
3104911月16日 晴 良 （1京都5） 第5日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時05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
1：23．4
1：23．0

不良
重

11 サダムスキャット 牝2栗 54 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 468－ 21：25．6 2．1�
68 オークレイコート 牝2栗 54

52 △岩田 望来 �ビクトリーホースランチ 谷 潔 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 440＋ 21：26．66 9．0�

56 テイエムクイーン 牝2鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 472± 01：26．81 7．6�
44 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 484－ 21：27．12 5．9�
45 シゲルハクチョウザ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 森永 聡 440＋ 41：27．2� 31．9�
710 ワイルドキャット 牝2黒鹿54 城戸 義政岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 430± 01：27．41� 177．2	
33 バトルレイカ 牝2鹿 54 藤懸 貴志宮川 秋信氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 470＋ 21：27．61 370．3

812 サイレントスウープ 牝2黒鹿54 和田 竜二ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464± 01：27．7クビ 4．8�
57 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 458－ 21：27．8� 22．9�
813 キャラメルボイス 牝2栗 54 川島 信二ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 504± 01：28．22� 102．7�
711 ディアデイジー 牝2鹿 54 国分 優作豊井 義次氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 440－ 61：28．3� 276．2�
69 ト ネ ー ル 牝2鹿 54 菱田 裕二�桑田牧場 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 432＋ 41：29．15 159．3�
22 シセイイワイ 牝2青鹿 54

51 ▲亀田 温心猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 438＋ 41：29．73� 171．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，544，600円 複勝： 47，611，400円 枠連： 8，494，200円
馬連： 42，776，800円 馬単： 22，790，500円 ワイド： 33，965，200円
3連複： 64，694，800円 3連単： 83，884，900円 計： 333，762，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 190円 � 190円 枠 連（1－6） 930円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 350円 �� 390円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 8，360円

票 数

単勝票数 計 295446 的中 � 114954（1番人気）
複勝票数 計 476114 的中 � 197424（1番人気）� 45163（4番人気）� 43306（5番人気）
枠連票数 計 84942 的中 （1－6） 7008（5番人気）
馬連票数 計 427768 的中 �� 35149（4番人気）
馬単票数 計 227905 的中 �� 11777（5番人気）
ワイド票数 計 339652 的中 �� 26646（3番人気）�� 23215（4番人気）�� 8586（12番人気）
3連複票数 計 646948 的中 ��� 22480（7番人気）
3連単票数 計 838849 的中 ��� 7274（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．9―48．1―1：00．3―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サダムスキャット �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2019．11．2 京都2着

2017．4．10生 牝2栗 母 レディーソルジャー 母母 ナ シ ラ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 エルセントロ号の騎手藤岡康太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シセイイワイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月16日まで平地競走

に出走できない。

3105011月16日 晴 良 （1京都5） 第5日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時30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 バ カ ラ 牡2栗 55 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 536＋161：53．5 2．6�
58 ルベルアージ 牡2黒鹿55 武 豊前田 幸治氏 武 幸四郎 新冠 新冠橋本牧場 458± 01：53．71� 13．4�
35 ロッキーサンダー 牡2鹿 55 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 480± 01：53．8クビ 5．4�
814 クリノヴジュアル 牡2栗 55

53 △岩田 望来栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 474± 01：54．11� 21．8�

46 キッズアガチャー 牡2鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530－ 41：54．41� 28．6�

59 オースミカムイ 牡2鹿 55 秋山真一郎	オースミ 渡辺 薫彦 浦河 �川 啓一 476± 0 〃 クビ 17．9

712 モンサンイルベント 牡2鹿 55 小牧 太山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 508＋ 61：54．5� 3．4�
23 タガノマイクラフト 牡2芦 55 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 八木牧場 496＋101：55．98 59．0�
815 ラ ク サ サ 牡2栗 55 川須 栄彦野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 杵臼牧場 472± 0 〃 クビ 41．2
47 メイケイスピリッツ 牡2鹿 55 松田 大作名古屋競馬	 武 英智 千歳 社台ファーム 484＋ 61：56．32� 86．9�
611 ヴィルトゥオーゾ 牡2鹿 55 太宰 啓介東海林貴大氏 高橋 亮 新冠 須崎牧場 486± 01：56．4クビ 196．0�
34 ブルベアカイリ 牡2栗 55

52 ▲亀田 温心 	ブルアンドベア 湯窪 幸雄 浦河 斉藤英牧場 488＋ 4 〃 クビ 112．7�
713 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 480＋ 61：56．72 149．0�
11 マテラアシスト 牡2黒鹿55 松若 風馬大野 照旺氏 浜田多実雄 新冠 ラツキー牧場 460± 01：56．8クビ 46．9�
610 オ カ リ ナ 牡2栗 55 古川 吉洋八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520－ 41：57．11� 28．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，055，800円 複勝： 36，294，100円 枠連： 9，238，200円
馬連： 40，505，300円 馬単： 20，340，300円 ワイド： 32，625，900円
3連複： 61，376，400円 3連単： 69，454，100円 計： 296，890，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 290円 � 160円 枠 連（2－5） 1，070円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 620円 �� 330円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 10，060円

