
3101311月3日 晴 良 （1京都5） 第2日 第1競走 ��1，400�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
1：23．4
1：23．0

不良
重

77 スズカパンサー 牡2栗 55
52 ▲岩田 望来永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 452＋ 41：25．5 4．6�

55 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 472＋ 41：26．45 2．7�

810 ユキノグローリー 牡2栗 55 川島 信二井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 496＋ 21：26．61� 6．5�
66 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 482－ 21：27．02� 5．3�
33 タガノウィリアム 牡2黒鹿55 松田 大作八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 41：27．1クビ 16．0�
22 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 442－101：27．42 32．8�
89 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 478－ 2 〃 クビ 6．9

11 キクノヴィゴ 牡2栗 55 松山 弘平菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか 沖田 哲夫 482－ 41：28．03� 87．0�
44 ラブミーアーサー 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 元道牧場 448± 01：28．31� 61．9�
78 トーアクルス 牡2芦 55 荻野 琢真高山ランド 作田 誠二 豊浦トーア牧場 504＋ 81：29．910 257．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，729，200円 複勝： 39，332，100円 枠連： 8，559，100円
馬連： 46，441，900円 馬単： 25，251，300円 ワイド： 35，562，200円
3連複： 68，799，700円 3連単： 102，253，200円 計： 352，928，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 110円 � 170円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 230円 �� 370円 �� 290円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 3，340円

票 数

単勝票数 計 267292 的中 � 48349（2番人気）
複勝票数 計 393321 的中 � 64203（2番人気）� 133806（1番人気）� 41649（5番人気）
枠連票数 計 85591 的中 （5－7） 12612（2番人気）
馬連票数 計 464419 的中 �� 67466（1番人気）
馬単票数 計 252513 的中 �� 15988（2番人気）
ワイド票数 計 355622 的中 �� 43403（1番人気）�� 22496（6番人気）�� 30368（3番人気）
3連複票数 計 687997 的中 ��� 70134（1番人気）
3連単票数 計1022532 的中 ��� 22141（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．2―36．5―48．8―1：01．3―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 7，5－10，3，9－（2，1）6－4，8 4 7，5，10（3，9）－（2，1，6）－4－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカパンサー �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2019．9．14 阪神11着

2017．5．1生 牡2栗 母 エリモパンサー 母母 Cozzy Flyer 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔その他〕 トーアクルス号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

3101411月3日 晴 良 （1京都5） 第2日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時40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

33 ウインマイティー 牝2芦 54 A．シュタルケ�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 21：35．8 2．1�
（独）

68 ヴィータブリランテ 牝2栗 54
51 ▲岩田 望来�三嶋牧場 寺島 良 浦河 三嶋牧場 486－ 21：35．9� 25．7�

44 ダンツイノーバ 牝2栗 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 446＋ 61：36．0� 18．5�
11 リ リ レ フ ア 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 442－ 61：36．1� 4．3�
813 ダンツガゼール 牝2青鹿54 松田 大作山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 462± 01：36．2� 7．4	
69 シャムロックヒル 牝2芦 54 M．デムーロ �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 486＋161：36．3� 9．1

56 ノブフランクリン 牝2鹿 54 高田 潤前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 424＋101：36．4� 377．9�
711 トーホウロゼ 牝2黒鹿54 岩田 康誠東豊物産� 石坂 公一 浦河 有限会社

吉田ファーム 448± 01：36．6� 115．1�
57 センショウレサイヤ 牝2鹿 54 藤岡 佑介川勝 裕之氏 小崎 憲 新ひだか 藤原牧場 442± 0 〃 クビ 284．9
22 ソニックビースト 牝2黒鹿54 岡田 祥嗣杉山 忠国氏 浅見 秀一 浦河 桑田牧場 502－ 6 〃 ハナ 48．9�
710 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 442－ 21：36．81� 12．7�
45 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 B458－ 61：37．01� 172．4�
812 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 400＋ 41：37．2� 25．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 35，706，600円 複勝： 52，642，700円 枠連： 10，645，200円
馬連： 52，933，000円 馬単： 28，616，000円 ワイド： 43，940，600円
3連複： 77，495，400円 3連単： 106，093，500円 計： 408，073，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 380円 � 450円 枠 連（3－6） 570円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 720円 �� 520円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 7，030円 3 連 単 ��� 22，450円

