
2806110月19日 曇 重 （1京都4） 第6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

59 ボギータイサ 牡2芦 55 川田 将雅原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 440－ 41：24．9 4．9�
36 ゲンパチアイアン 牡2鹿 55 松若 風馬平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 474－ 41：25．0� 41．6�
48 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 500＋ 61：25．53 1．9�
47 アルタグラシア 牝2鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：25．6� 8．7�
816 ボルサリーノ 牡2鹿 55 松山 弘平草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 462－ 4 〃 クビ 11．1�
612 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 436－ 21：26．02� 74．1	
12 キースローガン 牡2栗 55

52 ▲岩田 望来北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 488± 01：26．1� 160．5

11 トウカイバリエンテ 牡2青鹿 55

52 ▲亀田 温心内村 正則氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 452± 01：26．52� 105．2�
611 ナンゴクエアーギル 牡2青鹿 55

52 ▲三津谷隼人渡 義光氏 田所 秀孝 日高 春木ファーム 444－ 41：26．71� 292．0�
510 レイズアフォレスト 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 宮本 博 新ひだか 高橋フアーム 462＋ 41：27．02 33．8
713 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 466＋ 41：27．42� 10．6�
35 ダンツサトリア 牡2栗 55 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新冠 パカパカ

ファーム 472＋ 41：27．61� 17．1�
815 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 B450＋ 41：27．7� 312．1�
24 ワキノフオルテ 牡2鹿 55 小牧 太脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 474＋ 41：27．8� 85．8�
23 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 B466－ 21：27．9クビ 139．8�
714 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 480－ 61：28．22 197．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，254，900円 複勝： 53，268，200円 枠連： 10，594，800円
馬連： 44，515，000円 馬単： 26，196，000円 ワイド： 34，998，600円
3連複： 68，262，800円 3連単： 90，503，600円 計： 355，593，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 570円 � 110円 枠 連（3－5） 2，130円

馬 連 �� 7，190円 馬 単 �� 11，130円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 250円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 35，030円

票 数

単勝票数 計 272549 的中 � 45941（2番人気）
複勝票数 計 532682 的中 � 56589（2番人気）� 8857（7番人気）� 304128（1番人気）
枠連票数 計 105948 的中 （3－5） 3845（7番人気）
馬連票数 計 445150 的中 �� 4797（20番人気）
馬単票数 計 261960 的中 �� 1765（33番人気）
ワイド票数 計 349986 的中 �� 4734（17番人気）�� 42026（1番人気）�� 6359（15番人気）
3連複票数 計 682628 的中 ��� 12223（11番人気）
3連単票数 計 905036 的中 ��� 1873（98番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．0―12．4―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．5―46．5―58．9―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．4
3 6（9，12）（2，8，13）－（7，16）（14，15）－10，11（3，5）（1，4） 4 6（9，12）（2，8）13（7，16）－（14，15）－（10，11，5）（3，1，4）

勝馬の
紹 介

ボギータイサ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2019．8．10 小倉4着

2017．3．6生 牡2芦 母 レッドルンバ 母母 Rumba Azul 2戦1勝 賞金 6，100，000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。
（非抽選馬） 1頭 ワイドダビデ号

2806210月19日 曇 重 （1京都4） 第6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

11 ア ビ エ ル ト 牡2鹿 55 和田 竜二野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 468－ 21：10．9 9．6�
33 ハクアイブラック 牡2黒鹿55 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 512－ 61：11．0� 4．2�
55 ニシノパッシオ 牝2鹿 54 菱田 裕二西山 茂行氏 田所 秀孝 新ひだか 松本牧場 412－101：11．21� 41．2�
89 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 446－ 4 〃 アタマ 8．9�
44 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 450－ 61：11．3クビ 2．5�
810 バーニングソウル 牝2芦 54 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 浦河 	川フアーム 418－ 2 〃 クビ 17．0	
78 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± 01：11．51� 4．3

66 スーパーセヴン 牡2栗 55 藤岡 康太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 41：11．6クビ 65．6�
22 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 408－ 41：12．13 112．3�
77 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± 01：12．41� 197．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，140，400円 複勝： 30，910，000円 枠連： 7，253，000円
馬連： 37，452，400円 馬単： 22，107，900円 ワイド： 29，250，400円
3連複： 51，948，500円 3連単： 81，403，800円 計： 284，466，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 300円 � 180円 � 920円 枠 連（1－3） 1，270円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 470円 �� 3，620円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 16，700円 3 連 単 ��� 89，960円

