
2802510月12日 雨 不良 （1京都4） 第3日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時50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

33 ダイシンイナリ 牡2鹿 55 国分 優作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504＋ 41：24．7 5．1�

44 タガノハイライト 牝2青鹿 54
51 ▲団野 大成八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500－ 61：25．23 5．3�
11 シゲルカセイ 牡2栗 55 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 01：25．3� 3．1�
55 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 448＋ 2 〃 クビ 50．2�
710 ジョウショーリード 牝2黒鹿54 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 454－ 21：27．1大差 11．0�
67 ニホンピログルーヴ 牡2黒鹿55 柴山 雄一小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 476＋ 41：27．2� 47．2�
56 セイヴァンキッシュ 牡2青鹿55 古川 吉洋金田 成基氏 山内 研二 日高 本間牧場 490－ 21：27．3クビ 85．0	
811 アリーヴェデルチ 牡2鹿 55 池添 謙一市川義美ホール

ディングス
 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 480± 01：27．51� 7．6�
22 ヴァーツラフ 牡2鹿 55 吉田 隼人市川義美ホール

ディングス
 安達 昭夫 新ひだか 木村 秀則 450± 01：27．71 27．3�
812 ゼットグローリ 牝2青 54 幸 英明フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 61：28．33� 7．7�
79 マテラハピネス 牝2鹿 54 松若 風馬大野 照旺氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 8 〃 アタマ 60．9�
68 イーベンホルツ 牡2青鹿55 和田 竜二 社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 474－ 61：28．4� 32．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，766，400円 複勝： 38，439，200円 枠連： 9，077，400円
馬連： 48，677，400円 馬単： 23，439，200円 ワイド： 39，020，600円
3連複： 77，501，100円 3連単： 89，966，800円 計： 350，888，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 130円 � 160円 � 120円 枠 連（3－4） 1，320円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 370円 �� 240円 �� 310円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 5，990円

票 数

単勝票数 計 247664 的中 � 41114（2番人気）
複勝票数 計 384392 的中 � 73988（2番人気）� 53782（3番人気）� 92836（1番人気）
枠連票数 計 90774 的中 （3－4） 5308（6番人気）
馬連票数 計 486774 的中 �� 33086（3番人気）
馬単票数 計 234392 的中 �� 7753（7番人気）
ワイド票数 計 390206 的中 �� 25234（3番人気）�� 45769（1番人気）�� 30774（2番人気）
3連複票数 計 775011 的中 ��� 68447（1番人気）
3連単票数 計 899668 的中 ��� 10871（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．8―46．8―59．2―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイシンイナリ �
�
父 ダイシンオレンジ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．8．10 小倉7着

2017．4．9生 牡2鹿 母 ダイシンタイムズ 母母 ダイシンシルビア 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 イーベンホルツ号の騎手和田竜二は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・2番）

2802610月12日 雨 不良 （1京都4） 第3日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時20分 （芝・右）

牝；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
1：32．3
1：32．3

良
良

67 スマートリアン 牝2鹿 54 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 458＋ 41：39．2 40．2�
810 ダンツイノーバ 牝2栗 54

51 ▲団野 大成山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 440－ 61：39．41� 61．3�
33 ボンオムトゥック 牝2芦 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 460－ 41：39．5� 3．5�
811 ラルナブリラーレ 牝2鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 クビ 7．5�
66 ア ヴ ェ イ ル 牝2黒鹿54 C．ルメール 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450－ 21：39．6� 3．2�
22 メイショウミモザ 牝2芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 438＋ 21：40．13 6．3	
79 ヴァルムチェーナ 牝2黒鹿 54

52 △斎藤 新ディアレストクラブ
 石坂 公一 新冠 村上 欽哉 426± 01：40．73� 29．8�
44 リ ュ ッ カ 牝2鹿 54 松山 弘平ニューワールドレー

シング
 橋口 慎介 浦河 谷口牧場 396－ 41：41．33� 13．3�
78 クリノコハルビヨリ 牝2鹿 54

51 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 田所 秀孝 安平 ノーザンファーム 414－ 41：41．4� 146．3
55 ハローグッバイ 牝2栗 54 藤岡 康太薪浦 亨氏 角田 晃一 浦河 市川牧場 452± 0 〃 クビ 14．7�
11 ミッキーローズ 牝2黒鹿54 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 412＋ 41：42．03� 11．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，897，900円 複勝： 50，249，800円 枠連： 7，472，800円
馬連： 57，320，000円 馬単： 28，596，100円 ワイド： 45，497，600円
3連複： 81，549，300円 3連単： 110，040，600円 計： 415，624，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，020円 複 勝 � 930円 � 1，300円 � 170円 枠 連（6－8） 840円