票 数

単勝票数 計 357066 的中 � 138326（1番人気）
複勝票数 計 526427 的中 � 197875（1番人気）� 24958（6番人気）� 20355（7番人気）
枠連票数 計 106452 的中 （3－6） 14274（3番人気）
馬連票数 計 529330 的中 �� 24523（5番人気）
馬単票数 計 286160 的中 �� 8851（9番人気）
ワイド票数 計 439406 的中 �� 15926（9番人気）�� 23033（5番人気）�� 3621（28番人気）
3連複票数 計 774954 的中 ��� 8266（24番人気）
3連単票数 計1060935 的中 ��� 3425（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．7―48．1―1：00．5―1：12．2―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインマイティー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2019．9．16 阪神4着

2017．4．1生 牝2芦 母 アオバコリン 母母 コリンヌドゥブルイェール 3戦1勝 賞金 8，100，000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。

第５回 京都競馬 第２日
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



3101511月3日 晴 良 （1京都5） 第2日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11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
1：51．0
1：50．9

重
不良

22 レガーメペスカ 牡2黒鹿 55
52 ▲岩田 望来山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 480＋ 21：52．7 5．6�

88 レアリザトゥール 牡2黒鹿 55
54 ☆坂井 瑠星ニューワールドレー

シング� 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 470－101：54．310 26．5�
44 クリノヴィンセント 牡2鹿 55 松田 大作栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 新冠 つつみ牧場 474－ 21：55．04 4．1�
33 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 486＋ 81：55．95 3．6�
66 ディープハーモニー 牡2黒鹿55 幸 英明深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 456－ 41：56．11� 3．9�
89 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 450－ 41：56．63 13．8	
55 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 466－ 21：56．91� 70．7

77 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 466＋ 21：57．53� 19．9�
11 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 522＋ 21：59．09 15．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，677，500円 複勝： 24，175，400円 枠連： 5，705，000円
馬連： 36，847，400円 馬単： 20，042，000円 ワイド： 26，735，300円
3連複： 50，295，600円 3連単： 78，900，900円 計： 265，379，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 530円 � 180円 枠 連（2－8） 2，520円

馬 連 �� 7，960円 馬 単 �� 14，560円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 500円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 10，960円 3 連 単 ��� 81，250円

票 数

単勝票数 計 226775 的中 � 33754（4番人気）
複勝票数 計 241754 的中 � 31845（4番人気）� 9323（8番人気）� 41935（3番人気）
枠連票数 計 57050 的中 （2－8） 1748（11番人気）
馬連票数 計 368474 的中 �� 3585（24番人気）
馬単票数 計 200420 的中 �� 1032（45番人気）
ワイド票数 計 267353 的中 �� 2803（26番人気）�� 14831（7番人気）�� 3773（21番人気）
3連複票数 計 502956 的中 ��� 3439（37番人気）
3連単票数 計 789009 的中 ��� 704（230番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―37．0―50．4―1：02．9―1：15．5―1：27．9―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レガーメペスカ 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 チーフベアハート デビュー 2019．9．29 阪神10着

2017．3．20生 牡2黒鹿 母 プリンセスペスカ 母母 テンザンキラリ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインシュトローム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月3日まで平地

競走に出走できない。

3101611月3日 曇 良 （1京都5） 第2日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時40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

89 ディープボンド 牡2青鹿55 和田 竜二前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 490＋ 42：01．1 3．6�
78 アイアンバローズ 牡2鹿 55 北村 友一猪熊 広次氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：01．63 7．0�
22 ネイプルスイエロー 牡2青 55 松若 風馬 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 62：01．81� 157．4�
33 レッドレビン 牡2鹿 55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 474＋ 22：01．9� 4．5�
810 ホウオウエクレール 牡2鹿 55 幸 英明小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 42：02．0クビ 55．6	
66 ウインカムトゥルー 牡2栗 55 松山 弘平�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 468＋122：02．63� 21．3

77 ネブロシティ 牡2黒鹿55 C．スミヨン 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：02．91� 2．4�

（仏）

11 シゲルタイヨウ 牡2黒鹿 55
52 ▲岩田 望来森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 アイオイファーム 462＋ 42：03．32� 38．9�

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 480＋ 2 〃 クビ 21．3
55 ロードドミニオン 牡2鹿 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 42：04．04 102．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，217，800円 複勝： 38，257，500円 枠連： 8，362，900円
馬連： 49，346，900円 馬単： 27，471，600円 ワイド： 34，314，600円
3連複： 66，036，500円 3連単： 107，238，400円 計： 367，246，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 230円 � 1，730円 枠 連（7－8） 330円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 500円 �� 4，940円 �� 7，960円