票 数

単勝票数 計 241404 的中 � 21086（5番人気）
複勝票数 計 309100 的中 � 26421（5番人気）� 56742（3番人気）� 6913（7番人気）
枠連票数 計 72530 的中 （1－3） 4396（7番人気）
馬連票数 計 374524 的中 �� 22897（6番人気）
馬単票数 計 221079 的中 �� 7345（10番人気）
ワイド票数 計 292504 的中 �� 17468（6番人気）�� 1967（22番人気）�� 3309（16番人気）
3連複票数 計 519485 的中 ��� 2332（35番人気）
3連単票数 計 814038 的中 ��� 656（180番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．2―11．6―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．9―45．5―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ビ エ ル ト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2019．6．16 函館6着

2017．3．25生 牡2鹿 母 サイレントセンティネル 母母 The Caretaker 6戦1勝 賞金 8，300，000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６日



2806310月19日 曇 重 （1京都4） 第6日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時05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

55 アジャストザルート 牡2鹿 55 池添 謙一 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 484－ 41：49．1 1．4�
44 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 478－ 41：49．52� 80．5�
22 アベックフォルス 牡2鹿 55 浜中 俊田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 476－ 4 〃 クビ 16．3�
89 クリノキングボス 牡2栗 55 川島 信二栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 464＋ 21：49．6クビ 36．1�
33 ハクサンキングス 牡2鹿 55

54 ☆坂井 瑠星河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 452＋ 21：50．45 3．9	
77 ブルベアマイル 牡2鹿 55 太宰 啓介 �ブルアンドベア 武 英智 新ひだか チバスタッド 446＋ 81：50．93 88．1

88 レッドキュリアス 牝2鹿 54

51 ▲岩田 望来 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 418－ 61：51．11� 9．9�
66 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 444＋ 81：51．41� 22．6�
11 チ ェ ー ロ 牡2黒鹿55 藤懸 貴志東海林貴大氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 482＋ 61：52．78 163．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，394，300円 複勝： 71，424，600円 枠連： 6，364，200円
馬連： 33，189，000円 馬単： 26，710，300円 ワイド： 25，131，100円
3連複： 45，038，700円 3連単： 116，031，300円 計： 351，283，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 540円 � 230円 枠 連（4－5） 3，130円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 840円 �� 410円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 6，000円 3 連 単 ��� 27，040円

票 数

単勝票数 計 273943 的中 � 154619（1番人気）
複勝票数 計 714246 的中 � 554491（1番人気）� 7450（7番人気）� 22629（4番人気）
枠連票数 計 63642 的中 （4－5） 1571（7番人気）
馬連票数 計 331890 的中 �� 8218（8番人気）
馬単票数 計 267103 的中 �� 5690（9番人気）
ワイド票数 計 251311 的中 �� 7595（9番人気）�� 17320（4番人気）�� 1950（21番人気）
3連複票数 計 450387 的中 ��� 5625（15番人気）
3連単票数 計1160313 的中 ��� 3110（63番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．7―12．5―12．4―12．0―11．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．3―48．8―1：01．2―1：13．2―1：24．9―1：36．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アジャストザルート �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2019．7．21 中京5着

2017．4．5生 牡2鹿 母 エヴァディングタンペット 母母 Late Summer 4戦1勝 賞金 8，200，000円

2806410月19日 曇 重 （1京都4） 第6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

713 ジャスティンリーチ 牡2青鹿55 北村 友一三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 木戸口牧場 472 ―1：24．2 5．1�
35 ロ マ ネ ス ク 牝2青鹿54 池添 謙一�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430 ― 〃 アタマ 17．8�
611 テーオーケインズ 牡2栗 55 松山 弘平小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 492 ―1：24．73 16．4�
816 ワンダーダイカネン 牡2鹿 55 和田 竜二山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 476 ―1：25．02 8．0�
12 メイショウシシオウ 牡2黒鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 486 ―1：25．85 27．0�
48 デ ロ リ ス 牝2青鹿54 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 422 ―1：26．01� 11．2	
24 	 グラスコックピット 牡2鹿 55

52 ▲岩田 望来飯田 良枝氏 高橋 義忠 米 Dr. Masa-
take Iida 446 ―1：26．21� 12．7


510 トモジャアルマンド 牡2鹿 55 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 浦河 丸村村下
ファーム 490 ―1：26．41
 10．0�

714 アスタービオラ 牡2鹿 55 古川 吉洋加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか 嶋田牧場 464 ― 〃 ハナ 172．4�
23 エイシンアルゴス 牡2鹿 55 岩田 康誠�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 470 ―1：26．72 52．9
47 テイエムヒューザー 牡2栗 55 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 日高 天羽 禮治 534 ―1：27．44 22．3�
11 ツクバマサカド 牡2青鹿55 酒井 学荻原 昭二氏 中尾 秀正 日高 いとう牧場 496 ―1：27．61 68．3�
36 	 ピラミッドムーン 牡2黒鹿55 川田 将雅 �シルクレーシング 松永 幹夫 米

Burleson Farm
& McKenzie
Bloodstock

496 ―1：27．7
 3．1�
612 メイショウハルカス 牡2黒鹿55 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 日進牧場 494 ― 〃 クビ 68．6�
815 クラウンデザイアー 牡2黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 482 ―1：28．76 300．6�
59 シ ェ ー ン 牝2芦 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450 ― （競走中止） 31．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，025，100円 複勝： 32，931，300円 枠連： 12，961，000円
馬連： 43，805，500円 馬単： 19，190，300円 ワイド： 34，444，100円
3連複： 66，246，800円 3連単： 64，920，000円 計： 302，524，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 510円 � 390円 枠 連（3－7） 930円

馬 連 �� 4，450円 馬 単 �� 8，240円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，540円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 20，240円 3 連 単 ��� 98，880円

票 数

単勝票数 計 280251 的中 � 45916（2番人気）
複勝票数 計 329313 的中 � 46835（2番人気）� 14974（8番人気）� 20581（6番人気）
枠連票数 計 129610 的中 （3－7） 10781（2番人気）
馬連票数 計 438055 的中 �� 7614（18番人気）
馬単票数 計 191903 的中 �� 1745（32番人気）
ワイド票数 計 344441 的中 �� 4873（21番人気）�� 5819（17番人気）�� 2539（46番人気）
3連複票数 計 662468 的中 ��� 2454（74番人気）
3連単票数 計 649200 的中 ��� 476（349番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．2―35．0―47．3―59．7―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．9
3 ・（13，16）（5，11）8（2，10）3（6，4，7）－14，15－1，12 4 13，16（5，11）8（2，10）3（4，7）－（6，14）＝1，15，12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャスティンリーチ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2017．5．31生 牡2青鹿 母 ポーカーアリス 母母 パ ル セ イ ト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 シェーン号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 シェーン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エメラルドクーラー号・スナークレジスト号



2806510月19日 曇 重 （1京都4） 第6日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25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

24 レディフォリア 牝2黒鹿54 秋山真一郎吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 448 ―1：37．6 11．5�
817 アトリビュート 牝2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438 ―1：37．7� 3．2�
48 エピデンドラム 牝2栗 54 菱田 裕二 �グリーンファーム高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454 ― 〃 クビ 60．4�
23 エメルヴェイエ 牝2黒鹿54 和田 竜二�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444 ―1：37．8クビ 15．0�
713 リ ノ キ ア ナ 牝2鹿 54 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 448 ―1：38．22� 60．1	
11 アンジュミノル 牝2鹿 54 松田 大作吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460 ―1：38．3� 35．8

815 アドマイヤメティス 牝2鹿 54 池添 謙一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 440 ―1：38．4� 9．9�
47 キュートルーラー 牝2黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 422 ―1：38．61 129．2�
611 ピンクシップ 牝2鹿 54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 458 ―1：38．81 108．6
35 シュクセサール 牝2青鹿54 荻野 琢真�ラ・メール 寺島 良 日高 スマイルファーム 434 ― 〃 ハナ 122．6�
510 メモリアルクイーン 牝2栗 54 松山 弘平水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 438 ―1：38．9� 4．5�
36 テ ゴ ナ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �Gリビエール・

レーシング 西浦 勝一 浦河 富田牧場 510 ―1：39．0クビ 32．4�
59 トーホウロゼ 牝2黒鹿54 松若 風馬東豊物産� 石坂 公一 浦河 有限会社

吉田ファーム 448 ―1：39．1� 16．5�
816 リンダリンダリンダ 牝2鹿 54 岩田 康誠�MMC 小崎 憲 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 432 ―1：40．27 87．8�
612 エイシンマーチング 牝2黒鹿 54