馬 連 �� 65，710円 馬 単 �� 151，030円

ワ イ ド �� 13，980円 �� 2，550円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 91，420円 3 連 単 ��� 848，710円

票 数

単勝票数 計 348979 的中 � 7366（9番人気）
複勝票数 計 502498 的中 � 11859（9番人気）� 8273（10番人気）� 103630（2番人気）
枠連票数 計 74728 的中 （6－8） 6826（2番人気）
馬連票数 計 573200 的中 �� 676（52番人気）
馬単票数 計 285961 的中 �� 142（101番人気）
ワイド票数 計 454976 的中 �� 828（54番人気）�� 4649（27番人気）�� 3683（31番人気）
3連複票数 計 815493 的中 ��� 669（120番人気）
3連単票数 計1100406 的中 ��� 94（779番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．8―12．8―13．0―12．8―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．5―48．3―1：01．3―1：14．1―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートリアン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．9．28 阪神8着

2017．5．12生 牝2鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 2戦1勝 賞金 5，000，000円

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３日



2802710月12日 雨 不良 （1京都4） 第3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

68 パンサラッサ 牡2鹿 55
54 ☆坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 456－ 22：08．4 5．4�

79 サトノヴィーナス 牝2鹿 54 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 464－ 42：10．9大差 16．3�
33 ソルトキャピタル 牡2鹿 55 C．ルメール 杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 504± 02：11．11� 5．4�
44 アドマイヤミモザ 牝2黒鹿54 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482－ 62：11．52� 2．2�
710 ベイキングヒート 牡2黒鹿55 A．シュタルケ �G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 4 〃 クビ 14．9�
（独）

56 ライトウォーリア 牡2鹿 55 藤岡 康太 	キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472＋ 62：11．71� 8．7

55 ジョウショーカード 牡2芦 55 川須 栄彦熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 446＋ 82：11．8� 123．4�
67 レガーメペスカ 牡2黒鹿55 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 478－ 62：12．12 36．0�
811 マテラアシスト 牡2黒鹿55 藤岡 佑介大野 照旺氏 浜田多実雄 新冠 ラツキー牧場 460± 02：12．31 64．3
11 フローラルピース 牝2鹿 54 松若 風馬髙橋 正雄氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 428＋ 42：12．62 52．7�
812 ハーランズハーツ 牡2黒鹿 55

53 △斎藤 新林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 428－ 62：13．45 60．8�
22 テイエムプリジャン 牡2栗 55

52 ▲岩田 望来竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 442± 02：13．61 18．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 45，096，400円 複勝： 54，519，000円 枠連： 11，027，800円
馬連： 60，623，100円 馬単： 29，433，800円 ワイド： 51，216，700円
3連複： 91，473，900円 3連単： 117，677，900円 計： 461，068，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 360円 � 180円 枠 連（6－7） 1，210円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 920円 �� 490円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 25，820円

票 数

単勝票数 計 450964 的中 � 70030（2番人気）
複勝票数 計 545190 的中 � 77329（3番人気）� 32258（6番人気）� 85421（2番人気）
枠連票数 計 110278 的中 （6－7） 7030（6番人気）
馬連票数 計 606231 的中 �� 15968（10番人気）
馬単票数 計 294338 的中 �� 4466（17番人気）
ワイド票数 計 512167 的中 �� 13919（10番人気）�� 28494（4番人気）�� 12076（11番人気）
3連複票数 計 914739 的中 ��� 14812（12番人気）
3連単票数 計1176779 的中 ��� 3303（77番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．6―12．7―13．0―13．2―12．9―13．4―12．7―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．3―49．0―1：02．0―1：15．2―1：28．1―1：41．5―1：54．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．3
1
3
1，8（2，6）3，7，5，4（9，11）10，12・（1，8）6（3，7）（2，10，4）（9，11）（5，12）

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

勝馬の
紹 介

パンサラッサ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Montjeu デビュー 2019．9．21 阪神6着

2017．3．1生 牡2鹿 母 ミスペンバリー 母母 Stitching 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムプリジャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月12日まで平

