
3107311月23日 晴 良 （1京都5） 第7日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

610 レディオマジック 牡2黒鹿55 和田 竜二 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 458－ 41：12．2 1．9�

712 サ ン ラ イ ト 牡2鹿 55 松田 大作�三嶋牧場 上村 洋行 新ひだか 原口牧場 438± 01：13．37 7．5�
35 ワルツフォーデビー 牡2栗 55

53 △斎藤 新風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 438± 01：14．04 59．5�
611 マリスステラ 牝2鹿 54 幸 英明馬場 祥晃氏 武 英智 新ひだか 前田牧場 430± 0 〃 クビ 16．4�
713 グランヴェルソー 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治間宮 秀直氏 牧田 和弥 浦河 栄進牧場 446－ 21：14．32 71．1	
11 メイショウイコロ 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 432± 01：14．4クビ 26．6

814 ミキノボンゴ 牡2栗 55 柴山 雄一谷口 久和氏 大橋 勇樹 青森 マルシチ牧場 478＋ 21：14．61� 105．0�
47 カモンベイビー 牡2栗 55 �島 克駿鈴木美江子氏 松下 武士 新冠 村田牧場 468＋ 81：15．02� 10．0�
46 メイショウサフラン 牡2栗 55

53 △岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 浦新 徳司 432＋101：15．21� 84．3
22 ジ ャ ミ ー 牝2栗 54 岩田 康誠小林竜太郎氏 石坂 公一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 464＋ 6 〃 クビ 18．0�
58 ウェーブモンスター 牡2栗 55

52 ▲亀田 温心万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 510－ 21：15．3クビ 17．1�
34 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 510－ 21：15．4� 75．7�
23 クリノターハイ 牡2栗 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 永村 侑 484－ 2 〃 クビ 300．9�
815 マ ッ シ リ ア 牡2栗 55 松山 弘平森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 478＋ 81：16．35 7．9�
59 メモリアルクイーン 牝2栗 54 太宰 啓介水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 438± 01：16．83 23．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，916，900円 複勝： 54，083，300円 枠連： 11，449，900円
馬連： 55，947，600円 馬単： 29，194，700円 ワイド： 44，285，300円
3連複： 86，236，100円 3連単： 101，829，900円 計： 416，943，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 200円 � 870円 枠 連（6－7） 540円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，510円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 10，840円 3 連 単 ��� 27，960円

票 数

単勝票数 計 339169 的中 � 143854（1番人気）
複勝票数 計 540833 的中 � 263816（1番人気）� 47485（2番人気）� 7465（11番人気）
枠連票数 計 114499 的中 （6－7） 16276（2番人気）
馬連票数 計 559476 的中 �� 60659（1番人気）
馬単票数 計 291947 的中 �� 22729（1番人気）
ワイド票数 計 442853 的中 �� 39720（1番人気）�� 7073（17番人気）�� 2151（47番人気）
3連複票数 計 862361 的中 ��� 5964（31番人気）
3連単票数 計1018299 的中 ��� 2640（87番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．5―12．3―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．5―47．8―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディオマジック �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．6．30 中京6着

2017．4．9生 牡2黒鹿 母 ストリートキャット 母母 スターエンジェル 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マッシリア号・メモリアルクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月

23日まで平地競走に出走できない。

3107411月23日 晴 良 （1京都5） 第7日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時35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
1：20．5
1：20．3

良
良

48 グリンデルヴァルト 牝2鹿 54 武 豊藤田 好紀氏 坂口 智康 新ひだか 前田ファーム 458＋121：23．2 7．5�
47 ムーンライト 牝2青 54 川田 将雅石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 452± 01：23．3� 8．5�
59 マカロンパフェ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 482＋ 81：23．4� 4．1�
11 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± 01：23．5� 10．8�
714 メイショウミモザ 牝2芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 438± 01：23．6クビ 13．2	
12 ダンツシルビア 牝2黒鹿 54

52 △岩田 望来山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 460＋10 〃 アタマ 16．8