票 数

単勝票数 計 270558 的中 � 83683（1番人気）
複勝票数 計 362941 的中 � 80247（2番人気）� 24148（4番人気）� 63241（3番人気）
枠連票数 計 92382 的中 （2－5） 6653（4番人気）
馬連票数 計 405053 的中 �� 19133（4番人気）
馬単票数 計 203403 的中 �� 6000（7番人気）
ワイド票数 計 326259 的中 �� 13085（5番人気）�� 27986（3番人気）�� 10323（7番人気）
3連複票数 計 613764 的中 ��� 21826（4番人気）
3連単票数 計 694541 的中 ��� 5004（19番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．8―13．0―13．3―12．7―12．3―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．0―50．0―1：03．3―1：16．0―1：28．3―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．5
1
3
8，14（2，12）（9，15）－（4，5）（1，3，10）7（6，13）11
8（14，12）（2，15，5）（9，10）－3，13（4，1，6）（7，11）

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

勝馬の
紹 介

バ カ ラ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2019．8．24 札幌2着

2017．4．28生 牡2栗 母 プラントパラダイス 母母 ブランドシャトル 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔制裁〕 バカラ号の騎手浜中俊は，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：12番）

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５日



3105111月16日 晴 良 （1京都5） 第5日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走11時00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

816 ボンボヤージ 牝2鹿 54
52 △岩田 望来廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 420＋ 21：10．1 17．4�
24 ナイントゥファイブ 牝2黒鹿54 松田 大作�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 460－ 21：10．31� 9．4�
818 サ ヴ ァ イ ヴ 牡2青 55 武 豊中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 61：10．62 1．8�
817 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 452＋ 41：10．7クビ 6．8�
715 ダ ッ チ マ ン �2青鹿55 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 448＋ 4 〃 クビ 32．7	
612 メイショウフォイル 牡2鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 492＋ 21：10．8� 23．9

714 ジュンジュン 牡2黒鹿55 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 476± 01：10．9� 265．6�
713 ア リ シ ア 牝2青鹿54 国分 恭介前田 葉子氏 高野 友和 新ひだか 矢野牧場 450＋ 61：11．0� 70．1�
35 タナノフローラ 牝2鹿 54 和田 竜二田中 俊彰氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 446± 01：11．1� 24．6
510 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 418＋ 61：11．31 34．8�
48 ポーカークイーン 牝2鹿 54 岩田 康誠�三嶋牧場 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 426± 01：11．4クビ 70．3�
11 ミ コ ハ ー ン 牝2黒鹿54 岡田 祥嗣古賀 慎一氏 浅見 秀一 新ひだか 下屋敷牧場 416＋ 2 〃 クビ 108．2�
12 ベ ル シ ッ ク 牝2鹿 54 国分 優作岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 沖田牧場 420－ 61：11．5クビ 124．9�
47 テ レ ー ザ 牝2青鹿 54

51 ▲亀田 温心門野 重雄氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 41：11．71� 38．6�
59 メイショウウナサカ 牡2栗 55 藤岡 康太松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 468＋ 61：12．01� 29．3�
23 ジ ョ ー ク ー 牡2黒鹿55 松山 弘平上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 480－ 41：12．1クビ 16．0�
611 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 436－ 41：12．2� 123．1�
36 リトルウィジー 牝2栗 54

53 ☆坂井 瑠星岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 ラツキー牧場 392－101：12．3� 469．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，784，500円 複勝： 39，208，100円 枠連： 17，637，600円
馬連： 46，178，600円 馬単： 23，423，600円 ワイド： 40，010，600円
3連複： 70，096，700円 3連単： 79，303，800円 計： 348，643，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 340円 � 240円 � 120円 枠 連（2－8） 490円

馬 連 �� 5，190円 馬 単 �� 11，580円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 650円 �� 540円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 46，630円

票 数

単勝票数 計 327845 的中 � 15942（5番人気）
複勝票数 計 392081 的中 � 21841（4番人気）� 33751（3番人気）� 123484（1番人気）
枠連票数 計 176376 的中 （2－8） 27435（2番人気）
馬連票数 計 461786 的中 �� 6892（17番人気）
馬単票数 計 234236 的中 �� 1517（36番人気）
ワイド票数 計 400106 的中 �� 5575（19番人気）�� 15921（3番人気）�� 20028（2番人気）
3連複票数 計 700967 的中 ��� 11885（9番人気）
3連単票数 計 793038 的中 ��� 1233（115番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―11．7―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．9―46．6―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンボヤージ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．27 東京9着

2017．4．25生 牝2鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 2戦1勝 賞金 5，000，000円

3105211月16日 晴 良 （1京都5） 第5日 第4競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走11時30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