地競走に出走できない。
※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。

2802810月12日 雨 不良 （1京都4） 第3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

11 ラーラクロリ 牝2鹿 54 和田 竜二ディアレストクラブ� 鈴木 孝志 浦河 ディアレスト
クラブ 466 ―1：55．2 18．7�

815 アスターマリンバ 牡2黒鹿55 松若 風馬加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 526 ―1：55．3� 18．0�
612 カモンベイビー 牡2栗 55

54 ☆坂井 瑠星鈴木美江子氏 松下 武士 新冠 村田牧場 462 ―1：55．51� 12．2�
59 オオシマザクラ 牝2栗 54 古川 吉洋�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 560 ―1：55．92 24．1�
36 ヒロシゲペッパー 牡2栗 55 高田 潤	岡 隆氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 480 ―1：56．32	 4．5

12 ワンダークンナパー 牡2鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 藤春 修二 516 ―1：56．4� 23．6�
23 ザ フ ー ン 牡2鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508 ―1：56．61� 4．6�
48 ク サ ナ ギ 牡2栗 55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 中尾 秀正 浦河 カナイシスタッド 468 ―1：57．02	 40．3
816 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 442 ―1：57．63	 19．2�
47 ニホンピロストーム 牡2鹿 55 浜中 俊小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 526 ―1：57．7	 33．8�
714 ウインシュトローム 牡2黒鹿55 松山 弘平�ウイン 宮 徹 むかわ 真壁 信一 520 ―1：58．02 6．5�
611 トミケンアラバール 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅冨樫 賢二氏 武井 亮 新ひだか 木下牧場 508 ―1：59．59 8．9�
510 ア ー ビ タ ー 牡2青鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 446 ―2：00．35 15．7�
24 キクノヴィゴ 牡2栗 55 松田 大作菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか 沖田 哲夫 484 ―2：00．61� 67．8�
35 ケイティダンサー 牝2鹿 54 荻野 極瀧本 和義氏 高橋 康之 新冠 堤 牧場 460 ―2：01．13 81．9�
713 グ ラ シ ー ナ 牡2青鹿55 中井 裕二椎名 節氏 田所 秀孝 浦河 中村 雅明 556 ―2：05．1大差 50．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，392，200円 複勝： 43，915，200円 枠連： 17，155，600円
馬連： 61，369，100円 馬単： 25，220，300円 ワイド： 50，548，600円
3連複： 95，667，000円 3連単： 92，187，800円 計： 420，455，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 450円 � 580円 � 360円 枠 連（1－8） 3，280円

馬 連 �� 11，030円 馬 単 �� 22，590円

ワ イ ド �� 3，710円 �� 2，000円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 39，750円 3 連 単 ��� 248，460円

票 数

単勝票数 計 343922 的中 � 15620（8番人気）
複勝票数 計 439152 的中 � 25711（6番人気）� 19068（9番人気）� 33944（5番人気）
枠連票数 計 171556 的中 （1－8） 4045（20番人気）
馬連票数 計 613691 的中 �� 4311（44番人気）
馬単票数 計 252203 的中 �� 837（88番人気）
ワイド票数 計 505486 的中 �� 3485（49番人気）�� 6576（22番人気）�� 4136（40番人気）
3連複票数 計 956670 的中 ��� 1805（141番人気）
3連単票数 計 921878 的中 ��� 269（858番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―13．1―13．3―12．8―12．4―12．5―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―38．0―51．3―1：04．1―1：16．5―1：29．0―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラーラクロリ �
�
父 サムライハート �

�
母父 チチカステナンゴ 初出走

2017．4．17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 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラシーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月12日まで平地競走

に出走できない。



2802910月12日 雨 不良 （1京都4） 第3日 第5競走 ��
��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

713 テイエムフローラ 牝2黒鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 天羽牧場 446 ―1：40．7 12．3�
612 アステロイドベルト 牡2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 472 ―1：41．02 2．5�
48 ラッキータカチャン 牡2鹿 55 松田 大作奥田 貴敏氏 高橋 康之 新冠 三村 卓也 444 ―1：41．31� 18．0�
715 ジルジェンティ 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 454 ―1：41．4クビ 6．9�
59 ワンダーエルツ 牡2黒鹿55 長岡 禎仁山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 藤春 修二 424 ― 〃 クビ 195．5�
12 サウンドレベッカ 牝2青鹿54 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 444 ―1：41．93 9．5	
36 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 440 ― 〃 ハナ 83．6