51 ▲岩田 望来�栄進堂 高橋 康之 浦河 高野牧場 B438 ―1：40．83� 127．9�
714 アモーレバローズ 牝2黒鹿54 浜中 俊猪熊 広次氏 石坂 正 新ひだか 服部 牧場 504 ― 〃 ハナ 6．6�
12 ホ シ ム ス メ 牝2鹿 54 藤岡 佑介前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 雅樹 472 ―1：41．43� 17．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 30，423，900円 複勝： 34，863，800円 枠連： 16，449，500円
馬連： 48，625，500円 馬単： 21，305，200円 ワイド： 38，741，100円
3連複： 68，998，400円 3連単： 70，154，300円 計： 329，561，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 280円 � 170円 � 860円 枠 連（2－8） 820円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 880円 �� 12，160円 �� 5，630円

3 連 複 ��� 74，560円 3 連 単 ��� 391，240円

票 数

単勝票数 計 304239 的中 � 22316（5番人気）
複勝票数 計 348638 的中 � 30913（4番人気）� 68654（1番人気）� 8169（11番人気）
枠連票数 計 164495 的中 （2－8） 15420（3番人気）
馬連票数 計 486255 的中 �� 15226（8番人気）
馬単票数 計 213052 的中 �� 2920（19番人気）
ワイド票数 計 387411 的中 �� 11979（7番人気）�� 797（83番人気）�� 1733（50番人気）
3連複票数 計 689984 的中 ��� 694（174番人気）
3連単票数 計 701543 的中 ��� 130（899番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．0―47．1―59．5―1：12．1―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．1
3 9（10，13）－（2，3，17）（1，6，5）（7，12，14）（15，16）4－8，11 4 9（10，13）17，3，2（1，6）（4，5，7）15（12，14）16（11，8）

勝馬の
紹 介

レディフォリア �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 スタチューオブリバティ 初出走

2017．4．23生 牝2黒鹿 母 アンスタンフィール 母母 ネヴァカグラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 アドマイヤメティス号は，枠入り不良。
〔制裁〕 アンジュミノル号の騎手松田大作は，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：6番）

2806610月19日 曇 重 （1京都4） 第6日 第6競走 ��1，900�3歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

33 レッドシルヴァーナ 牝3芦 53 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 510± 02：00．1 2．1�
66 クリノカポネ �4鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 62：00．31� 7．5�
44 サンライズヴュー 牡3青鹿55 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 486＋182：00．72� 4．7�
22 ショウナンパンサー �3鹿 55 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 496－ 22：00．91� 2．9�
77 	 テイケイドルチェ 牝4鹿 55 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 422＋ 42：01．0� 57．6�
88 ル リ ジ オ ン 牡4鹿 57 和田 竜二�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 500－ 42：01．1
 46．8	
55 	 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± 02：01．41
 68．4

89 ボランテレオ 牡3鹿 55

52 ▲岩田 望来近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 512＋ 8 〃 クビ 71．5�
11 	 クリノゴーギャン 牡4鹿 57 菱田 裕二栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 北洋牧場 450－ 5 〃 アタマ 28．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，192，600円 複勝： 24，680，700円 枠連： 7，494，700円
馬連： 36，043，400円 馬単： 25，761，600円 ワイド： 25，145，400円
3連複： 53，192，200円 3連単： 112，875，100円 計： 310，385，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（3－6） 900円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 230円 �� 240円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 4，280円

票 数

単勝票数 計 251926 的中 � 94760（1番人気）
複勝票数 計 246807 的中 � 95767（1番人気）� 28373（4番人気）� 29174（3番人気）
枠連票数 計 74947 的中 （3－6） 6400（4番人気）
馬連票数 計 360434 的中 �� 31789（5番人気）
馬単票数 計 257616 的中 �� 16786（4番人気）
ワイド票数 計 251454 的中 �� 30141（2番人気）�� 27329（3番人気）�� 12091（6番人気）
3連複票数 計 531922 的中 ��� 30090（4番人気）
3連単票数 計1128751 的中 ��� 19086（13番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―11．8―13．2―13．4―13．4―13．1―12．3―12．2―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．6―30．4―43．6―57．0―1：10．4―1：23．5―1：35．8―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F36．6
1
3
1，3，9，2－8－4－6（5，7）
1（8，3，9）（2，4）6（5，7）

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

勝馬の
紹 介

レッドシルヴァーナ 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．1．5 京都11着

2016．2．29生 牝3芦 母 シルバーフォックス 母母 ビーポジティブ 6戦2勝 賞金 16，500，000円



2806710月19日 曇 重 （1京都4） 第6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

79 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 496－ 21：10．4 2．3�
811 ルクスムンディー 牡4鹿 57

