デルマルビー 牝2栗 54 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 千田 輝彦 日高 ファニーヒルファーム 448 ―1：49．92� 363．5�
47 ウインドアロー 牡2鹿 55 幸 英明福原 正博氏 谷 潔 浦河 三嶋牧場 440 ―1：50．32� 266．4�
24 ナスタチューム 牝2栗 54 四位 洋文 �キャロットファーム 笹田 和秀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ―1：50．72� 6．4�
816 レッドロジンカ 牡2栗 55 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480 ― 〃 クビ 33．8�
714 ヴィクトリーナイト 牡2芦 55 国分 優作田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 454 ―1：50．91 182．3�
23 ベルウッドアルプ 牡2鹿 55 松田 大作鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 市川フアーム 486 ―1：52．07 52．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，289，000円 複勝： 38，394，500円 枠連： 14，517，200円
馬連： 47，101，300円 馬単： 20，450，500円 ワイド： 37，790，300円
3連複： 67，319，400円 3連単： 68，066，600円 計： 323，928，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 180円 � 140円 枠 連（6－7） 1，120円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 430円 �� 330円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 7，820円

票 数

単勝票数 計 302890 的中 � 71470（1番人気）
複勝票数 計 383945 的中 � 66108（2番人気）� 48251（4番人気）� 75230（1番人気）
枠連票数 計 145172 的中 （6－7） 9991（4番人気）
馬連票数 計 471013 的中 �� 29105（3番人気）
馬単票数 計 204505 的中 �� 6974（4番人気）
ワイド票数 計 377903 的中 �� 22120（3番人気）�� 30929（1番人気）�� 18895（4番人気）
3連複票数 計 673194 的中 ��� 29822（2番人気）
3連単票数 計 680666 的中 ��� 6307（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．4―47．6―1：00．1―1：12．2―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアスティマ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Street Sense 初出走

2017．2．10生 牡2青鹿 母 スウィートリーズン 母母 Livermore Leslie 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。

2800610月5日 晴 良 （1京都4） 第1日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時55分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：07．8

良
良

59 � クラシックココア 牝2鹿 51 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 豪 Kia Ora
Stud Pty Ltd 468 ―1：09．9 1．5�

510 スマートルミエール 牡2鹿 55 岩田 康誠大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 456 ―1：10．0� 7．7�
35 ウインクルジニー 牝2鹿 54 秋山真一郎塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 452 ―1：10．1� 18．2�
48 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 ―1：10．31� 29．1�
23 � トレーンベアラー 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 和子氏 石坂 正 米

Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

450 ―1：10．51� 7．6�
713� パワーオーソリティ 牡2栗 55 和田 竜二ゴドルフィン 西園 正都 愛 Gerard &

Anne Corry 450 ―1：10．71 16．3	
12 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 462 ―1：10．91� 27．9

612 クールアライブ 牝2黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 412 ―1：11．0� 264．7�
11 ベルティーナ 牝2鹿 54 酒井 学岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 438 ―1：11．32 152．7�
611 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 ―1：11．4
 334．0
818 エリーズタイフーン 牝2芦 54

51 ▲亀田 温心二口 雅一氏 吉田 直弘 新冠 イワミ牧場 440 ― 〃 アタマ 143．8�
714 ラ ブ カ レ ン 牝2芦 54 藤井勘一郎増田 陽一氏 羽月 友彦 新冠 佐藤牧場 424 ― 〃 ハナ 261．4�
816 タガノコットン 牡2栗 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504 ―1：11．61� 31．9�
817 オーミボンズ 牡2黒鹿55 川島 信二岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新ひだか 高橋フアーム 394 ― 〃 ハナ 53．5�
36 アンティークブーケ 牝2鹿 54 A．シュタルケ�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 平山牧場 406 ―1：11．7
 85．5�

（独）

24 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 458 ― 〃 ハナ 35．4�
47 レディインレッド 牝2鹿 54 幸 英明窪田 康志氏 杉浦 宏昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 398 ―1：12．12 252．8�
715 スギノインプルーブ 牡2青鹿 55

54 ☆川又 賢治杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 414 ―1：13．16 185．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，841，400円 複勝： 39，864，000円 枠連： 14，694，000円
馬連： 44，445，200円 馬単： 23，958，800円 ワイド： 36，561，000円
3連複： 60，303，900円 3連単： 80，255，200円 計： 331，923，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 250円 枠 連（5－5） 600円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 250円 �� 480円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 318414 的中 � 165059（1番人気）
複勝票数 計 398640 的中 � 160462（1番人気）� 42654（3番人気）� 26474（4番人気）
枠連票数 計 146940 的中 （5－5） 18972（2番人気）
馬連票数 計 444452 的中 �� 60419（1番人気）
馬単票数 計 239588 的中 �� 25349（1番人気）
ワイド票数 計 365610 的中 �� 43717（1番人気）�� 18537（4番人気）�� 8300（11番人気）
3連複票数 計 603039 的中 ��� 20650（4番人気）
3連単票数 計 802552 的中 ��� 10940（6番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．5―11．8―11．5―11．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 ・（9，10）（8，13）（5，12，17）（11，18）2（3，16）（1，4）14－（6，7）＝15 4 ・（9，10）（8，13）5（12，17）18（2，11）（3，16）1（6，4，14）7－15

勝馬の
紹 介

�クラシックココア �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Thorn Park 初出走

2017．9．6生 牝2鹿 母 Alberton Park 母母 Alberton Star 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 メイショウキソコマ号の騎手	島良太は，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：3番）
※タガノコットン号は，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。



2800710月5日 晴 稍重 （1京都4） 第1日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：09．1
1：08．7

重
重

55 クインズカトレア 牝4鹿 55
54 ☆川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 444＋ 21：12．2 5．3�

11 メジャーハリケーン 牡3青鹿55 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 B474＋ 8 〃 クビ 3．2�
811 アユツリオヤジ 牡5栗 57 松山 弘平 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 498＋ 41：12．3クビ 3．2�
67 タイドオブハピネス 牡3黒鹿 55

52 ▲服部 寿希 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 21：13．04 157．8�

22 ミヤラビランド 牝5鹿 55
52 ▲亀田 温心石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 460－ 9 〃 ハナ 153．2�

78 メイショウアマギ 牡3鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 482＋101：13．1クビ 4．8	
79 レ サ イ ヤ 牡3黒鹿55 和田 竜二落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 482＋ 8 〃 クビ 10．2

810 ツウカイパイロ 牡4栗 57 竹之下智昭木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 540＋161：13．31� 52．5�
66 オースミヌーベル 牡3芦 55 藤懸 貴志�オースミ 坂口 智康 浦河 �川 啓一 448－ 21：13．93� 149．2�
44 	 アメリカズハート 牝4栗 55 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 482＋ 61：14．64 84．7
33 パールズベスト 牝5青鹿55 松若 風馬谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 476＋101：16．19 10．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，667，800円 複勝： 30，929，600円 枠連： 9，507，500円
馬連： 51，066，300円 馬単： 25，836，100円 ワイド： 34，750，000円
3連複： 61，390，600円 3連単： 95，126，500円 計： 337，274，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 130円 � 130円 � 130円 枠 連（1－5） 1，130円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 330円 �� 280円 �� 250円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 286678 的中 � 42927（4番人気）
複勝票数 計 309296 的中 � 56451（3番人気）� 63292（2番人気）� 64098（1番人気）
枠連票数 計 95075 的中 （1－5） 6508（6番人気）
馬連票数 計 510663 的中 �� 43918（5番人気）
馬単票数 計 258361 的中 �� 9907（9番人気）
ワイド票数 計 347500 的中 �� 25087（5番人気）�� 31282（3番人気）�� 37492（1番人気）
3連複票数 計 613906 的中 ��� 58708（2番人気）
3連単票数 計 951265 的中 ��� 13309（14番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．3―11．9―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．6―46．5―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．6
3 ・（4，11）－（3，8）（9，10）－5，6，1，7－2 4 11，4－8（3，9，10）（5，1）6，7－2