45 リメンバーメモリー 牡2鹿 55 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 466＋ 42：03．3 4．4�
813 アールウィザード 牡2黒鹿 55

53 △岩田 望来前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 矢野牧場 488－ 62：03．62 22．5�
33 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 478－ 22：03．81� 4．2�
56 メイショウボサツ 牡2青鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 450＋ 2 〃 クビ 8．1�
711 ラズルダズル 牡2鹿 55 C．スミヨン �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 450＋ 62：03．9クビ 2．4�

（仏）

57 マイネルアルファー 牡2青鹿55 国分 優作 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 82：04．0� 405．9


812	 デュボンタン 牝2鹿 54 国分 恭介	ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 478－ 62：04．1
 459．1�

69 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 424－ 42：04．2� 26．9�

710 フェアウェルキッス 牝2青鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 514＋ 82：04．3
 30．7
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± 0 〃 クビ 17．2�
11 タガノヒロライド 牝2鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434－ 22：05．15 514．9�
68 	 サンライズレスター 牡2栗 55 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 愛 Coolmore 510＋ 22：05．31� 61．2�
22 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 494－ 22：06．68 84．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 35，870，400円 複勝： 40，358，700円 枠連： 9，687，000円
馬連： 51，503，000円 馬単： 26，183，100円 ワイド： 40，461，000円
3連複： 71，333，300円 3連単： 96，296，100円 計： 371，692，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 400円 � 170円 枠 連（4－8） 3，120円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 820円 �� 380円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 23，100円

票 数

単勝票数 計 358704 的中 � 67410（3番人気）
複勝票数 計 403587 的中 � 69552（2番人気）� 19991（8番人気）� 69026（3番人気）
枠連票数 計 96870 的中 （4－8） 2404（12番人気）
馬連票数 計 515030 的中 �� 13360（11番人気）
馬単票数 計 261831 的中 �� 4578（16番人気）
ワイド票数 計 404610 的中 �� 12144（10番人気）�� 29278（3番人気）�� 9567（15番人気）
3連複票数 計 713333 的中 ��� 13325（15番人気）
3連単票数 計 962961 的中 ��� 3022（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―37．2―49．9―1：02．6―1：15．5―1：28．0―1：39．9―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リメンバーメモリー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Lord of England デビュー 2019．6．23 阪神8着

2017．1．28生 牡2鹿 母 フ ィ オ ド ラ 母母 Forever Nice 4戦1勝 賞金 7，050，000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。



3105311月16日 晴 良 （1京都5） 第5日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時20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

33 デアリングタクト 牝2青鹿54 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 日高 長谷川牧場 464 ―1：37．7 4．8�

78 ノーセキュリティ 牡2鹿 55 古川 吉洋竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 508 ―1：37．91� 7．0�
810 ファスタザウインド 牡2黒鹿55 岩田 康誠鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 西村 和夫 508 ―1：38．32� 18．0�
22 ヒロシゲサンライズ 牡2鹿 55 秋山真一郎阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 浦河 笹島 政信 496 ― 〃 アタマ 21．8�
44 エンカンタドーラ 牝2鹿 54 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか 畠山牧場 450 ―1：38．51 6．1�
79 ナイトオブレディ 牝2黒鹿54 武 豊 	シルクレーシング 庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454 ―1：38．6� 2．9

67 マ シ ェ リ イ 牝2鹿 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 436 ― 〃 クビ 60．6�
11 レミニシェンザ 牝2鹿 54 藤岡 康太 	キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 448 ―1：38．92 10．0�
66 ミトノベルーガー 牡2芦 55 中井 裕二ロイヤルパーク 長谷川浩大 新ひだか 田中 裕之 432 ―1：39．22 232．0
55 アドマイヤエリーズ 牝2青鹿54 池添 謙一近藤 利一氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B470 ―1：39．51� 16．1�
811 ヴ ィ ネ ッ ト 牝2鹿 54 松若 風馬水上ふじ子氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 474 ―1：40．45 16．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，727，200円 複勝： 36，287，600円 枠連： 9，679，200円
馬連： 43，622，400円 馬単： 20，961，600円 ワイド： 29，809，600円
3連複： 54，936，500円 3連単： 72，434，400円 計： 296，458，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 190円 � 310円 枠 連（3－7） 670円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，150円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 8，910円 3 連 単 ��� 40，360円

票 数

単勝票数 計 287272 的中 � 49843（2番人気）
複勝票数 計 362876 的中 � 56315（2番人気）� 52185（4番人気）� 25594（6番人気）
枠連票数 計 96792 的中 （3－7） 11127（3番人気）
馬連票数 計 436224 的中 �� 17975（7番人気）
馬単票数 計 209616 的中 �� 4807（12番人気）
ワイド票数 計 298096 的中 �� 13210（6番人気）�� 6566（16番人気）�� 5108（22番人気）
3連複票数 計 549365 的中 ��� 4623（38番人気）
3連単票数 計 724344 的中 ��� 1301（155番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．5―13．1―12．6―12．2―11．7―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．8―49．9―1：02．5―1：14．7―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デアリングタクト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．4．15生 牝2青鹿 母 デアリングバード 母母 デアリングハート 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3105411月16日 晴 良 （1京都5） 第5日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時50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
1：11．0
1：10．2