36 ヤマカツパトリシア 牝2青 54 浜中 俊山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 446－ 4 〃 アタマ 43．2�
35 タイセイレフィーノ 牝2鹿 54 松若 風馬田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 456± 01：23．7� 189．4�
510 ノーブルプリンセス 牝2鹿 54 藤岡 佑介吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 折手牧場 452－ 21：24．01� 28．6
816 スターライトジャズ 牝2鹿 54 松山 弘平犬塚悠治郎氏 高橋 義忠 平取 坂東牧場 452－ 21：24．1� 8．2�
611 ハギノオーロ 牝2鹿 54 吉田 隼人安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 502＋ 21：24．31� 26．2�
817 ブルーアズール 牝2黒鹿54 藤岡 康太飯田 正剛氏 石坂 公一 新ひだか 千代田牧場 442＋ 21：24．4クビ 144．5�
713 ナオミエキスプレス 牝2青鹿54 O．マーフィー 塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 416＋ 61：24．5� 24．1�

（英）

23 フェールアシュバル 牝2栗 54
51 ▲団野 大成�日進牧場 佐々木晶三 浦河 高村牧場 468± 01：24．92� 41．7�

612 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± 01：25．0クビ 109．6�
24 ラインエンジェル 牝2栗 54 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 464－ 61：25．1� 11．2�
715 スナークアリス 牝2芦 54 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 442－ 21：25．31 304．9�
818 マイレリーフ 牝2鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 430＋201：25．62 14．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，323，600円 複勝： 56，316，100円 枠連： 18，373，000円
馬連： 66，830，600円 馬単： 27，064，600円 ワイド： 57，485，200円
3連複： 107，959，700円 3連単： 101，245，100円 計： 467，597，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 200円 � 160円 枠 連（4－4） 2，450円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 990円 �� 640円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 13，900円

票 数

単勝票数 計 323236 的中 � 35974（2番人気）
複勝票数 計 563161 的中 � 52151（4番人気）� 71115（2番人気）� 102035（1番人気）
枠連票数 計 183730 的中 （4－4） 5795（12番人気）
馬連票数 計 668306 的中 �� 19411（5番人気）
馬単票数 計 270646 的中 �� 4206（10番人気）
ワイド票数 計 574852 的中 �� 14231（8番人気）�� 22941（2番人気）�� 31225（1番人気）
3連複票数 計1079597 的中 ��� 30614（1番人気）
3連単票数 計1012451 的中 ��� 5277（7番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．1―11．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―47．4―59．3―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グリンデルヴァルト �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．9．16 阪神5着

2017．3．23生 牝2鹿 母 フィールドボニータ 母母 ゴートゥグローリー 2戦1勝 賞金 5，700，000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。

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７日



3107511月23日 晴 良 （1京都5） 第7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
1：44．5

良
良

68 チェスナットドレス 牝2栗 54 O．マーフィー 東海林貴大氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 452－ 41：48．6 6．2�
（英）

44 ファルコニア 牡2鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448－ 41：49．02� 1．7�
45 ウェイトゥザトップ 牡2栗 55 C．スミヨン 吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492－ 81：49．74 8．5�

（仏）

11 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 488＋ 81：49．8� 67．1�
57 マイネルクライマー 牡2鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 三石川上牧場 486＋ 21：49．9� 32．6	
812 ハンメルフェスト 牡2黒鹿55 小牧 太�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 540－ 81：50．0クビ 110．2

33 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 478＋ 61：50．1� 43．0�
69 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 430＋ 4 〃 クビ 7．0�
711 ダンシングリッチー 牡2鹿 55 松山 弘平米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 468＋121：50．2� 27．3
813 サルサデスティニー 牡2栗 55 藤岡 康太菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 442＋121：50．3� 201．9�
710 ライトマイファイア 牡2鹿 55

53 △岩田 望来三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 クビ 130．4�
22 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 478＋ 41：50．51	 18．2�
56 ピエナボヘミアン 牡2芦 55 
島 良太本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 B514＋ 21：50．92� 445．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，302，700円 複勝： 158，465，900円 枠連： 14，443，000円
馬連： 57，839，600円 馬単： 36，781，100円 ワイド： 52，543，900円
3連複： 84，601，000円 3連単： 139，284，700円 計： 585，261，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 140円 � 110円 � 160円 枠 連（4－6） 210円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 220円 �� 570円 �� 220円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 6，790円