勝馬の
紹 介

クインズカトレア �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 トワイニング デビュー 2017．8．12 小倉3着

2015．3．4生 牝4鹿 母 ケイアイエーデル 母母 ケイアイワールド 16戦2勝 賞金 26，950，000円
※オースミヌーベル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2800810月5日 晴 稍重 （1京都4） 第1日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

33 � センスオブワンダー 牡4栗 57 川島 信二前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480＋ 81：52．6 115．2�

11 モーニングサン 牡3鹿 55 藤岡 康太林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 468＋161：52．81 20．8�
812 アイファーキングズ 牡3黒鹿55 浜中 俊中島 稔氏 	島 一歩 新冠 川上 悦夫 504＋ 61：52．9
 1．7�
68 トモノコテツ 牡4鹿 57 幸 英明共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 472＋ 41：53．0
 9．1�
811 スズカカナロア 牡3鹿 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 486± 01：53．21� 4．3�
55 フェードアウト 牡3鹿 55 松若 風馬�三嶋牧場 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 B468－141：53．41� 42．3	
22 プレイヤーズハイ 牡3黒鹿55 松山 弘平藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 438＋ 41：53．71
 9．6

56 メイショウゴテツ 牡6青鹿57 酒井 学松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 484－ 41：53．8
 32．7�
710 ハギノオムイデアル 牡3鹿 55 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 474－ 41：54．01� 22．4�
79 トウカイエクレール 牡6鹿 57

54 ▲亀田 温心内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 484＋ 41：54．21� 44．3
67 トゥプエデス 牡3黒鹿55 松田 大作佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 438＋ 21：54．94 100．9�
44 � エ ル ズ リ ー 牝3栗 53 秋山真一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 米 Springlan
d Farm 510－ 21：57．6大差 15．6�
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売 得 金
単勝： 26，661，800円 複勝： 45，984，000円 枠連： 13，713，100円
馬連： 52，398，600円 馬単： 30，239，500円 ワイド： 40，338，000円
3連複： 71，540，000円 3連単： 117，318，900円 計： 398，193，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，520円 複 勝 � 1，360円 � 460円 � 110円 枠 連（1－3） 29，760円

馬 連 �� 43，990円 馬 単 �� 163，160円

ワ イ ド �� 9，840円 �� 4，050円 �� 690円

3 連 複 ��� 45，850円 3 連 単 ��� 895，320円

票 数

単勝票数 計 266618 的中 � 1851（12番人気）
複勝票数 計 459840 的中 � 4711（12番人気）� 15708（7番人気）� 212742（1番人気）
枠連票数 計 137131 的中 （1－3） 357（28番人気）
馬連票数 計 523986 的中 �� 923（50番人気）
馬単票数 計 302395 的中 �� 139（116番人気）
ワイド票数 計 403380 的中 �� 1015（51番人気）�� 2495（32番人気）�� 15975（6番人気）
3連複票数 計 715400 的中 ��� 1170（86番人気）
3連単票数 計1173189 的中 ��� 95（799番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．5―49．0―1：01．7―1：13．9―1：26．5―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�センスオブワンダー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 カリズマティック

2015．5．7生 牡4栗 母 イコールパートナー 母母 グレートキャティ 19戦1勝 賞金 19，150，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 センスオブワンダー号の騎手川島信二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和元年10月12日から令和
元年10月13日まで騎乗停止。（被害馬：12番）



2800910月5日 晴 良 （1京都4） 第1日 第9競走 ��
��1，400�り ん ど う 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
牝，2歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

