
3102511月9日 晴 良 （1京都5） 第3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 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 494＋ 21：24．7 3．8�
713 サンビースト 牡2黒鹿55 池添 謙一�ターフ・スポート森田 直行 浦河 谷川牧場 522± 01：25．44 19．6�
48 ゲンパチアイアン 牡2鹿 55 和田 竜二平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 476＋ 21：25．5� 5．9�
714 ナオミラフィネ 牝2栗 54 O．マーフィー 塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 クビ 2．3�

（英）

510 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 450－ 21：25．92� 34．6	
23 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 492＋ 21：26．0クビ 54．8

36 ニホンピロストーム 牡2鹿 55 岩田 康誠小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 528＋ 21：26．64 114．4�
815	 カ ク シ ン 牡2黒鹿55 吉村 智洋風早 信昭氏 森 秀行 米

Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

508± 01：27．02� 6．3�
（兵庫）

59 トウカイバリエンテ 牡2青鹿55 松田 大作内村 正則氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 442± 01：27．21� 149．2
35 ツクバマサカド 牡2青鹿 55

52 ▲亀田 温心荻原 昭二氏 中尾 秀正 日高 いとう牧場 498＋ 21：27．41 449．4�
12 デジタルプレイヤー 牡2鹿 55 太宰 啓介寺田千代乃氏 武 英智 日高 下河辺牧場 452＋12 〃 クビ 66．7�
47 モモイロキッス 牝2鹿 54 松岡 正海鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 440± 01：28．14 40．0�
611 メイショウフルサト 牡2鹿 55

53 △岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 492－ 21：28．41� 506．4�
24 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 496＋ 41：29．25 70．1�
612 モズナナツボシ 牡2黒鹿55 小牧 太 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 464－ 61：30．68 606．0�
816 ハクサンブレーヴ 牡2鹿 55 
島 良太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 450－ 41：31．77 687．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，942，500円 複勝： 43，629，300円 枠連： 10，237，500円
馬連： 48，989，600円 馬単： 26，502，800円 ワイド： 37，042，800円
3連複： 73，653，900円 3連単： 93，779，300円 計： 365，777，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 440円 � 200円 枠 連（1－7） 410円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 340円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 21，990円

票 数

単勝票数 計 319425 的中 � 69982（2番人気）
複勝票数 計 436293 的中 � 67218（2番人気）� 21092（5番人気）� 63078（3番人気）
枠連票数 計 102375 的中 （1－7） 19296（1番人気）
馬連票数 計 489896 的中 �� 11610（8番人気）
馬単票数 計 265028 的中 �� 3991（16番人気）
ワイド票数 計 370428 的中 �� 8292（9番人気）�� 31542（3番人気）�� 8176（10番人気）
3連複票数 計 736539 的中 ��� 13159（12番人気）
3連単票数 計 937793 的中 ��� 3091（62番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―11．9―12．3―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．4―47．3―59．6―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーケインズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．10．19 京都3着

2017．4．27生 牡2栗 母 マキシムカフェ 母母 カフェピノコ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイヴァンキッシュ号・モズナナツボシ号・ハクサンブレーヴ号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，令和元年12月9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または施行団体名を表示している。

3102611月9日 晴 良 （1京都5） 第3日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時35分 （ダート・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
1：51．0
1：50．9

重
不良

89 ドゥラモット 牝2黒鹿54 池添 謙一合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：53．7 4．5�
88 ウォーターラーテル 牝2栗 54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 504＋ 21：54．97 6．2�
11 ラ ス ト ラ フ 牝2栗 54 O．マーフィー 山住 勲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476－ 41：56．17 4．5�

（英）

44 アンティークブーケ 牝2鹿 54 国分 恭介�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 平山牧場 406＋ 4 〃 クビ 39．2�
66 エルセントロ 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 460－ 41：56．2� 11．3�
55 デルマトルマリン 牝2鹿 54

51 ▲亀田 温心浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 464＋ 41：56．3クビ 113．9	
33 モ リ ン ガ 牝2黒鹿 54

52 △岩田 望来中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 492± 01：57．36 17．9

22 アルヴェント 牝2鹿 54 M．デムーロ街風 �雄氏 武 幸四郎 安平 追分ファーム 470± 01：58．68 2．9�
77 エイシンマホロバ 牝2栗 54 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 土田 扶美子 458－ 42：00．4大差 13．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，657，600円 複勝： 28，627，800円 枠連： 7，235，900円
馬連： 36，860，900円 馬単： 21，546，300円 ワイド： 24，949，500円
3連複： 45，128，000円 3連単： 78，633，400円 計： 270，639，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 180円 � 160円 枠 連（8－8） 1，440円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 460円 �� 370円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 11，300円