票 数

単勝票数 計 413027 的中 � 55791（2番人気）
複勝票数 計1584659 的中 � 99504（2番人気）� 1179643（1番人気）� 70603（4番人気）
枠連票数 計 144430 的中 （4－6） 52507（1番人気）
馬連票数 計 578396 的中 �� 101626（1番人気）
馬単票数 計 367811 的中 �� 19230（6番人気）
ワイド票数 計 525439 的中 �� 65697（1番人気）�� 19636（7番人気）�� 65160（2番人気）
3連複票数 計 846010 的中 ��� 71880（1番人気）
3連単票数 計1392847 的中 ��� 14862（20番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．0―12．5―12．4―11．8―11．4―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．6―49．1―1：01．5―1：13．3―1：24．7―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェスナットドレス �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2019．9．15 阪神5着

2017．4．11生 牝2栗 母 アドマイヤドレス 母母 クイーンジャガー 4戦1勝 賞金 7，500，000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。

3107611月23日 晴 良 （1京都5） 第7日 第4競走 ��
��1，800�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
1：51．0
1：50．9

重
不良

812 サトノラファール 牡2栗 55 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 千歳 社台ファーム 552 ―1：54．1 24．0�
11 サイモンルモンド �2栗 55 松山 弘平澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 444 ―1：55．05 45．4�
710 ビハインドザサン 牝2鹿 54 O．マーフィーゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522 ―1：55．21� 3．8�
（英）

56 ハイアーグレード 牝2栗 54 浜中 俊下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 454 ―1：55．41� 12．9�
33 アイノウィステリア 牡2鹿 55 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 市正牧場 490 ―1：55．82 44．4�
22 ミンミンセレーナ 牝2鹿 54 水口 優也グリーンスウォード羽月 友彦 浦河 谷川牧場 486 ―1：55．9	 106．8	
57 マコトイスカンダル 牡2鹿 55 川田 将雅�ディアマント 
島 一歩 日高 ヤナガワ牧場 458 ―1：56．43 7．5

68 タガノアレクシア 牝2栗 54 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468 ―1：56．5クビ 4．3�
711 ガラスノヒトミ 牡2栗 55 C．スミヨン 野田 善己氏 角居 勝彦 むかわ 市川牧場 464 ―1：56．92� 3．9�

（仏）

813 ケイアイリア 牡2栗 55 藤岡 佑介亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 512 ―1：57．11� 10．4
44 クルヴァグランデ 牡2栗 55 田中 健玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 三木田 明仁 468 ―2：00．4大差 45．1�
69 スリーシャトー 牡2鹿 55 
島 良太永井商事� 西橋 豊治 平取 オークツリー

ファーム 430 ―2：02．3大差 103．0�
45 タガノコウキ 牡2鹿 55 藤懸 貴志八木 良司氏 安田 隆行 新冠 八木牧場 464 ―2：05．3大差 134．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，743，700円 複勝： 39，465，500円 枠連： 14，579，600円
馬連： 50，947，200円 馬単： 26，796，300円 ワイド： 39，779，800円
3連複： 71，455，200円 3連単： 89，543，400円 計： 363，310，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 520円 � 1，010円 � 170円 枠 連（1－8） 11，740円

馬 連 �� 42，270円 馬 単 �� 80，060円

ワ イ ド �� 7，240円 �� 1，610円 �� 3，880円

3 連 複 ��� 59，470円 3 連 単 ��� 432，790円

票 数

単勝票数 計 307437 的中 � 10877（7番人気）
複勝票数 計 394655 的中 � 16977（7番人気）� 8177（10番人気）� 84104（1番人気）
枠連票数 計 145796 的中 （1－8） 962（21番人気）
馬連票数 計 509472 的中 �� 934（54番人気）
馬単票数 計 267963 的中 �� 251（108番人気）
ワイド票数 計 397798 的中 �� 1396（45番人気）�� 6506（18番人気）�� 2629（33番人気）
3連複票数 計 714552 的中 ��� 901（110番人気）
3連単票数 計 895434 的中 ��� 150（678番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．8―12．9―12．8―12．7―12．7―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．6―49．5―1：02．3―1：15．0―1：27．7―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．1
1
3
・（3，10）5（2，7，6）－（4，12，8）－11－（9，13）＝1・（3，10）6（2，11）7（12，8）－（4，9）－13－1＝5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノラファール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Sea of Secrets 初出走