44 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＋ 41：21．4 7．6�
55 シャドウブロッサム 牝2鹿 54 岩田 康誠飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 446－ 4 〃 クビ 3．4�
88 リネンファッション 牝2鹿 54 秋山真一郎戸山 光男氏 坂口 智康 日高 前川 義則 438－ 61：21．5クビ 5．5�
22 ショウリュウハル 牝2栗 54 福永 祐一上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：21．6� 4．6�
33 カイトレッド 牝2鹿 54 北村 友一本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 446＋ 21：21．7クビ 54．8�
77 シホノレジーナ 牝2栗 54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 486－ 21：21．91	 21．5�
11 カリオストロ 牝2鹿 54 松山 弘平 Him Rock Racing

ホールディングス	 加用 正 日高 タバタファーム 444－ 61：22．11
 4．3

89 ヤマニンエルモサ 牝2鹿 54 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 452＋141：22．31
 38．5�
66 ルガーサント 牝2青鹿54 和田 竜二�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 424＋ 2 〃 ハナ 19．5
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売 得 金
単勝： 46，945，100円 複勝： 58，466，200円 枠連： 10，091，900円
馬連： 73，684，100円 馬単： 34，737，400円 ワイド： 46，742，700円
3連複： 90，642，200円 3連単： 149，648，800円 計： 510，958，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 190円 � 140円 � 140円 枠 連（4－5） 1，140円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 420円 �� 480円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 12，830円

票 数

単勝票数 計 469451 的中 � 51699（5番人気）
複勝票数 計 584662 的中 � 67959（5番人気）� 119214（1番人気）� 117135（2番人気）
枠連票数 計 100919 的中 （4－5） 6833（6番人気）
馬連票数 計 736841 的中 �� 45465（7番人気）
馬単票数 計 347374 的中 �� 9236（15番人気）
ワイド票数 計 467427 的中 �� 27940（5番人気）�� 23872（10番人気）�� 36413（2番人気）
3連複票数 計 906422 的中 ��� 35855（7番人気）
3連単票数 計1496488 的中 ��� 8451（55番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―11．7―11．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．8―46．5―58．0―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツマーメイド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2019．7．14 中京7着

2017．4．7生 牝2鹿 母 ヤマカツマリリン 母母 イクセプトフォーワンダ 4戦2勝 賞金 17，189，000円

2801010月5日 晴 稍重 （1京都4） 第1日 第10競走 ��
��1，800�北 國 新 聞 杯

発走15時00分 （ダート・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

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

45 ダノンロイヤル 牡4鹿 57 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 534－ 81：51．0 16．2�
34 テイエムチェロキー 牡5鹿 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 488－ 21：51．53 10．9�
814 ケイアイパープル 牡3鹿 55 和田 竜二亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 506－ 4 〃 クビ 7．4�
711 クレスコブレイブ 牡5栗 57 �島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B516＋ 2 〃 ハナ 69．0�
22 オ ノ リ ス 牡4黒鹿57 福永 祐一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：51．81	 9．5	
57 
 ア ニ エ ー ゼ 牝4鹿 55 国分 恭介�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 470＋ 41：52．01 64．1

33 ショウナンサリュー 牡5芦 57 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 490＋ 6 〃 ハナ 6．4�
712 ダンツチョイス 牝4栗 55 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 454＋ 41：52．21� 48．1�
610 スズカロング 牡5鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 492－ 2 〃 アタマ 9．5
58 ガウラミディ 牝4栗 55 藤井勘一郎村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 510－ 41：52．83� 230．7�
69 サトノゲイル 牡4青鹿57 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 468＋ 81：53．43� 25．7�
813
 ワシントンテソーロ 牡3黒鹿55 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 494＋10 〃 クビ 35．7�

11 キクノゼファー 牡4鹿 57 酒井 学菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 478＋ 41：53．61 176．1�
46 ローザノワール 牝3青鹿53 幸 英明渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 460＋ 6 〃 ハナ 2．1�
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売 得 金
単勝： 44，588，400円 複勝： 63，708，500円 枠連： 25，827，700円
馬連： 107，942，300円 馬単： 46，197，100円 ワイド： 67，328，400円
3連複： 150，190，600円 3連単： 196，504，300円 計： 702，287，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 470円 � 370円 � 230円 枠 連（3－4） 410円

馬 連 �� 6，130円 馬 単 �� 12，230円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 2，000円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 18，790円 3 連 単 ��� 126，410円

票 数

単勝票数 計 445884 的中 � 21927（7番人気）
複勝票数 計 637085 的中 � 32547（7番人気）� 43853（6番人気）� 83603（2番人気）
枠連票数 計 258277 的中 （3－4） 48242（1番人気）
馬連票数 計1079423 的中 �� 13627（23番人気）
馬単票数 計 461971 的中 �� 2833（45番人気）
ワイド票数 計 673284 的中 �� 9232（20番人気）�� 8617（23番人気）�� 11445（18番人気）
3連複票数 計1501906 的中 ��� 5992（60番人気）
3連単票数 計1965043 的中 ��� 1127（353番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．9―23．3―35．9―48．7―1：01．3―1：13．4―1：25．8―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンロイヤル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．11．11 京都7着

2015．5．19生 牡4鹿 母 グレイスティアラ 母母 ロイヤルティアラ 10戦3勝 賞金 34，051，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※ダンツチョイス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2801110月5日 晴 良 （1京都4） 第1日 第11競走 ��
��1，600�

ながおかきょう

長岡京ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．10．6以降1．9．29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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．3

良
良

810 サウンドキアラ 牝4鹿 53 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 452＋ 41：33．1 1．8�
66 ミッキーブリランテ 牡3鹿 54 坂井 瑠星野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：33．2� 5．4�
22 アバルラータ 牝5鹿 53 幸 英明安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 462＋ 41：33．3	 30．5�
44 ワイプティアーズ 牡4栗 55 松山 弘平吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 530± 01：33．51 20．8�
33 インビジブルレイズ 牡5鹿 55 川又 賢治 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 470＋ 4 〃 クビ 19．3�
11 アドマイヤキズナ 牡6黒鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 470＋12 〃 ハナ 40．8	
89 ロ ラ イ マ 
6鹿 55 和田 竜二 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 450－ 6 〃 アタマ 19．1

78 ムーンチャイム 牝4栗 54 A．シュタルケゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 21：33．6クビ 6．3�
（独）

77 クライムメジャー 牡5栗 55 北村 友一 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム B516－ 61：33．7� 14．6�
55 インスピレーション 牡4黒鹿54 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 482＋ 21：34．23 12．1
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売 得 金
単勝： 68，824，400円 複勝： 85，492，800円 枠連： 28，992，100円
馬連： 198，415，100円 馬単： 89，358，900円 ワイド： 110，283，900円
3連複： 282，457，600円 3連単： 476，107，800円 計： 1，339，932，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 360円 枠 連（6－8） 460円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 240円 �� 870円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 7，940円

票 数

単勝票数 計 688244 的中 � 302909（1番人気）
複勝票数 計 854928 的中 � 271058（1番人気）� 141981（2番人気）� 37572（9番人気）
枠連票数 計 289921 的中 （6－8） 48671（2番人気）
馬連票数 計1984151 的中 �� 353766（1番人気）
馬単票数 計 893589 的中 �� 102309（1番人気）
ワイド票数 計1102839 的中 �� 140176（1番人気）�� 29651（10番人気）�� 16936（18番人気）
3連複票数 計2824576 的中 ��� 72111（9番人気）
3連単票数 計4761078 的中 ��� 43434（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．9―47．7―59．2―1：10．6―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．9
3 7（10，5）（6，4）9（1，3）2，8 4 ・（7，10，5）（6，9）4（1，2）3，8