重
不良

35 ショウゲッコウ 牝2鹿 54 国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 470 ―1：13．7 169．0�

47 テンテキセンセキ 牡2黒鹿55 酒井 学岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 454 ―1：13．91� 6．8�
610 タガノオボロ 牝2鹿 54 北村 友一八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448 ―1：14．53� 1．5�
34 キ ワ ミ 牡2栗 55 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B482 ― 〃 クビ 8．1�
713 スリーピート 牡2栗 55 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 496 ―1：14．71 55．8�
46 マーブルレディー 牝2鹿 54 池添 謙一下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 444 ―1：14．91� 46．0	
59 ヨドノエール 牡2黒鹿55 藤岡 康太海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 432 ― 〃 クビ 35．1

23 アンタルクティクス 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新冠 村上 進治 486 ―1：15．53� 29．4�
58 エキストラライト 牝2栗 54 松若 風馬岡田 牧雄氏 高柳 大輔 新ひだか 八田ファーム 430 ― 〃 クビ 11．9�
814 ケイマジェスティ 牡2鹿 55

53 △岩田 望来武田 敏也氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 478 ―1：15．71 74．1
11 ジューンアクア 牝2芦 54 古川 吉洋吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472 ―1：16．33� 32．1�
611 エ ラ シ コ 牡2鹿 55 中井 裕二今村 明浩氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 B510 ―1：16．72� 60．0�
815 ワイルドジャーニー 牡2青鹿 55

52 ▲亀田 温心玉井 宏和氏 大根田裕之 平取 川向高橋育
成牧場 432 ―1：17．12� 397．4�

712 グランソフィア 牝2栗 54 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 422 ―1：18．05 84．3�
22 ゼットライジング 牡2鹿 55 松山 弘平�フォーレスト 吉田 直弘 新冠 協和牧場 460 ―1：22．1大差 53．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，844，900円 複勝： 62，753，500円 枠連： 11，777，800円
馬連： 44，071，000円 馬単： 30，016，600円 ワイド： 36，121，600円
3連複： 65，843，500円 3連単： 103，043，900円 計： 388，472，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，900円 複 勝 � 1，480円 � 160円 � 110円 枠 連（3－4） 1，970円

馬 連 �� 43，280円 馬 単 �� 150，080円

ワ イ ド �� 6，450円 �� 3，450円 �� 230円

3 連 複 ��� 14，360円 3 連 単 ��� 408，230円

票 数

単勝票数 計 348449 的中 � 1752（14番人気）
複勝票数 計 627535 的中 � 3303（14番人気）� 53837（2番人気）� 396453（1番人気）
枠連票数 計 117778 的中 （3－4） 4619（7番人気）
馬連票数 計 440710 的中 �� 789（57番人気）
馬単票数 計 300166 的中 �� 150（124番人気）
ワイド票数 計 361216 的中 �� 1240（56番人気）�� 2342（34番人気）�� 51411（1番人気）
3連複票数 計 658435 的中 ��� 3438（39番人気）
3連単票数 計1030439 的中 ��� 183（579番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．3―12．5―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―36．3―48．8―1：01．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウゲッコウ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Sky Mesa 初出走

2017．4．5生 牝2鹿 母 スウィープイン 母母 フェザースティッチ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼットライジング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月16日まで平地

競走に出走できない。



3105511月16日 晴 良 （1京都5） 第5日 第7競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時20分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：31．3
1：30．3

良
良

48 ハッシュゴーゴー 牝3鹿 54 北村 友一吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 446＋ 81：34．0 34．5�
817� ミッドサマーハウス 牝3青 54 菱田 裕二ゴドルフィン 	島 一歩 英 Godolphin 450－ 61：34．21
 18．2�
715 メイケイハリアー 牡3芦 56 幸 英明名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 478＋101：34．3
 32．4�
714 ロードマドリード 牡4鹿 57

56 ☆坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム B470± 01：34．51
 9．5�
36 サトノソロモン 牡3鹿 56 C．スミヨン �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 556＋ 41：34．6クビ 2．6�

（仏）

816� ゴールドハット �5黒鹿 57
55 △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 416－ 2 〃 クビ 78．4	

24 アーデントリー 牡3鹿 56 古川 吉洋巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 450＋ 6 〃 アタマ 12．9