3 連 複 ��� 40，590円 3 連 単 ��� 125，800円

票 数

単勝票数 計 362178 的中 � 82874（2番人気）
複勝票数 計 382575 的中 � 75976（2番人気）� 45409（4番人気）� 4138（10番人気）
枠連票数 計 83629 的中 （7－8） 19318（1番人気）
馬連票数 計 493469 的中 �� 31769（5番人気）
馬単票数 計 274716 的中 �� 9378（9番人気）
ワイド票数 計 343146 的中 �� 19408（5番人気）�� 1703（33番人気）�� 1051（38番人気）
3連複票数 計 660365 的中 ��� 1220（67番人気）
3連単票数 計1072384 的中 ��� 618（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―36．3―49．0―1：01．3―1：13．6―1：25．5―1：37．4―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディープボンド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2019．10．13 京都3着

2017．2．18生 牡2青鹿 母 ゼフィランサス 母母 モ ガ ミ ヒ メ 2戦1勝 賞金 6，800，000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。



3101711月3日 曇 良 （1京都5） 第2日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時30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

11 トゥルーヴィル 牡2鹿 55 C．スミヨン �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448 ―1：53．3 1．3�
（仏）

33 シュルシャガナ 牡2芦 55 岩田 康誠ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト
クラブ 426 ― 〃 クビ 18．5�

55 メイショウヘシキリ 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 472 ―1：53．61� 4．6�
44 ウインベイランダー 牡2芦 55 松山 弘平�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 470 ―1：53．7� 10．9�
77 ランニングスター 牡2青鹿 55

54 ☆坂井 瑠星中野 和子氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 496 ―1：53．8� 33．3	
66 ケ イ マ ー ダ 牡2栗 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476 ―1：54．11� 13．6

22 ケイティフラッシュ 牡2鹿 55

52 ▲亀田 温心瀧本 和義氏 大根田裕之 新冠 若林牧場 416 ―1：55．48 46．2�
（7頭）

売 得 金
単勝： 34，543，400円 複勝： 35，378，800円 枠連： 発売なし
馬連： 36，520，600円 馬単： 33，070，100円 ワイド： 26，776，200円
3連複： 39，676，300円 3連単： 133，084，400円 計： 339，049，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 350円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 250円 �� 140円 �� 330円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，810円

票 数

単勝票数 計 345434 的中 � 204776（1番人気）
複勝票数 計 353788 的中 � 222592（1番人気）� 16730（5番人気）
馬連票数 計 365206 的中 �� 38712（4番人気）
馬単票数 計 330701 的中 �� 29309（5番人気）
ワイド票数 計 267762 的中 �� 23909（4番人気）�� 62446（1番人気）�� 16298（5番人気）
3連複票数 計 396763 的中 ��� 61687（1番人気）
3連単票数 計1330844 的中 ��� 53022（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．6―38．5―52．3―1：06．1―1：19．1―1：31．2―1：42．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥルーヴィル �

父 ディープインパクト �


母父 Fasliyev 初出走

2017．3．6生 牡2鹿 母 レディドーヴィル 母母 Mercalle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 シュルシャガナ号の騎手岩田康誠は，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50，000円。（被害馬：6番）

トゥルーヴィル号の騎手C．スミヨンは，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50，000円。（被害馬：3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。

3101811月3日 曇 良 （1京都5） 第2日 第6競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走13時00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
1：20．5
1：20．3

良
良

710 ワンダーカタリナ 牡2鹿 55 藤岡 康太山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 488 ―1：23．3 2．9�
68 エーティーメジャー 牡2鹿 55 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 むかわ 上水牧場 478 ― 〃 クビ 12．0�
44 フリークアウト 牝2鹿 54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ―1：23．4� 4．3�
33 コ ン ウ ィ 牡2鹿 55 岩田 康誠中村 祐子氏 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 444 ―1：23．82� 11．6�
813 ブルーアズール 牝2黒鹿 54

51 ▲岩田 望来飯田 正剛氏 石坂 公一 新ひだか 千代田牧場 440 ― 〃 クビ 44．8�
57 エスシーミホーク 牡2鹿 55 国分 恭介工藤 圭司氏 西橋 豊治 日高 三宅 正弘 476 ― 〃 アタマ 160．5�
11 カシノシャイニング 牡2鹿 55