票 数

単勝票数 計 276576 的中 � 51446（2番人気）
複勝票数 計 286278 的中 � 47829（3番人気）� 38613（4番人気）� 48119（2番人気）
枠連票数 計 72359 的中 （8－8） 3885（4番人気）
馬連票数 計 368609 的中 �� 23721（5番人気）
馬単票数 計 215463 的中 �� 5505（11番人気）
ワイド票数 計 249495 的中 �� 13781（6番人気）�� 17882（4番人気）�� 10363（8番人気）
3連複票数 計 451280 的中 ��� 20256（5番人気）
3連単票数 計 786334 的中 ��� 5042（39番人気）

ハロンタイム 12．4―12．1―13．4―13．3―13．0―12．4―12．3―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―37．9―51．2―1：04．2―1：16．6―1：28．9―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドゥラモット �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．21 函館3着

2017．2．3生 牝2黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 5戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 デルマトルマリン号の騎手亀田温心は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンマホロバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月9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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 京都競馬 第３日



3102711月9日 晴 良 （1京都5） 第3日 第3競走 ��
��1，400�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
1：20．5
1：20．3

良
良

612 マコトジェムチュク 牝2黒鹿54 荻野 琢真�ディアマント 寺島 良 千歳 社台ファーム 414－ 81：22．5 107．2�
816 ウインドラブリーナ 牝2黒鹿54 �島 良太福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 418± 01：22．71� 62．0�
818 グレースオブナイル 牝2鹿 54 和田 竜二 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 442＋20 〃 アタマ 25．6�
11 ゴールドパラディン 牡2栗 55 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド B438＋ 61：22．91	 14．9�
36 ノルカソルカ 牡2栗 55 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 494－ 4 〃 アタマ 2．5�
59 
 ジ ゲ ン 牡2鹿 55 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 444－ 21：23．0クビ 58．6	
12 サンデーパームス 牡2鹿 55 武 豊杉野 公彦氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 468＋10 〃 ハナ 10．5

47 ラ キ 牝2鹿 54 O．マーフィー 山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 444＋ 41：23．31� 7．8�

（英）

714 リ ヴ ェ ー ル 牝2芦 54 北村 友一栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 440＋101：23．51� 29．9�
48 グレイトゲイナー 牡2青鹿55 吉村 智洋田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 464＋ 2 〃 ハナ 13．9

（兵庫）

23 エールヴィフ 牝2鹿 54 松山 弘平佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 492＋ 81：23．71� 4．0�
713 シ ュ ゼ ッ ト 牝2芦 54

51 ▲亀田 温心杉浦 和也氏 寺島 良 日高 日高大洋牧場 446＋ 6 〃 ハナ 138．2�
35 ヴ ィ サ ル ガ 牡2黒鹿55 幸 英明吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 484＋121：23．9� 51．5�
817 ツクバマリア 牝2黒鹿 54

52 △岩田 望来荻原 昭二氏 上村 洋行 新ひだか 木下牧場 452± 01：24．11� 32．3�
510 アイファーブラック 牡2青鹿55 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 426＋ 61：26．1大差 653．9�
611 ベアトリーチェ 牝2鹿 54 浜中 俊ニューワールドレー

シング� 武 英智 浦河 宮内牧場 412－ 41：26．52	 155．2�
24 セイペイシェンス 牡2黒鹿55 田中 健金田 成基氏 山内 研二 新冠 松本 信行 462＋ 21：26．71� 335．0�

（17頭）
715 ロードライトニング 牡2鹿 55 岩田 康誠 �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 428＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，237，700円 複勝： 42，268，500円 枠連： 15，201，300円
馬連： 46，921，600円 馬単： 21，951，100円 ワイド： 38，519，500円
3連複： 66，714，900円 3連単： 70，144，300円 計： 331，958，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，720円 複 勝 � 2，200円 � 1，500円 � 670円 枠 連（6－8） 10，350円