2017．1．28生 牡2栗 母 シークレットジプシー 母母 Miss Utada 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 クルヴァグランデ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーシャトー号・タガノコウキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月

23日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 クルヴァグランデ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年12月23日まで出走できない。
※サトノラファール号は，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。



3107711月23日 晴 良 （1京都5） 第7日 第5競走 ��1，400�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
1：20．5
1：20．3

良
良

713 ファーストフォリオ 牝2栗 54 O．マーフィー �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 432 ―1：22．7 2．3�
（英）

715 ディヴィナシオン 牡2黒鹿55 松山 弘平一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 430 ―1：22．8� 16．5�
818 ネージュダムール 牝2芦 54

53 ☆川又 賢治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 424 ―1：23．43� 9．1�

714 レ ジ ェ モ ー 牝2鹿 54 武 豊吉田 照哉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 442 ―1：23．61� 5．2�
611 ユ キ ネ エ 牝2黒鹿54 水口 優也杉野 公彦氏 浜田多実雄 浦河 ディアレスト

クラブ 438 ―1：23．81� 28．9	
35 ジ ュ ラ ン ド 牝2栗 54

51 ▲団野 大成�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 426 ―1：23．9� 7．5

36 ワンダースアダーオ 牝2黒鹿54 池添 謙一山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 446 ―1：24．0� 128．2�
47 カルトレガーメ 牝2青鹿54 吉田 隼人大迫 基弘氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 488 ―1：24．21� 17．6�
612 メイショウヴンダー 牡2青鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 436 ― 〃 アタマ 50．8
816 ルールシェーバー 牡2鹿 55

52 ▲亀田 温心儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム 484 ―1：24．51� 41．5�
11 ヘヴンレーヴ 牝2鹿 54

52 △斎藤 新天堀 忠博氏 森田 直行 浦河 秋場牧場 408 ―1：24．6� 161．0�
817 エ ン レ イ 牝2鹿 54 和田 竜二�辻牧場 長谷川浩大 浦河 辻 牧場 456 ―1：24．7� 149．6�
59 シティリズム 牝2鹿 54 岩田 康誠飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 434 ― 〃 クビ 55．6�
24 ニホンピロキアロ 牡2鹿 55 柴山 雄一小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 442 ―1：24．91 28．9�
23 ルビーポート 牝2鹿 54 川島 信二�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 474 ―1：25．11� 58．8�
48 ル ア オ レ 牝2鹿 54

53 ☆西村 淳也�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 454 ― 〃 クビ 74．5�
12 グッドラックスター 牝2青鹿54 藤岡 康太�嶋 孝司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 440 ―1：25．52� 41．9�
510 ヌ オ ー ヴ ォ 	2黒鹿55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 石橋 守 日高 日高大洋牧場 452 ―1：25．6� 84．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，972，000円 複勝： 46，016，500円 枠連： 20，731，000円
馬連： 57，664，000円 馬単： 29，661，300円 ワイド： 50，890，000円
3連複： 86，385，000円 3連単： 93，152，400円 計： 424，472，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 340円 � 230円 枠 連（7－7） 410円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 890円 �� 640円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 6，520円 3 連 単 ��� 22，170円