54 ☆森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 木戸口牧場 436 ―1：24．22� 39．7	
45 ル ド ヴ ィ コ 牡2鹿 55 C．スミヨン 吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 424 ―1：24．3クビ 3．6


（仏）

69 	 カ メ キ チ 牝2芦 54 松若 風馬加藤 誠氏 中竹 和也 米 Pomerol P
& Y Ltd 464 ―1：24．4� 15．1�

812 フチサンメルチャン 牡2栗 55 水口 優也中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 462 ―1：24．5� 65．4�
711 ディーズローリエ 牝2黒鹿54 幸 英明秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 440 ― 〃 クビ 31．7
56 カネコメノボル 
2栗 55 川須 栄彦髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 430 ―1：24．6� 180．9�
22 ニシノランデブー 牝2鹿 54

51 ▲亀田 温心西山 茂行氏 佐々木晶三 浦河 大柳ファーム 434 ―1：29．8大差 157．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 35，567，900円 複勝： 36，598，700円 枠連： 15，410，700円
馬連： 54，806，200円 馬単： 27，330，700円 ワイド： 40，146，500円
3連複： 76，522，400円 3連単： 97，998，200円 計： 384，381，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 210円 � 150円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 410円 �� 320円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 7，610円

票 数

単勝票数 計 355679 的中 � 100446（1番人気）
複勝票数 計 365987 的中 � 84960（1番人気）� 34605（4番人気）� 66203（3番人気）
枠連票数 計 154107 的中 （6－7） 18725（3番人気）
馬連票数 計 548062 的中 �� 35128（4番人気）
馬単票数 計 273307 的中 �� 11689（7番人気）
ワイド票数 計 401465 的中 �� 25042（4番人気）�� 33838（3番人気）�� 13108（10番人気）
3連複票数 計 765224 的中 ��� 30336（3番人気）
3連単票数 計 979982 的中 ��� 9336（12番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．9―12．7―12．1―11．5―12．1

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．7
3 10，11－12（8，9）（4，13）（6，7）（3，1）＝5＝2 4 10，11（8，12）（4，9）（6，7，13，1）－3－5＝2

勝馬の
紹 介

ワンダーカタリナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 リンドシェーバー 初出走

2017．1．23生 牡2鹿 母 ルスナイクリスティ 母母 タカノオーヒメ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノランデブー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月3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。



3101911月3日 曇 良 （1京都5） 第2日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�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
1：09．0
1：08．7

不良
重

47 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± 01：11．9 4．2�

816 カネコメアサヒ 牡3栗 56 松田 大作髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 438± 01：12．21� 62．6�
510 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 B486－ 2 〃 クビ 50．7�
48 スナークスター �3鹿 56 中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 460＋121：12．3クビ 23．3�
611 メ デ ィ ク ス 牡3栗 56 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 466－ 4 〃 クビ 10．3�
36 ウインクルチェリー 牝5鹿 55 松若 風馬塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 510－ 21：12．4� 61．1	
714� 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 510＋ 41：12．5	 36．7

612 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 472－ 21：12．6クビ 9．4�
12 タガノジェロディ 牡3栗 56 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 468＋ 2 〃 ハナ 109．6�
35 ダイヤクイン 牝3芦 54 藤懸 貴志大野 數芳氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 470－ 6 〃 アタマ 29．9
24 メイショウカササギ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 468＋ 41：12．7クビ 6．2�
713 ルクスムンディー 牡4鹿 57 松山 弘平前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 510－ 2 〃 クビ 3．3�
23 シュガリートリーツ 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来吉澤 克己氏 宮本 博 新ひだか 山際牧場 432－ 61：12．91
 11．2�
11 � 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 486－ 21：13．21	 12．9�
815 メイショウフクイク 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 480－ 2 〃 クビ 75．5�
59 ニシノベースマン 牡4黒鹿57 北村 友一西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 B454＋ 41：13．51	 81．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，955，500円 複勝： 48，971，200円 枠連： 19，245，200円
馬連： 71，675，200円 馬単： 29，310，900円 ワイド： 54，111，800円
3連複： 105，262，200円 3連単： 115，736，600円 計： 475，268，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 1，590円 � 1，010円 枠 連（4－8） 8，510円