54 ▲亀田 温心前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 512－ 21：10．5� 10．5�
33 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± 01：11．24 5．5�
11 ミヤラビランド 牝5鹿 55 古川 吉洋石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 464＋ 41：11．41 84．4�
55 � フレンチイデアル 牡6鹿 57 松若 風馬杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 496－ 4 〃 ハナ 22．0�
810� キングヴァラール 牡7黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 バンブー牧場 506＋ 6 〃 クビ 27．1	
78 メイショウオニテ 牡3青鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 446－ 21：11．5クビ 7．9

44 メ デ ィ ク ス 牡3栗 55 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 470＋ 41：11．6� 4．7�
67 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 486＋ 4 〃 同着 19．1�
66 ダブルスプリット 牡5栗 57 藤岡 康太椎名 節氏 西園 正都 日高 山際 辰夫 B488＋ 1 〃 アタマ 16．0

（10頭）
22 ダイヤクイン 牝3芦 53 藤懸 貴志大野 數芳氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，881，100円 複勝： 33，938，300円 枠連： 10，854，500円
馬連： 53，133，600円 馬単： 28，468，000円 ワイド： 37，951，200円
3連複： 70，233，700円 3連単： 102，671，500円 計： 366，131，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 260円 � 160円 枠 連（7－8） 800円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 500円 �� 270円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 11，570円

票 数

単勝票数 差引計 288811（返還計 229） 的中 � 98747（1番人気）
複勝票数 差引計 339383（返還計 129） 的中 � 107074（1番人気）� 22610（5番人気）� 51326（2番人気）
枠連票数 差引計 108545（返還計 122） 的中 （7－8） 10429（3番人気）
馬連票数 差引計 531336（返還計 1047） 的中 �� 25603（5番人気）
馬単票数 差引計 284680（返還計 415） 的中 �� 8582（9番人気）
ワイド票数 差引計 379512（返還計 520） 的中 �� 19022（5番人気）�� 40677（2番人気）�� 8017（16番人気）
3連複票数 差引計 702337（返還計 2910） 的中 ��� 22474（8番人気）
3連単票数 差引計1026715（返還計 3264） 的中 ��� 6431（33番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―11．3―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．4―45．7―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 9－11－7－8，1（3，5）（10，4）6 4 9－11－7－8，1（3，5）4（6，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アユツリオヤジ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．9 函館8着

2014．3．19生 牡5栗 母 オースミアザレア 母母 オースミハルカ 29戦3勝 賞金 43，370，000円
〔出走取消〕 ダイヤクイン号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。

2806810月19日 曇 稍重 （1京都4） 第6日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時55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
1：31．3
1：30．3

良
良

510 サムシングジャスト 牝3黒鹿53 松山 弘平 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 500＋ 21：34．8 8．9�

47 アーデントリー 牡3鹿 55 古川 吉洋巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 444＋ 4 〃 クビ 34．2�
24 ヴィルトゥース 牝4鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 412＋ 81：34．9� 56．9�
23 ナ リ ス 牝3鹿 53 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 476－ 4 〃 クビ 5．0�
11 アンジュミニョン 牝3鹿 53 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 448＋ 81：35．0クビ 16．8	
35 	 ミッドサマーハウス 牝3青 53 川田 将雅ゴドルフィン 
島 一歩 英 Godolphin 456＋ 41：35．21� 9．4

714 トロイメント 牝3青 53 池添 謙一�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 436－ 21：35．41� 22．4�
817 ベストクィーン 牝3栗 53 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 418＋ 4 〃 ハナ 14．1�
713 セグレドスペリオル 牡3鹿 55

54 ☆川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 40．8
612 マルモネオフォース 牝3鹿 53 酒井 学まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 500± 0 〃 クビ 16．7�
36 	 タニノミッション 牝3鹿 53 幸 英明谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 494± 0 〃 アタマ 15．4�
48 	 ゴールドハット �5黒鹿 57

54 ▲岩田 望来合同会社小林英一
ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 418－ 4 〃 ハナ 42．3�
816 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 478＋ 41：35．82� 195．5�
818 プリモプレミオ 牝3黒鹿53 秋山真一郎堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 448± 01：36．22� 68．6�
59 ノーブルスコア 牝3青鹿53 浜中 俊二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452＋18 〃 クビ 5．2�
12 アドマイヤレオ 牡3鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：36．41� 25．5�
715 ジャミールフエルテ 牡3鹿 55 松若 風馬吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：36．61� 5．3�
611 イサチルケイ 牝3栗 53 国分 恭介小坂 功氏 大根田裕之 浦河 大北牧場 B462± 01：37．02� 244．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，269，000円 複勝： 57，916，300円 枠連： 25，892，600円
馬連： 86，000，500円 馬単： 32，355，300円 ワイド： 62，699，000円
3連複： 125，237，500円 3連単： 124，197，100円 計： 551，567，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 320円 � 850円 � 1，460円 枠 連（4－5） 3，820円