馬 連 �� 169，130円 馬 単 �� 382，860円

ワ イ ド �� 30，030円 �� 14，060円 �� 6，880円

3 連 複 ��� 431，340円 3 連 単 ��� 3，911，890円

票 数

単勝票数 差引計 302377（返還計 2149） 的中 � 2397（13番人気）
複勝票数 差引計 422685（返還計 4120） 的中 � 4931（13番人気）� 7371（12番人気）� 17707（7番人気）
枠連票数 計 152013 的中 （6－8） 1138（27番人気）
馬連票数 差引計 469216（返還計 10349） 的中 �� 215（102番人気）
馬単票数 差引計 219511（返還計 4194） 的中 �� 43（219番人気）
ワイド票数 差引計 385195（返還計 10392） 的中 �� 330（102番人気）�� 707（76番人気）�� 1452（55番人気）
3連複票数 差引計 667149（返還計 27018） 的中 ��� 116（368番人気）
3連単票数 差引計 701443（返還計 26223） 的中 ��� 13（2434番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．9―12．1―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．4―58．5―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 ・（3，4，17）（2，14，18）（1，9，12）（6，8）（7，16）（5，13）10，11 4 ・（3，17）4（2，14，18）（1，9，12）（6，8，16）（5，7）13，10－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マコトジェムチュク �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．7．13 函館3着

2017．2．25生 牝2黒鹿 母 ココナッツパルム 母母 ココパシオン 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走除外〕 ロードライトニング号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベアトリーチェ号・セイペイシェンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

12月9日まで平地競走に出走できない。
アイファーブラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月9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） 3頭 スカイボルト号・ナイントゥファイブ号・メイショウシュート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3102811月9日 晴 良 （1京都5） 第3日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11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
1：59．8
1：59．6

良
良

710 シルヴェリオ 牡2黒鹿55 O．マーフィー �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 504－ 62：01．2 1．9�
（英）

812 ベーリーオクルス 牝2鹿 54 松山 弘平吉田 晴哉氏 橋口 慎介 安平 追分ファーム 486± 02：01．94 4．3�
711 ストリクトコード 牝2黒鹿54 浜中 俊�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 422－ 22：02．11� 15．9�
44 ハギノエスペラント 牡2青鹿 55

53 △岩田 望来日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 468＋ 82：02．31� 12．2�
33 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 460－ 42：02．51� 8．6	
11 マ ブ ル ー ク 牡2青鹿55 武 豊�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 22：02．81� 16．6

45 ポールトゥウィン 牡2鹿 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 488＋162：02．9クビ 57．6�
22 グリーンハイパワー 牡2鹿 55 藤岡 康太中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 466＋ 22：03．22 11．9�
69 テ ゴ ナ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �Gリビエール・

レーシング 西浦 勝一 浦河 富田牧場 510± 02：03．94 54．7
68 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 448＋ 22：04．11� 193．1�
56 ヴ ィ ー ヴ ォ 牡2栗 55

52 ▲亀田 温心�サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか サンコウ牧場 480－ 22：06．0大差 585．5�
813 ア ナ ン ク ス 牡2鹿 55 難波 剛健杉浦 和也氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 464－ 62：06．1� 383．1�
57 キッズヒヤミカチ 牡2青鹿55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 490＋ 6 〃 ハナ 364．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，514，900円 複勝： 39，460，000円 枠連： 10，213，300円
馬連： 46，536，000円 馬単： 25，592，800円 ワイド： 36，812，500円
3連複： 62，410，800円 3連単： 91，308，500円 計： 348，848，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 140円 � 250円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 190円 �� 580円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 5，150円

票 数

単勝票数 計 365149 的中 � 155001（1番人気）
複勝票数 計 394600 的中 � 104216（1番人気）� 78359（2番人気）� 28228（6番人気）
枠連票数 計 102133 的中 （7－8） 20311（1番人気）
馬連票数 計 465360 的中 �� 86247（1番人気）
馬単票数 計 255928 的中 �� 28852（1番人気）
ワイド票数 計 368125 的中 �� 60738（1番人気）�� 14556（7番人気）�� 8733（14番人気）
3連複票数 計 624108 的中 ��� 26248（4番人気）
3連単票数 計 913085 的中 ��� 12851（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．6―12．8―12．6―12．5―11．7―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．7―49．5―1：02．1―1：14．6―1：26．3―1：37．9―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルヴェリオ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2019．6．23 阪神4着

2017．3．8生 牡2黒鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 3戦1勝 賞金 6，850，000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。



3102911月9日 晴 良 （1京都5） 第3日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時25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

44 イプシランテ 牡2鹿 55 O．マーフィー 吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 514 ―1：36．7 3．8�
（英）

812 ワールドウインズ �2鹿 55 武 豊川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 474 ―1：36．8� 4．0�
45 シ ェ ノ ン 牡2鹿 55 岩田 康誠�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 496 ―1：37．0� 8．5�
813 メイショウセイフウ 牝2鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 安達 昭夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426 ―1：37．32 29．1�
710 トーホウジャック 牡2栗 55 北村 友一東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 520 ―1：37．51	 8．0�
57 ムーンベイビー 牡2鹿 55 幸 英明福本 純氏 池添 兼雄 新冠 三村 卓也 458 ― 〃 アタマ 76．5	
33 ショウナンワンガン 牡2鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 468 ―1：37．6
 13．4