714 フィアレススマイル 牡2鹿 55

53 △斎藤 新堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 ムラカミファーム 430 ―1：42．22 29．6�
47 チ ャ イ カ 牝2鹿 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：42．3� 9．0�
35 レイゲツニヤワラグ 牝2鹿 54 荻野 極内田 玄祥氏 牧田 和弥 新ひだか 藤原牧場 436 ―1：42．62 57．9
816 キ ー パ ン チ 牡2鹿 55 菱田 裕二北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 462 ―1：42．7� 109．1�
24 クリスリターン 牡2栗 55 池添 謙一松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 480 ―1：42．8� 57．8�
817 ハギノオーロ 牝2鹿 54 吉田 隼人安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 500 ―1：43．43� 9．5�
818 キセキパレス 牡2鹿 55 城戸 義政小林 量氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464 ―1：43．5クビ 80．0�
611 プリティーチャンス 牝2青鹿 54

53 ☆西村 淳也廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 446 ―1：44．13� 60．6�
510 シ ョ ウ ア ン 牝2栗 54

51 ▲岩田 望来泉 一郎氏 千田 輝彦 日高 オリオンファーム 502 ―1：44．31	 50．1�
23 ロードリアライズ 牡2栗 55 幸 英明 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 上山牧場 474 ―1：45．47 53．3�
11 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 458 ―1：45．5クビ 27．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，061，900円 複勝： 51，725，400円 枠連： 20，553，400円
馬連： 69，401，600円 馬単： 29，758，700円 ワイド： 59，146，700円
3連複： 108，324，600円 3連単： 110，103，800円 計： 492，076，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 260円 � 140円 � 390円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，580円 �� 860円

3 連 複 ��� 6，660円 3 連 単 ��� 39，690円

票 数

単勝票数 計 430619 的中 � 29544（6番人気）
複勝票数 計 517254 的中 � 46343（5番人気）� 123671（1番人気）� 27494（7番人気）
枠連票数 計 205534 的中 （6－7） 27813（1番人気）
馬連票数 計 694016 的中 �� 34746（5番人気）
馬単票数 計 297587 的中 �� 5600（11番人気）
ワイド票数 計 591467 的中 �� 29354（4番人気）�� 9147（17番人気）�� 17536（7番人気）
3連複票数 計1083246 的中 ��� 12196（16番人気）
3連単票数 計1101038 的中 ��� 2011（90番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―12．4―13．2―13．3―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．4―47．8―1：01．0―1：14．3―1：27．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．9―3F39．7
3 ・（4，8）12，6（17，18）（2，7，15）13（3，16）9－10，11（1，5）－14 4 ・（4，8，12）（6，17）18（2，7，15）13，3（9，16）－（10，5）11－1－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムフローラ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2017．4．9生 牝2黒鹿 母 マ ヤ ノ マ ヤ 母母 ナリタフローラ 1戦1勝 賞金 7，000，000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 アキノヒーロー号

2803010月12日 雨 不良 （1京都4） 第3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）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 ププッピドゥ 牝3栗 53
50 ▲亀田 温心岡 浩二氏 北出 成人 浦河 モトスファーム 490－ 21：51．7 3．6�

89 サルサレイア 牝3栗 53 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 480＋ 2 〃 クビ 2．8�
55 テ オ レ ー マ 牝3鹿 53 北村 友一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 486＋201：52．01� 8．3�
44 メイショウカスガ 牝3栗 53 幸 英明松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 460± 01：52．31� 4．0�
66 ハニーエンパイア 牝3黒鹿53 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 460＋161：52．51� 10．9�
22 ドンドンキードン 牝3鹿 53 浜中 俊大原 孝治氏 野中 賢二 新冠 パカパカ

ファーム 480＋ 81：52．6� 12．4�
77 タガノバレッティ 牝3青鹿53 藤懸 貴志八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438＋ 41：53．66 73．5	
11 サイレントクララ 牝3黒鹿 53