馬 連 �� 11，790円 馬 単 �� 21，920円

ワ イ ド �� 4，190円 �� 8，660円 �� 22，030円

3 連 複 ��� 269，900円 3 連 単 ��� 1，343，920円

票 数

単勝票数 計 372690 的中 � 33445（4番人気）
複勝票数 計 579163 的中 � 53816（4番人気）� 17221（12番人気）� 9616（15番人気）
枠連票数 計 258926 的中 （4－5） 5248（19番人気）
馬連票数 計 860005 的中 �� 5652（44番人気）
馬単票数 計 323553 的中 �� 1107（91番人気）
ワイド票数 計 626990 的中 �� 3895（53番人気）�� 1866（89番人気）�� 730（121番人気）
3連複票数 計1252375 的中 ��� 348（503番人気）
3連単票数 計1241971 的中 ��� 67（2706番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．4―12．4―11．9―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．9―47．3―59．7―1：11．6―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サムシングジャスト �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．8．4 新潟1着

2016．5．17生 牝3黒鹿 母 ツルマルオトメ 母母 メモリーズオブロニー 10戦2勝 賞金 20，768，000円



2806910月19日 曇 稍重 （1京都4） 第6日 第9競走 ��
��1，400�

く た

久 多 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

810 シトラスノート 牝3鹿 53 川田 将雅吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：22．2 2．8�
811 ピエナミント 牝4鹿 55 秋山真一郎本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456＋101：22．41� 12．3�
44 ケイアイサクソニー 牡3鹿 55 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 494－ 41：22．5	 4．9�
33 インヘリットデール 牝5鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B476＋ 6 〃 ハナ 4．5�
66 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿57 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 470＋ 61：22．6
 5．2�
78 ナイトバナレット 牡5芦 57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋101：22．81 18．0	
22 ディアボレット 牝4栗 55 酒井 学
協栄 加用 正 日高 タバタファーム 460± 01：23．11	 82．8�
67 アルジャーノン 牡4栗 57 池添 謙一 Him Rock Racing

ホールディングス
 荒川 義之 日高 北田 剛 456＋ 4 〃 アタマ 23．3�
55 オーパキャマラード 牝3黒鹿53 藤岡 康太�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 484＋ 2 〃 ハナ 33．3
79 スマートシャヒーン 牡5芦 57 松若 風馬大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 482－ 21：23．52
 35．5�
11 セトノシャトル 牡4栗 57 幸 英明
アスール 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 B514－ 41：24．13
 30．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，793，400円 複勝： 48，693，300円 枠連： 17，031，600円
馬連： 78，837，000円 馬単： 36，891，600円 ワイド： 50，534，800円
3連複： 101，836，000円 3連単： 141，978，000円 計： 515，595，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 250円 � 190円 枠 連（8－8） 1，900円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 510円 �� 410円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 13，730円

票 数

単勝票数 計 397934 的中 � 112010（1番人気）
複勝票数 計 486933 的中 � 94517（2番人気）� 44191（5番人気）� 63870（4番人気）
枠連票数 計 170316 的中 （8－8） 6913（8番人気）
馬連票数 計 788370 的中 �� 32100（7番人気）
馬単票数 計 368916 的中 �� 9652（12番人気）
ワイド票数 計 505348 的中 �� 25794（7番人気）�� 32788（5番人気）�� 13751（10番人気）
3連複票数 計1018360 的中 ��� 27886（7番人気）
3連単票数 計1419780 的中 ��� 7493（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．4―47．4―59．1―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シトラスノート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．6．2 阪神5着

2016．1．24生 牝3鹿 母 エピセアローム 母母 ラ タ フ ィ ア 9戦3勝 賞金 34，697，000円

2807010月19日 雨 稍重 （1京都4） 第6日 第10競走 ��
��1，800�トルマリンステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量
は，3歳53�4歳以上55�

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
1：43．9
1：43．9

良
良

11 リリックドラマ 牝5鹿 55 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 41：48．5 7．4�

44 シャンティローザ 牝5青鹿55 北村 友一ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：48．6� 8．2�
66 レオコックブルー 牝4黒鹿55 藤岡 佑介親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 41：48．7� 15．5�
78 ラ テ ュ ロ ス 牝4鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 61：48．91� 4．8�
22 サンティール 牝5鹿 55 浜中 俊吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 484－ 61：49．0クビ 6．0�
77 ハ イ ヒ ー ル 牝4鹿 55 川田 将雅石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 クビ 2．8	
89 チカノワール 牝5鹿 55 池添 謙一
キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 468－121：49．1クビ 10．7�
33 レイズアベール 牝5鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 クビ 15．0�
55 アンネリース 牝5鹿 55 国分 優作 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 41：49．2クビ 26．4
810 テイエムジョウネツ 牝7黒鹿55 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 478± 01：49．41	 128．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，213，600円 複勝： 58，672，700円 枠連： 21，893，400円
馬連： 97，837，400円 馬単： 42，660，900円 ワイド： 58，923，100円
3連複： 127，925，400円 3連単： 185，998，700円 計： 635，125，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 220円 � 460円 枠 連（1－4） 3，400円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 2，150円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 17，840円 3 連 単 ��� 98，280円

票 数

単勝票数 計 412136 的中 � 44468（4番人気）
複勝票数 計 586727 的中 � 67095（5番人気）� 74702（4番人気）� 28962（8番人気）
枠連票数 計 218934 的中 （1－4） 4987（12番人気）
馬連票数 計 978374 的中 �� 23191（15番人気）
馬単票数 計 426609 的中 �� 4772（31番人気）
ワイド票数 計 589231 的中 �� 15634（13番人気）�� 6955（28番人気）�� 7823（27番人気）
3連複票数 計1279254 的中 ��� 5378（62番人気）
3連単票数 計1859987 的中 ��� 1372（335番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．0―49．6―1：02．1―1：14．0―1：25．4―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリックドラマ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．11．26 京都6着

2014．5．7生 牝5鹿 母 ヴェルヴェットクイーン 母母 Velvet Moon 26戦4勝 賞金 90，343，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2807110月19日 雨 不良 （1京都4） 第6日 第11競走 ��
��1，200�

むろまち

室町ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，30．10．20以降1．10．15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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

35 � モンペルデュ 牝3鹿 51 松若 風馬吉田 和子氏 松永 幹夫 米
Bluewater Sales,
LLC & Three
Diamonds Farm

474－ 21：09．0レコード 2．3�
12 タ テ ヤ マ 牡5栗 56 松山 弘平小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 466± 01：09．63� 8．9�
36 ハングリーベン 牡5鹿 55 坂井 瑠星石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B444＋ 41：09．81� 54．2�
48 カフジテイク 牡7青鹿57．5 藤岡 佑介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 502± 0 〃 アタマ 10．5�
59 � テーオーヘリオス 牡7鹿 57 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 512－ 41：09．9クビ 119．9�
23 ヌーディーカラー 牡4鹿 54 岩田 望来吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 464± 0 〃 アタマ 82．1�
11 ヒロブレイブ 牡6鹿 53 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 488－ 61：10．0	 96．6	
611 ハ ッ ト ラ ブ 牝5鹿 52 菱田 裕二服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 488－ 41：10．21
 67．9

816 スマートアヴァロン 牡7黒鹿57 和田 竜二大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 518± 0 〃 ハナ 24．5�
612 ラインシュナイダー 牡7鹿 56 北村 友一大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 畠山牧場 470＋ 2 〃 クビ 22．6�
47 ニホンピロタイド 牡4青鹿54 藤岡 康太小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 508－ 71：10．52 16．9
24 ヒロシゲゴールド 牡4青鹿55 幸 英明�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 482＋16 〃 アタマ 4．0�
510 ブラックジョー �6青鹿53 池添 謙一山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 478＋181：11．03 162．7�
815� リョーノテソーロ 牡4鹿 54 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Highland
Yard, LLC B504± 01：11．1� 40．7�

713 シ ュ ウ ジ 牡6鹿 57．5 岩田 康誠安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 502± 01：11．31� 7．7�
714 トウショウカウント 牡7栗 52 川島 信二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B498－ 81：11．83 309．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，695，200円 複勝： 94，222，600円 枠連： 47，143，700円
馬連： 228，314，900円 馬単： 89，616，800円 ワイド： 126，025，300円
3連複： 348，144，700円 3連単： 445，914，800円 計： 1，456，078，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 270円 � 620円 枠 連（1－3） 1，320円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，630円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 21，630円 3 連 単 ��� 64，100円