612 アナザーラブソング 牡3栗 56 武 豊市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 460－10 〃 アタマ 45．9�
611 ベストクィーン 牝3栗 54 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 422＋ 41：34．81 88．5�
510 ランブリングアレー 牝3黒鹿54 藤岡 康太 社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 470＋ 21：34．9
 3．1�
47 ディープサドラーズ 牡3鹿 56 岩田 康誠廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460＋ 81：35．0� 16．6�
59 ハッピーゴラッキー 牝3鹿 54 M．デムーロゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋16 〃 アタマ 20．3�
35 シンゼンブースター 牡3栗 56 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 494－ 2 〃 アタマ 62．7�
12 ラブリロンリロンス 牡3黒鹿56 酒井 学熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 41：35．42
 420．0�
713 イルヴェントドーロ 牝3鹿 54 池添 謙一兼松 康太氏 池添 学 浦河 栄進牧場 442＋ 41：35．5クビ 21．4�
23 ブランシェット 牝3黒鹿54 浜中 俊�G1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 436＋201：35．6� 66．4�
818 ショウナンタイザン 牡6黒鹿57 松山 弘平国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 504＋181：35．7
 43．8�
11  スズカクローカス 牝3黒鹿54 松若 風馬永井 宏明氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 430－ 21：37．9大差 126．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，125，500円 複勝： 55，282，200円 枠連： 18，938，800円
馬連： 69，324，000円 馬単： 28，634，600円 ワイド： 54，405，900円
3連複： 99，658，100円 3連単： 109，231，600円 計： 471，600，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，450円 複 勝 � 1，110円 � 560円 � 870円 枠 連（4－8） 5，310円

馬 連 �� 38，840円 馬 単 �� 73，800円

ワ イ ド �� 11，300円 �� 14，070円 �� 6，160円

3 連 複 ��� 318，050円 3 連 単 ��� 1，684，950円

票 数

単勝票数 計 361255 的中 � 8367（10番人気）
複勝票数 計 552822 的中 � 12786（10番人気）� 27336（6番人気）� 16680（9番人気）
枠連票数 計 189388 的中 （4－8） 2759（20番人気）
馬連票数 計 693240 的中 �� 1383（79番人気）
馬単票数 計 286346 的中 �� 291（151番人気）
ワイド票数 計 544059 的中 �� 1241（85番人気）�� 996（93番人気）�� 2290（55番人気）
3連複票数 計 996581 的中 ��� 235（446番人気）
3連単票数 計1092316 的中 ��� 47（2393番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．0―12．1―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―46．9―59．0―1：10．6―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 1，15（9，13，14）（3，8，6，10，18）（7，11，16）（2，17，12）（4，5） 4 ・（1，15，14）（13，10，18）（9，16）（8，6）（3，12）（7，11）17，2（4，5）

勝馬の
紹 介

ハッシュゴーゴー �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 Kaldoun デビュー 2019．1．26 京都4着

2016．4．19生 牝3鹿 母 ハッシュバンバン 母母 Horphaly 9戦2勝 賞金 18，000，000円
〔制裁〕 ランブリングアレー号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：18番）
※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 ニホンピロヘイロー号
※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。

3105611月16日 晴 良 （1京都5） 第5日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走13時55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

48 � ロードレガリス 牡4黒鹿57 武 豊 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 516± 01：51．1 1．5�
12 テイエムチェロキー 牡5鹿 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 496＋ 81：51．31	 8．8�
815 タ イ サ イ 牡3栗 55 中井 裕二椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480＋141：51．4	 42．5�
36 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 526＋ 41：51．71� 14．0�
59 ペ ガ サ ス 牡3青鹿55 和田 竜二中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 460＋ 21：51．8� 33．8�
510 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 466＋ 61：51．9	 58．3

612 オ ノ リ ス 牡4黒鹿57 C．スミヨン 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B508＋ 41：52．0	 5．7�

（仏）

816 サンライズナイト 牡4黒鹿57 北村 友一松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B488＋ 21：52．1� 75．1�
23 イ ベ リ ア 牡4黒鹿57 松山 弘平森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 498－ 41：52．63 49．1
713 ダイシンインディー 牡3栗 55 幸 英明大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 530－ 21：53．02 23．8�
11 テイエムチューハイ 牡5黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B460＋101：53．21 43．1�
47 ルドルフィーナ 牡6青鹿57 藤懸 貴志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 492－ 61：53．84 225．3�
714 ショウナンパンサー 
3鹿 55

53 △岩田 望来国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 494－ 41：54．01� 33．9�
611 コンクエストシチー 
7栗 57 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 462± 01：54．1クビ 101．6�
35 グリニッジシチー 
3栗 55 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 470＋ 6 〃 クビ 63．8�
24  ワシントンテソーロ 牡3黒鹿55 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 488－ 61：54．52	 126．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，912，100円 複勝： 131，177，100円 枠連： 20，806，900円
馬連： 70，971，200円 馬単： 37，281，300円 ワイド： 56，925，200円
3連複： 105，514，100円 3連単： 146，949，800円 計： 609，537，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 520円 枠 連（1－4） 490円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，040円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 11，810円