50 ▲岩田 望来吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 504＋ 4 〃 クビ 28．6

88 	 イチザティアラ 牝4黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 464－ 21：54．66 25．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，901，400円 複勝： 49，596，600円 枠連： 9，671，900円
馬連： 66，730，800円 馬単： 39，363，700円 ワイド： 52，505，000円
3連複： 96，398，600円 3連単： 169，473，200円 計： 525，641，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 130円 � 200円 枠 連（3－8） 500円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 220円 �� 620円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 419014 的中 � 92440（2番人気）
複勝票数 計 495966 的中 � 110504（2番人気）� 116331（1番人気）� 46970（4番人気）
枠連票数 計 96719 的中 （3－8） 14896（1番人気）
馬連票数 計 667308 的中 �� 104608（1番人気）
馬単票数 計 393637 的中 �� 29422（3番人気）
ワイド票数 計 525050 的中 �� 70042（1番人気）�� 19222（8番人気）�� 29235（4番人気）
3連複票数 計 963986 的中 ��� 53982（3番人気）
3連単票数 計1694732 的中 ��� 22978（9番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．5―12．5―12．5―12．1―12．6―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．3―48．8―1：01．3―1：13．4―1：26．0―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ププッピドゥ �

父 エスポワールシチー �


母父 キンググローリアス デビュー 2019．6．23 阪神13着

2016．3．4生 牝3栗 母 ケイティクラシー 母母 クラシーグリーン 4戦2勝 賞金 13，600，000円



2803110月12日 雨 不良 （1京都4） 第3日 第7競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時15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
1：09．1
1：08．7

重
重

77 シャドウハンター 牡3栗 55 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 536－ 21：10．6 1．3�
22 � パンサーバローズ 牡5黒鹿57 福永 祐一猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 504＋ 4 〃 クビ 5．4�
66 	 メイショウアワジ 牡5鹿 57 国分 優作松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 488＋101：11．13 49．7�
810 クリノサンレオ 牡6栗 57

56 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 468＋ 6 〃 クビ 9．9�
55 ウインヒストリオン 牡4鹿 57 秋山真一郎�ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 474＋101：11．31
 18．8�
11 メイショウバンダイ 牡6栗 57

54 ▲亀田 温心松本 和子氏 長谷川浩大 浦河 斉藤英牧場 456＋10 〃 ハナ 102．5	
44 メイショウソウビ �5鹿 57 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 488＋ 81：11．4 15．8

89 サンマルベスト 牡3栗 55 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 466－ 41：11．61
 30．7�
78 	 リッカクロフネ 牡7芦 57 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 460－ 61：12．77 55．2�
33 ジューンステータス 牡3青鹿 55

54 ☆西村 淳也吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 496＋ 81：13．12 18．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，690，500円 複勝： 153，836，900円 枠連： 13，033，800円
馬連： 68，261，000円 馬単： 53，045，500円 ワイド： 57，204，500円
3連複： 101，020，800円 3連単： 265，577，500円 計： 755，670，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 � 350円 枠 連（2－7） 300円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 180円 �� 670円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 4，760円

票 数

単勝票数 計 436905 的中 � 249676（1番人気）
複勝票数 計1538369 的中 � 1220417（1番人気）� 89518（2番人気）� 20022（8番人気）
枠連票数 計 130338 的中 （2－7） 32598（1番人気）
馬連票数 計 682610 的中 �� 173660（1番人気）
馬単票数 計 530455 的中 �� 105684（1番人気）
ワイド票数 計 572045 的中 �� 102106（1番人気）�� 19257（9番人気）�� 8690（16番人気）
3連複票数 計1010208 的中 ��� 33489（7番人気）
3連単票数 計2655775 的中 ��� 40444（12番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．8―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―46．1―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャドウハンター �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．9．9 中山10着

2016．2．9生 牡3栗 母 ユーワパンドラ 母母 リーガルウェイズ 8戦2勝 賞金 20，500，000円
〔発走状況〕 メイショウアワジ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻8分遅延。

2803210月12日 雨 不良 （1京都4） 第3日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時50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

22 ト ロ ハ 牝3黒鹿53 池添 謙一橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 482＋ 41：51．9 11．4�
89 サウンドテーブル 牡5黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B496± 01：52．22 6．6�
33 イシュタルゲート 牡3鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：52．3クビ 2．3�
11 � ファストフラッシュ 牡4栗 57 国分 優作間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 488＋ 61：52．51 27．1�
88 キングサムソン 牡7鹿 57 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 484± 01：53．24 15．9�
44 シゲルクロダイヤ 牡3鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 488－101：54．68 5．4�
77 オンワードセルフ 牡3鹿 55 松山 弘平樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 474－ 4 〃 クビ 30．7	
55 ル リ ジ オ ン 牡4鹿 57

54 ▲岩田 望来
G1レーシング 石坂 公一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504＋121：54．7クビ 87．6�

66 ローゼンリッター 牡3栗 55
54 ☆坂井 瑠星
ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 542－ 81：55．12� 4．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，881，800円 複勝： 56，501，700円 枠連： 11，828，000円
馬連： 79，049，800円 馬単： 41，520，700円 ワイド： 56，341，700円
3連複： 111，276，500円 3連単： 206，022，300円 計： 605，422，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 250円 � 170円 � 110円 枠 連（2－8） 1，910円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 7，330円

ワ イ ド �� 960円 �� 500円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 23，970円

票 数

単勝票数 計 428818 的中 � 29881（5番人気）
複勝票数 計 565017 的中 � 40830（5番人気）� 74799（4番人気）� 180667（1番人気）
枠連票数 計 118280 的中 （2－8） 4790（8番人気）
馬連票数 計 790498 的中 �� 20423（12番人気）
馬単票数 計 415207 的中 �� 4247（29番人気）
ワイド票数 計 563417 的中 �� 13969（14番人気）�� 29004（7番人気）�� 40427（5番人気）
3連複票数 計1112765 的中 ��� 35066（9番人気）
3連単票数 計2060223 的中 ��� 6229（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．1―48．4―1：00．6―1：12．8―1：25．5―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．1
1
3
9（2，5，6）（1，3，4，7）8
9，2（1，6）（3，5，4）－8－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ト ロ ハ 
�
父 ワークフォース 

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．8．19 小倉3着

2016．3．7生 牝3黒鹿 母 サ ル ス エ ラ 母母 ハルーワソング 11戦2勝 賞金 20，300，000円



2803310月12日 雨 不良 （1京都4） 第3日 第9競走 ��
��1，400�もみじステークス

発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000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
1：20．3
1：20．3

良
良

810 ラウダシオン 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 21：24．1 2．6�

22 	 ロータスランド 牝2鹿 54 福永 祐一合同会社小林英一
ホールディングス 角居 勝彦 米 Dr. Aaron Sones &

Dr. Naoya Yoshida 462－ 21：24．31
 2．8�
55 ワ ン ス カ イ 牡2青鹿55 斎藤 新平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 480± 01：24．72
 6．2�
66 グランフェスタ 牡2黒鹿55 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 432＋ 21：24．91� 36．6�
78 	 フルフラット 牡2鹿 55 北村 友一大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Sierra Farm 506－ 41：25．53
 11．5	
67 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± 0 〃 ハナ 184．7

79 マイネルヘルト 牡2青鹿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 石郷岡 雅樹 408± 01：25．81 15．9�
811� エイシンタンチョウ 牡2鹿 55 藤岡 康太�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 478＋ 61：25．9
 58．8�
33 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 420－ 4 〃 クビ 28．0
44 クリノアンカーマン 牡2鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 高橋 義忠 様似 様似渡辺牧場 462＋ 41：26．75 23．2�
11 エ イ リ ア ス 牡2鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 41：29．8大差 36．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 71，884，000円 複勝： 76，888，700円 枠連： 18，320，100円
馬連： 125，729，700円 馬単： 62，549，100円 ワイド： 86，841，100円
3連複： 186，929，000円 3連単： 302，293，200円 計： 931，434，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（2－8） 380円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 190円 �� 240円 �� 280円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 1，870円

票 数

単勝票数 計 718840 的中 � 227231（1番人気）
複勝票数 計 768887 的中 � 221480（1番人気）� 168473（2番人気）� 114000（3番人気）
枠連票数 計 183201 的中 （2－8） 36548（1番人気）
馬連票数 計1257297 的中 �� 247567（1番人気）
馬単票数 計 625491 的中 �� 63015（1番人気）
ワイド票数 計 868411 的中 �� 131943（1番人気）�� 88439（2番人気）�� 72347（3番人気）
3連複票数 計1869290 的中 ��� 260793（1番人気）
3連単票数 計3022932 的中 ��� 117105（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．6―47．8―59．9―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラウダシオン �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2019．6．22 阪神1着

2017．2．2生 牡2鹿 母 アンティフォナ 母母 Snatched 3戦2勝 賞金 31，109，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイリアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月12日まで平地競走に

出走できない。

2803410月12日 雨 不良 （1京都4） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

ほ り か わ

堀 川 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

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 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