勝馬の
紹 介

サウンドキアラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．11．5 京都1着

2015．3．31生 牝4鹿 母 サウンドバリアー 母母 スリーピングインシアトル 13戦4勝 賞金 75，504，000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。

2801210月5日 晴 稍重 （1京都4） 第1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
1：09．1
1：08．7

重
重

815 メイショウミズカゼ 牡5栗 57 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 478＋ 21：11．6 9．4�
714 ガ ン ケ ン 牡3黒鹿55 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B518± 0 〃 クビ 4．0�
612 メ ラ ナ イ ト �4青鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 468＋141：11．81	 3．0�
48 ロマンチスト 牡6栗 57 菱田 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 538－ 21：12．01	 95．9�
12 
 サンマルペンダント 牝5栗 55 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 440＋ 81：12．32 26．2�
35 ニホンピロマドン 牡4鹿 57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 534＋ 21：12．51� 129．2	
59 スズカモナミ 牝5鹿 55

54 ☆川又 賢治永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 434＋ 6 〃 ハナ 24．5

24 � カ バ ト ッ ト �6栗 57

54 ▲服部 寿希冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 494＋ 41：12．6� 24．9�
611 ホイールバーニング 牡6栗 57 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 536＋12 〃 アタマ 51．6�
47 ピラミッドファラオ 牡4黒鹿57 藤井勘一郎玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 490－11 〃 ハナ 209．8
510 ヨドノビクトリー 牡5鹿 57 池添 謙一海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 486－ 21：12．81	 9．2�
816 スペシャルホース 牡5黒鹿57 島 良太田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B528＋ 81：12．9� 46．8�
36 クインズマラクータ 牡5栗 57 松若 風馬亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B516－ 41：13．0クビ 8．0�
713 グランドガール 牝5鹿 55

52 ▲亀田 温心林 千枝子氏 北出 成人 浦河 宮内牧場 486＋161：13．42� 71．6�
23 クリムゾンバローズ �6栗 57 浜中 俊猪熊 広次氏 上村 洋行 新冠 須崎牧場 510＋14 〃 クビ 29．0�
11 メイショウキタグニ 牡4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 474－101：13．82� 9．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，918，000円 複勝： 59，189，800円 枠連： 27，406，100円
馬連： 113，007，600円 馬単： 43，573，000円 ワイド： 74，176，400円
3連複： 172，037，300円 3連単： 211，574，200円 計： 745，882，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 220円 � 160円 � 140円 枠 連（7－8） 1，440円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 640円 �� 520円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 12，680円

票 数

単勝票数 計 449180 的中 � 38049（6番人気）
複勝票数 計 591898 的中 � 55980（4番人気）� 99582（2番人気）� 133284（1番人気）
枠連票数 計 274061 的中 （7－8） 14722（6番人気）
馬連票数 計1130076 的中 �� 42628（7番人気）
馬単票数 計 435730 的中 �� 6566（16番人気）
ワイド票数 計 741764 的中 �� 27468（7番人気）�� 34762（3番人気）�� 77221（1番人気）
3連複票数 計1720373 的中 ��� 91458（1番人気）
3連単票数 計2115742 的中 ��� 12095（20番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―11．7―12．0―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウミズカゼ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2016．7．9 中京3着

2014．4．6生 牡5栗 母 メイショウスコール 母母 メイショウアヤメ 24戦4勝 賞金 52，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウラガーノ号・マッカートニー号・メイショウハニー号・ラホーヤノキセキ号
（非抽選馬） 1頭 ジュエアトゥー号



（1京都4）第1日 10月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 158頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

200，570，000円
25，980，000円
1，000，000円
22，100，000円
67，452，000円
4，082，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
427，842，200円
581，092，300円
183，942，400円
846，015，200円
402，696，700円
572，111，100円
1，189，558，500円
1，722，316，300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 5，925，574，700円

総入場人員 15，409名 （有料入場人員 14，407名）
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