票 数

単勝票数 計 399121 的中 � 209741（1番人気）
複勝票数 計1311771 的中 � 903999（1番人気）� 82470（3番人気）� 18286（8番人気）
枠連票数 計 208069 的中 （1－4） 32537（2番人気）
馬連票数 計 709712 的中 �� 98567（2番人気）
馬単票数 計 372813 的中 �� 41614（2番人気）
ワイド票数 計 569252 的中 �� 49162（2番人気）�� 13359（12番人気）�� 4859（28番人気）
3連複票数 計1055141 的中 ��� 14596（18番人気）
3連単票数 計1469498 的中 ��� 9021（29番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―13．0―13．2―12．8―12．2―12．4―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―22．8―35．8―49．0―1：01．8―1：14．0―1：26．4―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ロードレガリス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fusaichi Pegasus

2015．5．30生 牡4黒鹿 母 レディマーメイド 母母 Mother of Pearl 8戦2勝 賞金 21，650，000円
初出走 JRA

※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。



3105711月16日 晴 良 （1京都5） 第5日 第9競走 ��
��1，800�

き

も ち の 木 賞
発走14時30分 （ダート・右）
2歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：51．0
1：50．9

重
不良

44 レーヌブランシュ 牝2芦 54 松山 弘平前田 晋二氏 橋口 慎介 新ひだか 土居牧場 454－ 81：53．0 22．6�
55 キンノマサカリ 牡2黒鹿55 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484± 01：53．21� 3．9�
78 ベイサイドブルー 牡2鹿 55 C．スミヨン �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 528－ 4 〃 アタマ 8．7�

（仏）

11 ショウナンナデシコ 牝2栗 54 岩田 望来国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 460± 01：53．3	 3．6�
77 フレイムウィングス 牡2青鹿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 478± 01：53．62 5．3�
66 ハクアイウィンザー 牡2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 522＋ 61：54．13 26．2

22 ヴ ォ ル ス ト 牡2鹿 55 武 豊	ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 桜井牧場 500＋161：54．42 15．4�
33 アポロアベリア 牡2栗 55 松若 風馬アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 日高 三輪 幸子 518－ 21：54．5	 44．2�
810 ベ レ ヌ ス 牡2鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 516＋141：54．6クビ 29．3
89 セイシェルノユウヒ 牡2芦 55 M．デムーロ宮城 寛也氏 安田 翔伍 新冠 スカイビーチステーブル 460＋ 6 〃 アタマ 6．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，237，200円 複勝： 59，103，100円 枠連： 15，602，900円
馬連： 83，564，000円 馬単： 36，517，900円 ワイド： 51，046，700円
3連複： 107，573，500円 3連単： 151，434，600円 計： 559，079，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 390円 � 160円 � 280円 枠 連（4－5） 3，130円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 7，130円

ワ イ ド �� 940円 �� 2，410円 �� 660円

3 連 複 ��� 9，090円 3 連 単 ��� 76，720円

票 数

単勝票数 計 542372 的中 � 20302（7番人気）
複勝票数 計 591031 的中 � 32490（8番人気）� 121533（1番人気）� 50852（5番人気）
枠連票数 計 156029 的中 （4－5） 3852（12番人気）
馬連票数 計 835640 的中 �� 21721（12番人気）
馬単票数 計 365179 的中 �� 3837（27番人気）
ワイド票数 計 510467 的中 �� 14067（11番人気）�� 5197（31番人気）�� 20580（8番人気）
3連複票数 計1075735 的中 ��� 8873（35番人気）
3連単票数 計1514346 的中 ��� 1431（278番人気）

ハロンタイム 12．3―11．9―13．8―13．3―12．0―12．3―12．3―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．2―38．0―51．3―1：03．3―1：15．6―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レーヌブランシュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．9．15 阪神1着

2017．3．3生 牝2芦 母 ア ン ジ ュ エ 母母 キュンティア 2戦2勝 賞金 17，231，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31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。

3105811月16日 晴 良 （1京都5） 第5日 第10競走 ��
��2，200�

ひ え い

比叡ステークス
発走15時05分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．11．17以降1．11．10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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．7

良
良

33 レッドレオン 牡4青鹿55 北村 友一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋122：13．4 6．7�
57 サトノケンシロウ 牡6黒鹿56 幸 英明 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B470－ 82：13．5� 20．8�
56 ド ゥ ー カ 牡6栗 54 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 508＋12 〃 ハナ 24．8�
711 ステイパーシスト �6黒鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 22：13．6	 46．0�
11 ギ ャ ラ ッ ド �4鹿 55 C．スミヨン �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 480± 02：13．7	 2．9	

（仏）

69 
 スティルウォーター 牝6黒鹿51 松若 風馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 414± 02：13．8� 30．4


812 ゴールドフラッグ 牡4黒鹿54 岩田 康誠合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B506＋ 8 〃 クビ 34．1�

22 ハ ウ エ バ ー 牡5栗 54 坂井 瑠星古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 420± 02：13．9	 55．2�
44 エーティーラッセン 牡5鹿 54 太宰 啓介荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 516＋ 42：14．0クビ 11．7
68 イペルラーニオ 牡4鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 西村 真幸 新冠 コスモヴューファーム B506＋16 〃 アタマ 9．6�
813 レオコックブルー 牝4黒鹿53 藤岡 康太親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 440－ 82：14．21� 7．0�
710 バイオレントブロー �4黒鹿55 武 豊 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 476± 02：14．51� 13．0�
45 ラ テ ュ ロ ス 牝4鹿 54 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 430＋ 6 〃 アタマ 6．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 48，521，000円 複勝： 69，844，900円 枠連： 23，706，900円
馬連： 116，300，500円 馬単： 43，982，200円 ワイド： 72，586，200円
3連複： 165，605，400円 3連単： 195，563，700円 計： 736，110，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 260円 � 470円 � 580円 枠 連（3－5） 4，610円

馬 連 �� 6，130円 馬 単 �� 11，930円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 2，230円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 55，790円 3 連 単 ��� 289，940円

票 数

単勝票数 計 485210 的中 � 57707（3番人気）
複勝票数 計 698449 的中 � 77756（4番人気）� 37655（8番人気）� 29140（9番人気）
枠連票数 計 237069 的中 （3－5） 3982（22番人気）
馬連票数 計1163005 的中 �� 14689（23番人気）
馬単票数 計 439822 的中 �� 2763（50番人気）
ワイド票数 計 725862 的中 �� 10048（25番人気）�� 8404（28番人気）�� 4287（48番人気）
3連複票数 計1656054 的中 ��� 2226（169番人気）
3連単票数 計1955637 的中 ��� 489（872番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．8―13．0―12．8―12．2―12．2―11．8―11．6―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．6―36．4―49．4―1：02．2―1：14．4―1：26．6―1：38．4―1：50．0―2：01．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドレオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．1．8 京都1着

2015．1．30生 牡4青鹿 母 レッドエルザ 母母 Belva 7戦4勝 賞金 58，378，000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。



3105911月16日 晴 良 （1京都5） 第5日 第11競走 ��
��2，000�アンドロメダステークス（Ｌ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，30．11．17以降1．11．10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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

510 マイネルサーパス 牡3黒鹿53 国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 21：59．4 9．2�

612 フ ラ ン ツ 牡4鹿 55 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 436－ 81：59．5� 4．0�
11 トリコロールブルー 牡5青鹿56 C．スミヨン �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋12 〃 アタマ 2．6�

（仏）

47 ロードヴァンドール 牡6栗 55 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B498＋ 21：59．6クビ 16．7�
36 アイスストーム 牡4鹿 54 武 豊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532＋ 21：59．7� 5．6	
12 ナイトオブナイツ 牡6栗 56 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 464＋101：59．91� 37．0

816 アメリカズカップ 牡5黒鹿55 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452± 02：00．11� 68．9�
24 ゴールドサーベラス 牡7栗 54 坂井 瑠星田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 446－ 6 〃 クビ 52．3�
611 ケイティクレバー 牡4鹿 54 古川 吉洋瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 462－ 22：00．41� 22．8
817 キ ョ ウ ヘ イ 牡5鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B452＋ 8 〃 クビ 91．0�
23 マサハヤドリーム 	7鹿 54 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 ハナ 162．1�
714 ジ ェ シ ー 牡4鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 484＋ 4 〃 ハナ 9．6�
815 アウトライアーズ 牡5鹿 54 北村 友一丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 490－ 42：00．5クビ 38．3�
48 ジョルジュサンク 牡6栗 53 川須 栄彦 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 532＋ 42：00．81� 195．9�
59 マイネルネーベル 牡7鹿 53 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 460± 02：01．12 201．1�
713 レトロロック 牡7鹿 55 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 488＋ 42：01．2� 68．5�
35 ヒーズインラブ 牡6鹿 56 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 526－ 2 〃 クビ 79．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 99，282，500円 複勝： 135，983，000円 枠連： 60，407，400円
馬連： 286，507，500円 馬単： 111，094，900円 ワイド： 171，456，100円
3連複： 465，222，800円 3連単： 574，143，800円 計： 1，904，098，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 230円 � 160円 � 120円 枠 連（5－6） 1，800円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 830円 �� 460円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 17，110円

票 数

単勝票数 計 992825 的中 � 86258（4番人気）
複勝票数 計1359830 的中 � 113229（5番人気）� 211477（2番人気）� 374766（1番人気）
枠連票数 計 604074 的中 （5－6） 25928（7番人気）
馬連票数 計2865075 的中 �� 97286（8番人気）
馬単票数 計1110949 的中 �� 15625（19番人気）
ワイド票数 計1714561 的中 �� 48079（10番人気）�� 93228（3番人気）�� 157367（1番人気）
3連複票数 計4652228 的中 ��� 191398（3番人気）
3連単票数 計5741438 的中 ��� 24324（42番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．4―11．9―11．9―12．4―11．4―11．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．9―36．3―48．2―1：00．1―1：12．5―1：23．9―1：35．4―1：47．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．5
1
3