55 メイショウハニー 牝4黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 438＋ 41：50．3 28．2�
22 ソシアルクラブ 牝4栗 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B480＋ 2 〃 クビ 1．3�
44 グラディーヴァ 牝3鹿 53 藤岡 康太近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－ 61：51．15 4．1�
33 ハローユニコーン 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 476± 01：51．63 11．7�
11 トーホウアイレス 牝5青鹿55 武藤 雅東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 478－101：51．7	 23．0	
66 プ ロ キ シ マ 牝5青 55 浜中 俊�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480＋121：52．01
 8．3
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売 得 金
単勝： 56，744，600円 複勝： 62，216，600円 枠連： 発売なし
馬連： 67，530，600円 馬単： 60，820，500円 ワイド： 41，770，100円
3連複： 80，683，300円 3連単： 352，677，600円 計： 722，443，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 490円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 6，310円

ワ イ ド �� 380円 �� 700円 �� 130円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 20，670円

票 数

単勝票数 計 567446 的中 � 16076（6番人気）
複勝票数 計 622166 的中 � 18888（6番人気）� 405660（1番人気）
馬連票数 計 675306 的中 �� 29848（6番人気）
馬単票数 計 608205 的中 �� 7222（17番人気）
ワイド票数 計 417701 的中 �� 22294（7番人気）�� 11006（10番人気）�� 117320（1番人気）
3連複票数 計 806833 的中 ��� 51400（5番人気）
3連単票数 計3526776 的中 ��� 12365（47番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．5―12．2―12．7―12．4―12．0―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．5―49．7―1：02．4―1：14．8―1：26．8―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．5
3 2－5，3，4－6，1 4 2，5，3，4－（6，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウハニー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．10．9 京都8着

2015．3．30生 牝4黒鹿 母 ピエナマーメイド 母母 グリンパサー 19戦2勝 賞金 29，061，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2803510月12日 雨 不良 （1京都4） 第3日 第11競走 ��
��1，800�

うずまさ

太秦ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

612	 エアアルマス 牡4鹿 57 川田 将雅 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

484－ 21：49．1 3．1�
47 ヴェンジェンス 牡6栗 58 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 492＋ 21：49．52
 7．7�
36 ハイランドピーク 牡5青鹿58 北村 友一島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 458± 0 〃 アタマ 12．2�
35 ラインカリーナ 牝3栃栗52 武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 480－ 21：49．6� 4．7�
48 マイネルユキツバキ 牡4鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 534＋ 41：49．7
 19．2	
59 クインズサターン 牡6芦 57 福永 祐一亀田 和弘氏 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 484＋141：50．02 15．5

510 コパノチャーリー 牡7栗 58 浜中 俊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 520－ 2 〃 ハナ 65．1�
713 クルークハイト 牝5芦 54 松山 弘平 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 472－ 41：50．1アタマ 18．6
816 ナムラミラクル 牡6芦 56 C．ルメール 奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 488± 01：51．16 15．4�
12 � ロードアルペジオ 牡6栗 57 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 498＋ 21：51．31
 34．7�
11 ノーブルサターン 牡5黒鹿56 島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 508＋121：51．4クビ 13．7�
24 リーゼントロック 牡8黒鹿57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 528＋161：51．93 128．7�
815 マイネルバサラ 牡6鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 474－ 21：52．11 45．8�
714� アイファーイチオー 牡5栗 57 菱田 裕二中島 稔氏 上村 洋行 新ひだか 静内山田牧場 502＋ 6 〃 クビ 46．1�
23 ヨ シ オ 牡6鹿 56 松若 風馬風早 信昭氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 488＋ 21：52．52
 110．3�
611 レピアーウィット 牡4栗 56 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 550＋161：54．5大差 10．2�

（独）
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売 得 金
単勝： 113，878，700円 複勝： 159，318，800円 枠連： 72，307，900円
馬連： 315，686，300円 馬単： 112，024，200円 ワイド： 217，599，100円
3連複： 583，727，500円 3連単： 635，562，400円 計： 2，210，104，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 250円 � 330円 枠 連（4－6） 880円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 580円 �� 940円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 19，800円

票 数

単勝票数 計1138787 的中 � 290955（1番人気）
複勝票数 計1593188 的中 � 368896（1番人気）� 147880（3番人気）� 101641（6番人気）
枠連票数 計 723079 的中 （4－6） 63474（2番人気）
馬連票数 計3156863 的中 �� 172033（2番人気）
馬単票数 計1120242 的中 �� 36861（4番人気）
ワイド票数 計2175991 的中 �� 99380（2番人気）�� 58943（6番人気）�� 47259（11番人気）
3連複票数 計5837275 的中 ��� 91560（7番人気）
3連単票数 計6355624 的中 ��� 23267（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―35．4―47．3―59．2―1：11．2―1：23．5―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