56 スリーグルーヴ 牡2鹿 55 和田 竜二永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 488 ― 〃 同着 38．2�
22 プリンセスシューズ 牝2鹿 54 藤岡 康太呉本 昌時氏 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 468 ―1：37．81	 6．1�
711 ジ ェ ッ タ ー 牝2栗 54

52 △岩田 望来鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 小葉松 幸雄 434 ―1：38．33 16．4
11 テイエムイダテン 牡2鹿 55 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 470 ―1：39．25 30．9�
69 クリノサプライズ 牝2鹿 54

51 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 宝寄山 拓樹 396 ―1：40．26 34．3�
68 タンバアンジェラ 牝2鹿 54 荻野 琢真荻野 憲夫氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 462 ―1：40．62
 199．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，181，400円 複勝： 30，481，300円 枠連： 12，646，800円
馬連： 43，532，800円 馬単： 20，720，500円 ワイド： 31，842，200円
3連複： 58，815，000円 3連単： 70，502，500円 計： 296，722，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 160円 � 220円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 370円 �� 580円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 7，020円

票 数

単勝票数 計 281814 的中 � 61283（1番人気）
複勝票数 計 304813 的中 � 50213（2番人気）� 55485（1番人気）� 30837（5番人気）
枠連票数 計 126468 的中 （4－8） 22048（1番人気）
馬連票数 計 435328 的中 �� 41926（1番人気）
馬単票数 計 207205 的中 �� 10094（2番人気）
ワイド票数 計 318422 的中 �� 23668（1番人気）�� 13784（4番人気）�� 11910（7番人気）
3連複票数 計 588150 的中 ��� 24949（2番人気）
3連単票数 計 705025 的中 ��� 7271（6番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．2―12．4―12．2―11．8―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．7―36．9―49．3―1：01．5―1：13．3―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イプシランテ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2017．2．1生 牡2鹿 母 エレンウィルモット 母母 キャットクイル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※クリノサプライズ号・ジェッター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3103011月9日 晴 良 （1京都5） 第3日 第6競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時55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

47 サンライズホープ 牡2鹿 55 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 528 ―1：53．5 7．6�
48 ミヤジコクオウ 牡2青鹿55 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 506 ― 〃 クビ 17．1�
24 エイシンワルツ 牝2鹿 54 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 434 ―1：55．8大差 122．9�
35 ラボンダンス 牝2栗 54 松山 弘平�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494 ―1：56．86 8．2�
510 キズナハイトーン �2黒鹿55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 水上 習孝 462 ― 〃 アタマ 177．8�
36 トラストナオトラ 牝2栗 54

51 ▲亀田 温心菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 476 ―1：57．01 225．4	
815 カイザーライン 牡2黒鹿55 M．デムーロ 
キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 508 ― 〃 クビ 1．8�
59 ジョウショーカーブ 牡2栗 55 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 468 ― 〃 ハナ 210．1�
23 リアルシング 牡2黒鹿55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 508 ― 〃 アタマ 62．1
12 オーバーリミット 牡2鹿 55 北村 友一吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 498 ―1：58．06 24．3�
816 ヴィラディー 牡2栗 55 加藤 祥太大久保和夫氏 庄野 靖志 日高 厚賀古川牧場 474 ―1：59．06 23．2�
11 テイエムシュンソク 牡2芦 55 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 512 ―1：59．31� 93．0�
713 アールパシフィック 牡2鹿 55 藤岡 康太前原 敏行氏 小崎 憲 日高 天羽牧場 474 ―1：59．62 229．3�
611 トライバルキング 牡2青鹿55 O．マーフィー H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 新冠 村上 欽哉 480 ―1：59．91� 6．0�

（英）

714 マテンロウヒーロー 牡2栗 55 池添 謙一寺田 秀樹氏 角田 晃一 新冠 パカパカ
ファーム 482 ―2：00．0� 47．1�

612 サ ノ レ オ ン 牡2青鹿 55
53 △岩田 望来佐野 信幸氏 湯窪 幸雄 新冠 武田 修一 490 ―2：01．7大差 170．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，090，400円 複勝： 42，264，400円 枠連： 14，094，300円
馬連： 45，699，000円 馬単： 25，771，900円 ワイド： 35，885，500円
3連複： 63，221，600円 3連単： 83，463，200円 計： 348，490，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 260円 � 450円 � 1，950円 枠 連（4－4） 4，970円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 3，700円 �� 8，430円