11，16（9，14）7（8，10，17）（4，5）1－（2，12）－6－（3，15）－13
11（16，7）（9，14）5（8，10，17）（4，1）（2，12）6（3，15）13

2
4
11，16（9，7，14）（8，10，17）（4，5，1）－2，12－（6，15）3－13・（11，16，7）（9，5，14）（8，10）（17，1）（4，12）（3，2，6）－13，15

勝馬の
紹 介

マイネルサーパス �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2018．8．25 新潟2着

2016．5．6生 牡3黒鹿 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー 10戦3勝 賞金 63，520，000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。

3106011月16日 晴 良 （1京都5） 第5日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時20分 （1000万円以下） （芝・右）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

612� プリディカメント 牝4黒鹿55 浜中 俊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514＋ 21：09．3 5．0�

47 ウ ィ ズ 牡4鹿 57 武 豊 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 486－ 21：09．4	 14．7�

48 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 462＋ 21：09．61	 46．2�
12 レジーナファースト 牝4鹿 55 北村 友一ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 474＋221：09．81 5．3�
816 ローゼンクリーガー 牝3青 54 岩田 康誠藤田 孟司氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 B474＋ 2 〃 クビ 9．5�
36 グ ラ ナ タ ス 牡3鹿 56 松若 風馬 	サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 476－ 41：09．9	 13．2

59 
 ズ ア ー 牡5鹿 57 C．スミヨン 吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End

Bloodstock 514＋ 2 〃 ハナ 3．2�
（仏）

818 ザイツィンガー 牡3芦 56 秋山真一郎永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 426＋ 6 〃 ハナ 17．9�
35 ウインハートビート 牡6栗 57 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 492－ 61：10．0クビ 209．2
11 パッションチカ 牝5鹿 55 国分 恭介冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 440－ 2 〃 ハナ 158．9�
817 メイショウツバキ 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 462＋ 61：10．1� 142．2�
23 ショウナンマッシブ 牡5鹿 57 池添 謙一国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 472± 01：10．31 14．5�
510 ガーシュウィン 牡5鹿 57 菱田 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 492± 0 〃 クビ 167．8�
24 ノボリレーヴ 牝4鹿 55

53 △岩田 望来原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 452＋ 6 〃 アタマ 33．3�
715 ゲンパチケンシン 牡5芦 57 川島 信二平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 474＋ 21：10．4クビ 99．0�
714 マーマレードガール 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 448－ 81：10．82	 19．8�
713 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 B522＋ 81：11．11� 24．7�
611 ナーゲルリング 牝3黒鹿54 国分 優作 	ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 456－10 （競走中止） 156．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 67，660，800円 複勝： 92，231，900円 枠連： 41，776，100円
馬連： 160，582，200円 馬単： 62，832，300円 ワイド： 118，734，700円
3連複： 254，154，700円 3連単： 281，069，000円 計： 1，079，041，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 270円 � 420円 � 930円 枠 連（4－6） 2，800円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 3，150円 �� 4，770円

3 連 複 ��� 31，870円 3 連 単 ��� 100，870円

票 数

単勝票数 計 676608 的中 � 107077（2番人気）
複勝票数 計 922319 的中 � 102215（3番人気）� 57281（7番人気）� 22985（12番人気）
枠連票数 計 417761 的中 （4－6） 11533（16番人気）
馬連票数 計1605822 的中 �� 42994（10番人気）
馬単票数 計 628323 的中 �� 11085（11番人気）
ワイド票数 計1187347 的中 �� 28679（10番人気）�� 9580（40番人気）�� 6281（53番人気）
3連複票数 計2541547 的中 ��� 5981（106番人気）
3連単票数 計2810690 的中 ��� 2020（333番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．3―11．2―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―34．8―46．0―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．5
3 10（7，13）（4，9）（1，2，16，14）6（5，8，15）12，3，18，17 4 10，7，13（4，9）16，2（1，6，14）（5，8，15）（3，12）（17，18）

勝馬の
紹 介

�プリディカメント �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Cadeaux Genereux

2015．4．12生 牝4黒鹿 母 ジェネラスオプション 母母 Easy Option 6戦2勝 賞金 23，892，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ナーゲルリング号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 サンライズカナロア号・タイセイアベニール号
※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。



（1京都5）第5日 11月16日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

223，870，000円
12，960，000円
29，750，000円
1，280，000円
24，720，000円
77，315，500円
4，602，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
534，566，500円
806，135，600円
247，753，000円
1，055，906，500円
464，058，900円
738，148，700円
1，586，009，800円
1，962，809，700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 7，395，388，700円

総入場人員 17，055名 （有料入場人員 15，801名）
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