	エアアルマス �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Empire Maker デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．6生 牡4鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 14戦6勝 賞金 107，140，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レピアーウィット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月12日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 カゼノコ号・カラクプア号・タガノディグオ号・ヒロブレイブ号・ブラックバゴ号・リテラルフォース号
※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。

2803610月12日 雨 不良 （1京都4） 第3日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：20．3

重
不良

11 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 468± 01：22．8 1．7�
59 タガノプレトリア 牡4鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 21：23．43� 19．3�
47 バ ク ハ ツ 牡4栗 57

56 ☆西村 淳也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム B502－ 21：23．61	 63．1�
510 イ メ ル 牡3黒鹿55 松山 弘平吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 468＋161：23．7� 10．1�
24 マッカートニー 牡6栗 57 秋山真一郎薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 480－ 41：23．8クビ 102．9	
36 メイショウダブル 牡4黒鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 506＋ 2 〃 クビ 15．4

612
 ラホーヤノキセキ 牡5青鹿57 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 496＋ 21：24．43� 7．8�
23 ブラックカード 牡5黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B468＋ 6 〃 クビ 7．7�
713 ヨ ハ ン 牡3鹿 55 古川 吉洋サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 428－ 41：24．82� 13．9
12 デンコウハピネス 牝3黒鹿53 田中 健田中 康弘氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 432－ 61：25．01 51．4�
815 クリノキング �5栗 57 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B480＋ 4 〃 ハナ 95．2�
48 ショウナンアヴィド 牡6青鹿57 藤井勘一郎�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B482－10 〃 クビ 94．8�
35 ランバージャック 牡5栗 57 藤岡 佑介前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468± 01：25．31 76．2�
611 グランプリワン 牡3鹿 55

54 ☆坂井 瑠星�ジーホース 荒川 義之 新ひだか 飯岡牧場 464＋181：25．51 78．5�
714 スナークライデン 牡5芦 57 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 486＋ 81：25．6� 50．9�
816 テーオーソルジャー 牡8栗 57 菱田 裕二小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 478－121：27．9大差 52．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，490，900円 複勝： 112，731，500円 枠連： 39，872，500円
馬連： 185，483，500円 馬単： 98，248，800円 ワイド： 140，025，700円
3連複： 312，983，200円 3連単： 469，548，000円 計： 1，442，384，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 310円 � 1，010円 枠 連（1－5） 540円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，890円 �� 6，270円

3 連 複 ��� 15，850円 3 連 単 ��� 43，170円

票 数

単勝票数 計 834909 的中 � 385694（1番人気）
複勝票数 計1127315 的中 � 439785（1番人気）� 68006（6番人気）� 17218（11番人気）
枠連票数 計 398725 的中 （1－5） 57056（2番人気）
馬連票数 計1854835 的中 �� 127844（5番人気）
馬単票数 計 982488 的中 �� 50680（5番人気）
ワイド票数 計1400257 的中 �� 79634（3番人気）�� 18454（21番人気）�� 5406（52番人気）
3連複票数 計3129832 的中 ��� 14805（51番人気）
3連単票数 計4695480 的中 ��� 7885（121番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．7―12．0―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．1―45．8―57．8―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 1（10，12）（2，3）（11，16）9（7，13）15，6，8，14（4，5） 4 1（10，12）（2，9，3）7（11，16，13）15，6（8，14，5）4

勝馬の
紹 介

デターミネーション �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 End Sweep デビュー 2018．7．7 中京3着

2016．3．5生 牡3鹿 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー 6戦3勝 賞金 33，404，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーソルジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月12日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アスターソード号・ツブラナヒトミ号
（非抽選馬） 1頭 スズカフェスタ号



（1京都4）第3日 10月12日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 146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

220，000，000円
2，380，000円
26，250，000円
1，060，000円
22，320，000円
59，694，000円
3，796，000円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
636，686，700円
909，939，400円
230，321，200円
1，205，862，900円
604，020，600円
897，717，400円
1，927，534，800円
2，921，131，100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 9，333，214，100円

総入場人員 5，115名 （有料入場人員 4，584名）
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