3 連 複 ��� 30，530円 3 連 単 ��� 155，150円

票 数

単勝票数 計 380904 的中 � 41940（3番人気）
複勝票数 計 422644 的中 � 49097（3番人気）� 24461（5番人気）� 4894（11番人気）
枠連票数 計 140943 的中 （4－4） 2196（15番人気）
馬連票数 計 456990 的中 �� 10340（11番人気）
馬単票数 計 257719 的中 �� 2805（21番人気）
ワイド票数 計 358855 的中 �� 7808（13番人気）�� 2473（31番人気）�� 1074（56番人気）
3連複票数 計 632216 的中 ��� 1553（78番人気）
3連単票数 計 834632 的中 ��� 390（345番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．9―49．6―1：02．5―1：15．4―1：28．4―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズホープ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2017．3．29生 牡2鹿 母 オーパスクイーン 母母 オーパスワン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アールパシフィック号・トライバルキング号・マテンロウヒーロー号・サノレオン号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月9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。



3103111月9日 晴 良 （1京都5） 第3日 第7競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （ダート・右）
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
1：21．7
1：20．3

重
不良

48 コマノバルーガ 牡3鹿 56 加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 478－ 21：24．6 3．6�
23 � ドウドウキリシマ 牡3栗 56 川須 栄彦西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B486＋171：24．81	 8．8�
35 コパノカーリング 牡3鹿 56 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466＋ 21：24．9	 22．5�
59 ナムラシェパード 牡3鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 480± 0 〃 クビ 5．2�
12 マテラサンオウ 牡3黒鹿56 池添 謙一大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 436－121：25．11
 32．8�
47 エイシンポジション 牝3鹿 54

52 △岩田 望来�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 430＋101：25．31
 7．5	
36 ミッキーマラン 牡4芦 57 �島 良太三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 478＋ 2 〃 ハナ 31．0

611 メイショウドウドウ 牡4黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 470± 01：25．4クビ 41．0�
713 ロードキング 牡6鹿 57 岩田 康誠市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B490＋ 4 〃 クビ 18．2�
11 � フレンチイデアル 牡6鹿 57 藤岡 康太杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 496± 01：25．71	 39．9
612 グランセノーテ 牡6栗 57 O．マーフィー 安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 534＋ 21：25．91
 6．5�

（英）

714� スパニッシュフライ 牝4栗 55 菱田 裕二�協和牧場 藤沢 則雄 新冠 協和牧場 468－11 〃 クビ 16．3�
816� クインズダルビー �5鹿 57 小牧 太中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 村上牧場 472－ 81：26．43 432．4�
24 フェスタマドンナ 牝4鹿 55 松山 弘平服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 512＋ 81：26．71 29．4�
510� メイショウオウギ 牝3芦 54

51 ▲亀田 温心松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 416－13 〃 クビ 31．2�
815 ブ リ ラ ー レ 牡5栗 57 北村 友一早野 誠氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋ 81：28．4大差 20．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，784，300円 複勝： 55，932，500円 枠連： 17，964，800円
馬連： 73，737，600円 馬単： 27，901，000円 ワイド： 53，442，000円
3連複： 100，529，600円 3連単： 103，765，100円 計： 467，056，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 320円 � 470円 枠 連（2－4） 1，240円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，290円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 8，520円 3 連 単 ��� 28，660円

票 数

単勝票数 計 337843 的中 � 73921（1番人気）
複勝票数 計 559325 的中 � 123602（1番人気）� 39692（5番人気）� 24950（7番人気）
枠連票数 計 179648 的中 （2－4） 11163（4番人気）
馬連票数 計 737376 的中 �� 37446（3番人気）
馬単票数 計 279010 的中 �� 7026（6番人気）
ワイド票数 計 534420 的中 �� 18000（5番人気）�� 10611（13番人気）�� 4880（33番人気）
3連複票数 計1005296 的中 ��� 8841（19番人気）
3連単票数 計1037651 的中 ��� 2624（57番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．9―12．2―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．2―47．4―59．7―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コマノバルーガ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．2 阪神3着

2016．5．10生 牡3鹿 母 コマノリリー 母母 リンデンジョオー 4戦2勝 賞金 15，700，000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 ショウナンアンビル号
※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。

3103211月9日 晴 良 （1京都5） 第3日 第8競走 ��3，170�第21回京都ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・内外）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード3：30．4良

33 ディライトフル �8鹿 60 白浜 雄造�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－103：34．6 1．3�

45 ルペールノエル 牡9黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 526＋ 83：35．55 18．3�

69 トラキアンコード �7芦 60 石神 深一原 �子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 502－ 43：35．92� 9．7�
813 ミヤジタイガ 牡9鹿 60 西谷 誠曽我 司氏 武 幸四郎 日高 白井牧場 510＋14 〃 アタマ 9．0�
68 	 メイショウオトコギ �10栗 60 北沢 伸也松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 512＋103：36．11
 19．6�
57 ブレイクスピアー 牡4青鹿60 熊沢 重文前田 葉子氏 長谷川浩大 新ひだか 田中 裕之 488＋ 23：36．52� 17．8	
56 マイネルフィエスタ 牡9芦 60 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 新冠 タニグチ牧場 520＋ 63：36．82 68．1

44 テイエムコンドル 牡8鹿 60 五十嵐雄祐竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 470± 03：38．28 24．8�
22 シゲルロウニンアジ 牡6鹿 60 難波 剛健森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 506＋103：39．05 34．0�
711 シゲルピーマン �4鹿 60 上野 翔森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 神垣 道弘 466－ 63：39．42� 111．8
11 サムライフォンテン 牡6黒鹿60 草野 太郎吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 480－123：40．78 268．5�
710 ユキノエルドール 牡5栗 60 平沢 健治井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 43：41．02 67．4�
812 メイショウゴウリキ 牡4黒鹿60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 490－ 43：47．9大差 162．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，660，800円 複勝： 112，134，400円 枠連： 17，486，600円
馬連： 56，382，600円 馬単： 38，622，500円 ワイド： 42，428，500円
3連複： 95，773，300円 3連単： 174，110，200円 計： 569，598，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 220円 � 150円 枠 連（3－4） 590円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 500円 �� 210円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 5，840円

票 数

単勝票数 計 326608 的中 � 197919（1番人気）
複勝票数 計1121344 的中 � 846371（1番人気）� 32867（4番人気）� 64433（2番人気）
枠連票数 計 174866 的中 （3－4） 22745（3番人気）
馬連票数 計 563826 的中 �� 35514（6番人気）
馬単票数 計 386225 的中 �� 19716（6番人気）
ワイド票数 計 424285 的中 �� 20260（6番人気）�� 63883（1番人気）�� 7964（15番人気）
3連複票数 計 957733 的中 ��� 35004（6番人気）
3連単票数 計1741102 的中 ��� 21587（17番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 53．8－3F 40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディライトフル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2014．3．2 阪神3着

2011．2．7生 �8鹿 母 ラスティックフレイム 母母 Soviet Artic 障害：5戦4勝 賞金 71，682，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



3103311月9日 晴 良 （1京都5） 第3日 第9競走 ��
��1，600�

た か ら が い け

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

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．3

良
良

44 サムシングジャスト 牝3黒鹿52 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 504＋ 41：35．0 6．1�

79 キャンディストーム 牝5鹿 52 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 490－ 21：35．1� 45．7�

56 トップオブメジャー 牡3栗 55 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 486± 01：35．31� 2．5�
710 ドンアルゴス 牡4黒鹿56 浜中 俊山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B504＋ 4 〃 クビ 8．3�
812 ミッキーバディーラ 牝3鹿 53 武 豊野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 474＋ 41：35．4クビ 3．5�
33 ドラグーンシチー 牡4鹿 55 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 492＋ 41：35．61� 7．2	
11 ショウボート 牡7栗 55 O．マーフィー 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484－ 21：35．7� 20．6


（英）

22 メルヴィンカズマ 牡5黒鹿55 北村 友一合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 506＋161：35．8� 20．4�
67 アルジャーノン 牡4栗 55 城戸 義政 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 456± 0 〃 アタマ 88．2�
68 トウカイシェーン 牝6栗 52 太宰 啓介内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 478＋ 41：35．9	 228．2
811 グランプリワン 牡3鹿 53 吉村 智洋�ジーホース 荒川 義之 新ひだか 飯岡牧場 466＋ 21：36．43 255．5�

（兵庫）

55 パルクデラモール 牝4鹿 53 松岡 正海�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468± 01：36．61� 40．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，185，500円 複勝： 64，306，300円 枠連： 16，100，100円
馬連： 94，527，600円 馬単： 42，682，800円 ワイド： 58，584，500円
3連複： 118，386，600円 3連単： 177，741，500円 計： 619，514，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 240円 � 890円 � 150円 枠 連（4－7） 2，400円

馬 連 �� 11，450円 馬 単 �� 17，000円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 500円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 8，960円 3 連 単 ��� 72，270円