票 数

単勝票数 計 766952 的中 � 262986（1番人気）
複勝票数 計 942226 的中 � 237283（1番人気）� 80284（5番人気）� 28946（9番人気）
枠連票数 計 471437 的中 （1－3） 27614（5番人気）
馬連票数 計2283149 的中 �� 125532（3番人気）
馬単票数 計 896168 的中 �� 35513（4番人気）
ワイド票数 計1260253 的中 �� 54027（3番人気）�� 11992（28番人気）�� 6667（40番人気）
3連複票数 計3481447 的中 ��� 12070（57番人気）
3連単票数 計4459148 的中 ��� 5043（187番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―10．9―11．1―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．3―45．4―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．7
3 5（7，13，12）（2，14）（6，9，15）（1，4）（3，11，16）（8，10） 4 5，7，2（6，13，12）1（9，15）（3，14）4，16，11，8，10

勝馬の
紹 介

�モンペルデュ �
�
父 Cairo Prince �

�
母父 Flatter デビュー 2018．11．17 京都1着

2016．4．22生 牝3鹿 母 Spanish Post 母母 Spanish Play 7戦5勝 賞金 74，918，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アペルトゥーラ号・クイーンズテソーロ号・ジョルジュサンク号・スズカコーズライン号・タムロミラクル号・

プレスティージオ号・メイショウワダイコ号

2807210月19日 小雨 不良 （1京都4） 第6日 第12競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．6

重
重

22 ベストタッチダウン 牡3鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 484＋ 61：49．5 1．3�
44 ドルチェリア �6鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 522＋141：50．03 21．2�
68 スズカフロンティア 牡5鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 436＋ 6 〃 クビ 18．0�
11 マンハッタンロック 牡5鹿 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：50．1クビ 59．6�
710 サンマルエンパイア 牡5鹿 57 国分 優作相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 474＋101：50．31	 24．0�
812
 アポロテネシー 牡4鹿 57 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

520＋ 4 〃 クビ 12．4	
33 ヒッチコック 牡3芦 55 秋山真一郎薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 496＋ 21：50．4クビ 26．9

711 シェパードボーイ 牡3黒鹿 55

52 ▲岩田 望来吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 442＋ 2 〃 アタマ 9．2�
57 � 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 482＋ 21：50．72 74．3�
45 ロードリバーサル 牡3鹿 55 藤岡 康太 ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 41：50．8クビ 12．9�
813 ダイシンカローリ 牡4栗 57 幸 英明大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 512－ 81：51．65 157．5�
69 ウインネプチューン 牡4青鹿57 松若 風馬ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B480＋ 41：52．98 28．3�

（12頭）
56 マルヨシャバーリー 牡5栗 57 川須 栄彦野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 492＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 52，725，500円 複勝： 194，748，000円 枠連： 28，665，000円
馬連： 99，497，200円 馬単： 61，825，200円 ワイド： 74，439，200円
3連複： 142，190，500円 3連単： 271，254，200円 計： 925，344，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 230円 � 210円 枠 連（2－4） 520円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 400円 �� 360円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 差引計 527255（返還計 9358） 的中 � 308609（1番人気）
複勝票数 差引計1947480（返還計 21283） 的中 � 1531994（1番人気）� 51368（5番人気）� 61688（4番人気）
枠連票数 差引計 286650（返還計 383） 的中 （2－4） 42108（3番人気）
馬連票数 差引計 994972（返還計 65479） 的中 �� 76474（5番人気）
馬単票数 差引計 618252（返還計 38529） 的中 �� 38664（5番人気）
ワイド票数 差引計 744392（返還計 59866） 的中 �� 50062（5番人気）�� 55844（3番人気）�� 10579（18番人気）
3連複票数 差引計1421905（返還計187962） 的中 ��� 38776（10番人気）
3連単票数 差引計2712542（返還計336400） 的中 ��� 26877（24番人気）

ハロンタイム 12．3―12．2―12．3―11．9―12．2―12．0―11．7―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．5―36．8―48．7―1：00．9―1：12．9―1：24．6―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストタッチダウン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．7．1 中京5着

2016．3．16生 牡3鹿 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 9戦3勝 賞金 29，100，000円
〔競走除外〕 マルヨシャバーリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マルヨシャバーリー号は，令和元年10月20日から令和元年11月18日まで出走停止。停止期間の

満了後に発走調教再審査。



（1京都4）第6日 10月19日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 154頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

224，220，000円
2，590，000円
23，990，000円
1，140，000円
24，730，000円
65，124，500円
4，004，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
439，009，000円
736，269，800円
212，598，000円
887，251，400円
433，089，100円
598，283，300円
1，269，255，200円
1，807，902，400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 6，383，658，200円

総入場人員 16，907名 （有料入場人員 15，794名）
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