馬 連 �� 16，300円 馬 単 �� 31，180円

ワ イ ド �� 4，700円 �� 2，080円 �� 25，190円

3 連 複 ��� 146，190円 3 連 単 ��� 717，170円

票 数

単勝票数 計 309555 的中 � 58645（2番人気）
複勝票数 計 489712 的中 � 88716（2番人気）� 6766（12番人気）� 10924（11番人気）
枠連票数 計 192452 的中 （4－8） 1751（27番人気）
馬連票数 計 716752 的中 �� 3407（44番人気）
馬単票数 計 293109 的中 �� 705（91番人気）
ワイド票数 計 541118 的中 �� 2965（45番人気）�� 6831（23番人気）�� 546（106番人気）
3連複票数 計1052622 的中 ��� 540（275番人気）
3連単票数 計1157366 的中 ��� 117（1444番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．2―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．0―47．2―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．9
3 ・（4，6）（13，16）（1，8）－7（5，10）15（9，12，11）14，2，3 4 ・（4，6）13（1，8，16）7（5，10，15）11（9，12）14，2，3

勝馬の
紹 介

クリノサンレオ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2015．11．7 京都5着

2013．5．18生 牡6栗 母 クリノビリオネア 母母 オプトライアン 37戦3勝 賞金 53，950，000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 タイドオブハピネス号

3102011月3日 曇 良 （1京都5） 第2日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走14時00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

68 マグナレガーロ 牡4青鹿57 C．スミヨン �シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488＋161：51．1 7．1�
（仏）

44 コ ン カ ラ ー 牡3鹿 55 岩田 康誠江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 476± 01：51．52� 4．3�
33 エクリリストワール 牡3栗 55 川田 将雅鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 520－ 4 〃 クビ 1．9�
55 スーパーライナー 牡6鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 492＋ 21：51．82 21．0�
56 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 434－ 21：51．9クビ 11．8�
710 マイネルオスカル 牡4栗 57 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 日高 木村牧場 498－ 2 〃 ハナ 7．3

79 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± 01：52．0	 46．0�
812 マンハッタンロック 牡5鹿 57 秋山真一郎 �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± 01：52．2	 54．9�
11 
 ヘヴントゥナイト 牡5芦 57 M．デムーロ �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 484－ 6 〃 クビ 33．3
67 ワンダーコノシュア 牡3黒鹿55 大野 拓弥山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 492＋ 41：52．62� 45．2�
22 
 ウインフォルティス 牡4鹿 57 松若 風馬	ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 484± 01：53．13 185．1�
811 スワーヴカイザー �8青 57 川須 栄彦	NICKS 田中 博康 安平 ノーザンファーム 538－121：53．41	 434．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，000，800円 複勝： 66，489，400円 枠連： 18，934，000円
馬連： 93，110，600円 馬単： 42，663，000円 ワイド： 65，730，500円
3連複： 133，350，600円 3連単： 179，742，400円 計： 654，021，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 180円 � 120円 � 120円 枠 連（4－6） 1，390円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 510円 �� 390円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 12，460円

票 数

単勝票数 計 540008 的中 � 60530（3番人気）
複勝票数 計 664894 的中 � 67924（4番人気）� 151918（2番人気）� 167028（1番人気）
枠連票数 計 189340 的中 （4－6） 10513（7番人気）
馬連票数 計 931106 的中 �� 52132（6番人気）
馬単票数 計 426630 的中 �� 10921（11番人気）
ワイド票数 計 657305 的中 �� 29841（7番人気）�� 41475（4番人気）�� 76517（1番人気）
3連複票数 計1333506 的中 ��� 66176（3番人気）
3連単票数 計1797424 的中 ��� 10456（34番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．6―12．5―12．6―12．6―12．3―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．8―49．3―1：01．9―1：14．5―1：26．8―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．6
1
3
・（3，6）（8，10）（1，4，9）－（2，7，11）（5，12）・（3，6）（1，10）（8，9）（2，4，11）（5，7，12）

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

勝馬の
紹 介

マグナレガーロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．3．10 阪神1着

2015．5．11生 牡4青鹿 母 リ ビ ア ー モ 母母 ラトラヴィアータ 4戦3勝 賞金 26，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



3102111月3日 曇 良 （1京都5） 第2日 第9競走 ��
��1，400�

だ い ご

醍 醐 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）；負担重量は，3歳56�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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