票 数

単勝票数 計 471855 的中 � 61463（3番人気）
複勝票数 計 643063 的中 � 67381（5番人気）� 13457（9番人気）� 153418（1番人気）
枠連票数 計 161001 的中 （4－7） 5188（10番人気）
馬連票数 計 945276 的中 �� 6398（28番人気）
馬単票数 計 426828 的中 �� 1883（47番人気）
ワイド票数 計 585845 的中 �� 5028（28番人気）�� 32470（6番人気）�� 7864（22番人気）
3連複票数 計1183866 的中 ��� 9903（28番人気）
3連単票数 計1777415 的中 ��� 1783（207番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．0―12．7―12．2―11．7―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．1―48．8―1：01．0―1：12．7―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．0
3 11，12，3（5，6）（1，8）（4，9）（2，7，10） 4 ・（11，12）（6，8）3（5，4，10）（1，9）（2，7）

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 11戦3勝 賞金 36，062，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3103411月9日 晴 良 （1京都5） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

かんげつきょう

観月橋ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳55�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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

11 メモリーコウ 牝4栗 55 古川 吉洋�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 464＋ 41：51．3 18．3�
33 グレートタイム 牡4黒鹿57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 1．7�
811 グ ア ン 牝4栗 55 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 480＋141：51．62 12．2�
810 クイックファイア 牡4鹿 57 O．マーフィー 下河辺美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 472＋ 21：51．81� 4．4�

（英）

67 パキュートハート 牡4鹿 57 太宰 啓介中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 526± 01：52．22	 6．8�
66 ゼンノワスレガタミ 牡5鹿 57 和田 竜二大迫久美子氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 472＋121：52．3	 36．3	
44 テーオーフォース 牡4黒鹿57 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 41：52．4クビ 57．2

79 エ ネ ス ク 牡6鹿 57 松山 弘平節 英司氏 山内 研二 新冠 須崎牧場 518± 01：52．61	 83．8�
22 タガノファジョーロ 牡3鹿 55 
島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B452＋ 81：53．23	 38．2�
55 タガノボンバー �4鹿 57 M．デムーロ八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 490＋201：53．73 10．2
78 テイエムジョウネツ 牝7黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 472－ 61：54．12	 216．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，941，300円 複勝： 96，494，600円 枠連： 21，201，000円
馬連： 108，065，000円 馬単： 57，555，100円 ワイド： 68，452，600円
3連複： 146，595，300円 3連単： 256，636，400円 計： 810，941，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 320円 � 110円 � 250円 枠 連（1－3） 1，280円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，580円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 26，380円

票 数

単勝票数 計 559413 的中 � 24351（6番人気）
複勝票数 計 964946 的中 � 41631（6番人気）� 483887（1番人気）� 56877（5番人気）
枠連票数 計 212010 的中 （1－3） 12769（5番人気）
馬連票数 計1080650 的中 �� 59437（5番人気）
馬単票数 計 575551 的中 �� 9534（15番人気）
ワイド票数 計 684526 的中 �� 33346（6番人気）�� 10185（18番人気）�� 45374（4番人気）
3連複票数 計1465953 的中 ��� 40181（9番人気）
3連単票数 計2566364 的中 ��� 7052（82番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―13．2―13．0―12．4―12．3―12．1―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．5―50．5―1：02．9―1：15．2―1：27．3―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

メモリーコウ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2017．7．8 中京5着

2015．3．5生 牝4栗 母 メモリーキャップ 母母 メモリーアフリート 12戦4勝 賞金 60，457，000円
［他本会外：1戦0勝］

※ゼンノワスレガタミ号は，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。



3103511月9日 晴 良 （1京都5） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第54回デイリー杯2歳ステークス（ＧⅡ）

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

デイリースポーツ賞（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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．2
1：32．3

良
良

11 レッドベルジュール 牡2鹿 55 武 豊 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478＋281：34．5 7．7�
810 ウイングレイテスト 牡2栗 55 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 488＋121：34．71� 30．9�
33 ペールエール 牡2栗 55 M．デムーロ林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494－ 41：34．8� 2．5�
67 	 トリプルエース 牡2青鹿55 和田 竜二ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 478＋ 81：34．9� 11．4�
78 ラ イ テ ィ ア 牝2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 408－101：35．0クビ 7．7	
44 サクセッション 牡2芦 55 O．マーフィー �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508＋101：35．21� 3．0


（英）

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± 01：35．3� 36．6�
22 コ ル テ ジ ア 牡2青鹿55 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 21：35．51
 51．7�
66 インザムード 牡2青鹿55 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 476＋121：35．81� 29．0
79 � エキサイター 牡2鹿 55 吉村 智洋大嶋 晃一氏 長南 和宏 浦河 ダイヤモンドファーム 528－111：36．54 179．6�

（兵庫） （兵庫）

811 アサケエース 牡2鹿 55 藤岡 康太大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 424＋101：37．24 135．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 166，877，800円 複勝： 159，402，200円 枠連： 44，731，400円
馬連： 325，922，700円 馬単： 147，513，400円 ワイド： 187，253，300円
3連複： 466，168，900円 3連単： 780，274，900円 計： 2，278，144，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 220円 � 460円 � 130円 枠 連（1－8） 6，270円

馬 連 �� 10，840円 馬 単 �� 18，060円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 440円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 9，560円 3 連 単 ��� 94，030円

票 数

単勝票数 計1668778 的中 � 181838（3番人気）
複勝票数 計1594022 的中 � 165641（3番人気）� 63822（7番人気）� 442621（1番人気）
枠連票数 計 447314 的中 （1－8） 5522（20番人気）
馬連票数 計3259227 的中 �� 23295（27番人気）
馬単票数 計1475134 的中 �� 6123（45番人気）
ワイド票数 計1872533 的中 �� 15114（28番人気）�� 119637（3番人気）�� 35231（16番人気）
3連複票数 計4661689 的中 ��� 36546（30番人気）
3連単票数 計7802749 的中 ��� 6016（232番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．3―47．8―59．7―1：11．1―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドベルジュール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．6．23 阪神1着

2017．4．6生 牡2鹿 母 レッドファンタジア 母母 Cat Chat 2戦2勝 賞金 45，406，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3103611月9日 晴 良 （1京都5） 第3日 第12競走 ��
��2，200�3歳以上2勝クラス

発走16時20分 （1000万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
2：09．7
2：09．7

良
良

44 トーセンカンビーナ 牡3鹿 55 藤岡 康太島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456＋ 82：13．8 2．4�
810 スズカロング 牡5鹿 57 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 494＋ 22：13．9� 11．5�
89 チャロネグロ 牡5黒鹿57 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 62：14．32	 5．8�

33 ハギノカエラ 牝6栗 55
53 △岩田 望来安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 430－ 82：14．4	 4．9�

77 レイエスプランドル 牡4鹿 57 O．マーフィー 	サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 518＋10 〃 クビ 4．2

（英）

66 トレジャートローヴ 牡6芦 57 岩田 康誠吉田 勝己氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：15．14 30．5�
22 レッドストーリア 牝5鹿 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 石坂 公一 日高 下河辺牧場 420＋ 62：15．73	 36．6�
11 スピンドクター �4黒鹿57 国分 恭介ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 2 〃 ハナ 34．0
78 � ケージーキンカメ 牡8黒鹿57 吉村 智洋岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 480－ 62：15．8クビ 23．2�

（兵庫）

55 サイモンサーマル �4鹿 57 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 494－ 62：16．01 153．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 72，940，300円 複勝： 67，124，800円 枠連： 24，568，500円
馬連： 139，124，100円 馬単： 65，453，500円 ワイド： 88，049，400円
3連複： 167，559，200円 3連単： 309，635，900円 計： 934，455，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 270円 � 150円 枠 連（4－8） 470円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 510円 �� 290円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 11，970円

票 数

単勝票数 計 729403 的中 � 240612（1番人気）
複勝票数 計 671248 的中 � 164245（1番人気）� 46828（5番人気）� 120901（2番人気）
枠連票数 計 245685 的中 （4－8） 39981（2番人気）
馬連票数 計1391241 的中 �� 73936（7番人気）
馬単票数 計 654535 的中 �� 21740（7番人気）
ワイド票数 計 880494 的中 �� 43264（7番人気）�� 88160（2番人気）�� 21264（11番人気）
3連複票数 計1675592 的中 ��� 40931（8番人気）
3連単票数 計3096359 的中 ��� 18741（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―24．6―37．5―49．9―1：01．9―1：14．3―1：26．8―1：38．8―1：50．5―2：01．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンカンビーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2018．7．8 中京2着

2016．2．7生 牡3鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 10戦3勝 賞金 38，760，000円
〔制裁〕 レイエスプランドル号の騎手O．マーフィーは，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30，000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または施行団体名を表示している。



（1京都5）第3日 11月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 157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

291，070，000円
7，780，000円
27，340，000円
2，010，000円
35，120，000円
64，487，000円
5，415，600円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
602，014，500円
782，126，100円
211，681，500円
1，066，299，500円
521，813，700円
703，262，300円
1，464，957，100円
2，289，995，200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 7，642，149，900円

総入場人員 19，015名 （有料入場人員 17，803名）
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