57 ドナウデルタ 牝3鹿 54 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 436± 01：21．6 2．2�
68 ロ ケ ッ ト 牝4栗 55 幸 英明ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－141：21．7� 9．6�
45 トウカイオラージュ 牡3栗 56 松山 弘平内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 474＋ 81：22．01� 46．2�
56 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 458＋ 2 〃 クビ 11．1�
11 オースミカテドラル 牡3鹿 56 藤岡 佑介�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 458＋ 21：22．1� 9．2	
813 ガ ゼ ボ 牡4青 57 C．スミヨン 吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 534± 01：22．2クビ 4．5


（仏）

22 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 484－ 21：22．3� 28．5�

69 ハーフバック 牝3黒鹿54 松若 風馬本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 468－ 41：22．4	 13．9�
812 ベ ル ス ー ル 牝3黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 458＋141：22．61
 12．4
44 コパノピエール 牡5鹿 57 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B490－ 21：22．91� 40．9�
33 ビヨンジオール 牡7鹿 57 大野 拓弥林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 506－ 2 〃 ハナ 269．3�
711 セプタリアン 牡3鹿 56 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 ハナ 31．2�

（独）

710 サラデコラシオン 牝5栗 55 国分 恭介川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 436－161：23．11
 243．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 58，018，400円 複勝： 73，583，300円 枠連： 28，567，300円
馬連： 113，671，300円 馬単： 50，174，500円 ワイド： 76，604，300円
3連複： 162，727，100円 3連単： 207，073，100円 計： 770，419，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 250円 � 840円 枠 連（5－6） 620円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，420円 �� 3，730円

3 連 複 ��� 11，900円 3 連 単 ��� 41，070円

票 数

単勝票数 計 580184 的中 � 210783（1番人気）
複勝票数 計 735833 的中 � 182061（1番人気）� 69743（5番人気）� 16229（11番人気）
枠連票数 計 285673 的中 （5－6） 35537（2番人気）
馬連票数 計1136713 的中 �� 69254（4番人気）
馬単票数 計 501745 的中 �� 21274（5番人気）
ワイド票数 計 766043 的中 �� 42603（4番人気）�� 13556（17番人気）�� 4978（41番人気）
3連複票数 計1627271 的中 ��� 10253（44番人気）
3連単票数 計2070731 的中 ��� 3655（140番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．9―11．8―11．4―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．1―47．9―59．3―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．7
3 8，10（1，7）（5，12）（6，11）（2，9）（3，13）－4 4 ・（8，10）（1，7）5（2，6，12）（3，9，11）13，4

勝馬の
紹 介

ドナウデルタ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．9．9 阪神2着

2016．2．9生 牝3鹿 母 ドナウブルー 母母 ドナブリーニ 8戦3勝 賞金 44，001，000円
〔発走状況〕 オースミカテドラル号の枠入りの際に後扉が破損。修理作業のため発走時刻2分遅延。
※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。

3102211月3日 曇 良 （1京都5） 第2日 第10競走 ��
��1，600�

きよみず

清水ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．3

良
良

33 カリビアンゴールド 牝5黒鹿55 川田 将雅ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474± 01：33．7 4．2�

89 メイショウオーパス 牡4黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 510＋141：34．01	 5．5�
44 サンラモンバレー 牡4鹿 57 C．スミヨン 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 488＋101：34．1	 5．6�
（仏）

66 ドリームソルジャー 牡5栗 57 太宰 啓介 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト

クラブ 478－ 41：34．2	 25．0�
55 ト ラ イ ン 牡4鹿 57 松山 弘平大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 458± 01：34．51	 2．0�
88 テルメディカラカラ 牝7黒鹿55 松田 大作小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 474＋ 2 〃 アタマ 178．1	
22 ケンホファヴァルト 牡6鹿 57 北村 友一中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 474＋ 41：34．71
 17．6

11 ドルチャーリオ 牡6栗 57 坂井 瑠星ゴドルフィン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 41：34．8� 61．5�
77 メイショウハニー 牝4黒鹿55 M．デムーロ松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 434－ 41：34．9	 17．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 57，464，700円 複勝： 60，426，800円 枠連： 14，109，400円
馬連： 106，984，400円 馬単： 56，256，800円 ワイド： 58，929，400円
3連複： 132，323，700円 3連単： 274，837，000円 計： 761，332，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 180円 � 230円 枠 連（3－8） 1，190円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 420円 �� 530円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 13，060円

票 数

単勝票数 計 574647 的中 � 108678（2番人気）
複勝票数 計 604268 的中 � 79999（3番人気）� 93121（2番人気）� 63427（4番人気）
枠連票数 計 141094 的中 （3－8） 9187（4番人気）
馬連票数 計1069844 的中 �� 73111（4番人気）
馬単票数 計 562568 的中 �� 19949（7番人気）
ワイド票数 計 589294 的中 �� 37551（4番人気）�� 28079（6番人気）�� 24849（7番人気）
3連複票数 計1323237 的中 ��� 40768（9番人気）
3連単票数 計2748370 的中 ��� 15251（44番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．7―12．0―11．8―11．8―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．6―47．6―59．4―1：11．2―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カリビアンゴールド 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 Cape Cross デビュー 2016．9．10 中山1着

2014．2．9生 牝5黒鹿 母 サバナパディーダ 母母 Capriola 24戦4勝 賞金 116，581，000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。

２レース目



3102311月3日 曇 良 （1京都5） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第9回みやこステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，30．11．3以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，30．11．2以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

11 ヴェンジェンス 牡6栗 56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 492± 01：49．1 18．7�
23 キングズガード 牡8鹿 56 秋山真一郎�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 470＋ 21：49．2� 40．2�
714 ウェスタールンド 	7栗 56 C．スミヨン �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 12．1�

（仏）

24 アングライフェン 牡7鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋ 61：50．15 19．8�

48 ワイドファラオ 牡3栗 56 M．デムーロ幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 504＋ 51：50．31� 8．6�
59 アナザートゥルース 	5栗 57 大野 拓弥 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B482＋ 21：50．61
 10．1

612� ロードアルペジオ 牡6栗 56 坂井 瑠星 	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 492－ 61：51．23� 216．4�
47 メイショウスミトモ 牡8鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 484＋14 〃 アタマ 394．1�
35 ス マ ハ マ 牡4栗 56 藤岡 佑介	山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 528－101：51．51
 3．8
12 アドマイヤビクター 牡4鹿 56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516＋ 41：51．71 10．3�
36 � ラビットラン 牝5栗 54 酒井 学吉田 和子氏 角居 勝彦 米 Alexander Groves

Matz, LLC 462－161：51．91 23．8�
611 テーオーエナジー 牡4栗 57 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 510± 01：52．0
 104．8�
510 リアンヴェリテ 牡5鹿 56 岩田 康誠加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 51：52．42� 63．1�
713 ノーヴァレンダ 牡3黒鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 524－ 31：52．82� 53．6�
816 イ ン テ ィ 牡5栗 59 川田 将雅武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 520＋ 4 〃 アタマ 2．6�
815 メイショウウタゲ 牡8栗 56 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 512－ 8 （競走中止） 576．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 211，025，000円 複勝： 274，800，800円 枠連： 114，752，800円 馬連： 629，937，200円 馬単： 237，779，700円
ワイド： 388，834，800円 3連複： 1，131，473，600円 3連単： 1，485，707，200円 5重勝： 540，656，300円 計： 5，014，967，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 460円 � 610円 � 370円 枠 連（1－2） 2，190円

馬 連 �� 19，880円 馬 単 �� 38，350円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 2，700円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 62，920円 3 連 単 ��� 473，050円

5 重 勝
対象競走：東京10R／京都10R／福島11R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 3，234，690円

票 数

単勝票数 計2110250 的中 � 89984（7番人気）
複勝票数 計2748008 的中 � 159247（8番人気）� 114126（10番人気）� 203598（6番人気）
枠連票数 計1147528 的中 （1－2） 40468（12番人気）
馬連票数 計6299372 的中 �� 24554（48番人気）
馬単票数 計2377797 的中 �� 4649（95番人気）
ワイド票数 計3888348 的中 �� 26524（44番人気）�� 37405（35番人気）�� 24527（47番人気）
3連複票数 計11314736 的中 ��� 13487（158番人気）
3連単票数 計14857072 的中 ��� 2277（952番人気）
5重勝票数 計5406563 的中 ����� 117

ハロンタイム 12．1―11．2―11．6―11．7―12．4―12．5―12．4―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．3―34．9―46．6―59．0―1：11．5―1：23．9―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェンジェンス �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．27 阪神1着

2013．3．26生 牡6栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 25戦7勝 賞金 197，259，000円
〔競走中止〕 メイショウウタゲ号は，4コーナーで前の馬に触れて転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ウェスタールンド号の騎手C．スミヨンは，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・6番）

ウェスタールンド号の騎手C．スミヨンは，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金
50，000円。（被害馬：16番・6番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スワーヴアラミス号・マイネルユキツバキ号
（非抽選馬） 6頭 コスモカナディアン号・サトノプライム号・ジョーダンキング号・ダンツゴウユウ号・フェニックスマーク号・

ミキノトランペット号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりヴェンジェンス号は，チャンピオンズカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3102411月3日 曇 良 （1京都5） 第2日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）（1000万円以下）

負担重量は，3歳56�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
1：09．0
1：08．7

不良
重

714 アサケパワー 牡5鹿 57 酒井 学大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 522＋ 41：11．3 67．8�
48 ツウカイウイング 牡4鹿 57 川須 栄彦木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 464－ 4 〃 クビ 60．8�
47 イ メ ル 牡3黒鹿56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 468± 01：11．4� 4．1�
35 クインズマラクータ 牡5栗 57 大野 拓弥亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B516± 01：11．61� 12．2�
612 ロマンチスト 牡6栗 57 幸 英明窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 530－ 81：11．7� 17．4�
23 クインズカトレア 牝4鹿 55

52 ▲岩田 望来亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 440－ 41：11．91 7．9�
36 パ ド カ ト ル 牡3鹿 56 国分 優作今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 456－ 41：12．0� 5．8	
611 オンリーワンスター 牝6鹿 55 岩崎 翼
宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 458－ 41：12．21 68．2�
12 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 478＋ 4 〃 クビ 29．3�
510 ジュエアトゥー 	5栗 57 古川 吉洋首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 510± 0 〃 同着 10．0
24 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 528－ 61：12．51� 70．0�
11 ウォーターピオニー 牝6鹿 55 岡田 祥嗣山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 アタマ 294．5�
713 リ ガ ス 牡5芦 57

54 ▲亀田 温心 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 530＋121：12．71� 11．1�

59 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± 01：13．44 4．7�
816 ダイメイサツキ 牡3黒鹿56 秋山真一郎宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 506＋ 6 〃 ハナ 16．9�
815 ヤ サ シ サ 牝5鹿 55 和田 竜二佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 512－ 21：14．04 59．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 97，729，000円 複勝： 131，864，600円 枠連： 54，764，100円
馬連： 227，969，700円 馬単： 83，981，900円 ワイド： 163，744，600円
3連複： 353，275，400円 3連単： 418，467，200円 計： 1，531，796，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，780円 複 勝 � 2，300円 � 1，480円 � 220円 枠 連（4－7） 1，830円

馬 連 �� 72，080円 馬 単 �� 100，610円

ワ イ ド �� 19，720円 �� 5，080円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 92，190円 3 連 単 ��� 700，660円

票 数

単勝票数 計 977290 的中 � 11515（13番人気）
複勝票数 計1318646 的中 � 13038（15番人気）� 20667（14番人気）� 197331（2番人気）
枠連票数 計 547641 的中 （4－7） 23069（9番人気）
馬連票数 計2279697 的中 �� 2451（99番人気）
馬単票数 計 839819 的中 �� 626（186番人気）
ワイド票数 計1637446 的中 �� 2122（99番人気）�� 8330（50番人気）�� 13103（38番人気）
3連複票数 計3532754 的中 ��� 2874（243番人気）
3連単票数 計4184672 的中 ��� 433（1588番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．0―11．9―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．8
3 ・（14，7）15，12，13（2，6）（11，16）（4，3，9）－8（1，5，10） 4 ・（14，7）（12，15）（6，13）2（3，11）（4，8）16（1，5，10，9）

勝馬の
紹 介

アサケパワー �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Swain デビュー 2016．12．24 阪神7着

2014．3．12生 牡5鹿 母 コ ッ ク ニ ー 母母 セニョラージェ 9戦4勝 賞金 32，500，000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 ソリストサンダー号

５レース目



（1京都5）第2日 11月3日 （祝日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 144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

256，470，000円
27，060，000円
1，520，000円
29，120，000円
61，102，000円
4，016，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
700，635，800円
882，521，300円
299，055，700円
1，520，244，400円
661，948，500円
1，015，430，800円
2，397，238，500円
3，307，132，100円
540，656，300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
5 重 勝
計 11，324，863，400円

総入場人員 23，756名 （有料入場人員 22，500名）
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