票 数

単勝票数 計 399720 的中 � 140355（1番人気）
複勝票数 計 460165 的中 � 130630（1番人気）� 26302（6番人気）� 43737（4番人気）
枠連票数 計 207310 的中 （7－7） 38851（1番人気）
馬連票数 計 576640 的中 �� 19349（6番人気）
馬単票数 計 296613 的中 �� 7763（7番人気）
ワイド票数 計 508900 的中 �� 14729（7番人気）�� 21489（4番人気）�� 4591（30番人気）
3連複票数 計 863850 的中 ��� 9927（16番人気）
3連単票数 計 931524 的中 ��� 3046（40番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―11．9―11．9―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―46．8―58．7―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファーストフォリオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2017．5．1生 牝2栗 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3107811月23日 晴 良 （1京都5） 第7日 第6競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走12時55分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

816� モズエロイコ 牡3鹿 55 吉田 隼人 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto
Corporation 458＋ 41：52．3 9．2�

611 レオンコロナ 牡3黒鹿55 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル 462＋ 61：53．04 9．5�

815� ノ イ ー ヴ ァ 牝3鹿 53 川田 将雅�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift
Farm LLC B480± 01：53．42	 3．3�

713 アイキャンテーラー 牡3栗 55 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 488＋ 81：53．5
 4．9�
36 メイショウソテツ 牡3青 55 幸 英明松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 512＋161：53．71 15．0�
23 スズカカナロア 牡3鹿 55 O．マーフィー 永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 アタマ 6．2	

（英）

24 エンドレスコール 牝5黒鹿55 松若 風馬 
キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B472＋ 81：53．8
 19．8�

12 スパンキーワールド �3栗 55 C．スミヨン 大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 杵臼牧場 510± 0 〃 ハナ 12．5�
（仏）

714 フォレストタウン �5黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 浦河 �川 啓一 512＋ 61：53．9
 77．9
612 サトノプライド 牡4栗 57 武 豊 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 532＋ 41：54．0	 17．7�
35 エスペランサルル 牝7栗 55 �島 良太江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 450＋ 41：54．31
 115．2�
59 オ メ ガ �3鹿 55 中井 裕二石川 達絵氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 502－ 6 〃 クビ 20．1�
11  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 470－ 21：54．4クビ 404．3�
510 トウシンアサヒ 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治�サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 B456＋ 8 〃 クビ 257．8�
47 フィールドドウサン 牡4黒鹿57 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 522－ 21：55．03	 33．1�
48 アスタードラゴン 牡3栗 55

52 ▲亀田 温心加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 B460＋ 81：56．59 114．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，865，700円 複勝： 58，834，400円 枠連： 19，951，300円
馬連： 77，823，300円 馬単： 34，091，100円 ワイド： 65，856，000円
3連複： 114，997，400円 3連単： 119，882，600円 計： 530，301，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 290円 � 340円 � 160円 枠 連（6－8） 870円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 6，050円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 560円 �� 970円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 34，580円

票 数

単勝票数 計 388657 的中 � 33722（4番人気）
複勝票数 計 588344 的中 � 47278（4番人気）� 38366（6番人気）� 124574（1番人気）
枠連票数 計 199513 的中 （6－8） 17595（3番人気）
馬連票数 計 778233 的中 �� 18108（12番人気）
馬単票数 計 340911 的中 �� 4220（22番人気）
ワイド票数 計 658560 的中 �� 14183（13番人気）�� 31527（3番人気）�� 17181（9番人気）
3連複票数 計1149974 的中 ��� 17508（10番人気）
3連単票数 計1198826 的中 ��� 2513（86番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―36．6―49．2―1：01．7―1：14．2―1：26．5―1：39．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�モズエロイコ �
�
父 Declaration of War �

�
母父 Tapit デビュー 2018．10．13 京都6着

2016．2．22生 牡3鹿 母 Wicked Temper 母母 Sayedah 11戦2勝 賞金 20，050，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。



3107911月23日 晴 良 （1京都5） 第7日 第7競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

48 ダノンバリアント 牡3鹿 55 川田 将雅�ダノックス 高野 友和 浦河 三嶋牧場 450－ 22：01．6 3．7�
36 ノストラダムス 牡4鹿 57 秋山真一郎岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 20．9�
815 アドマイヤポラリス 牡3鹿 55 C．スミヨン 近藤 利一氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 474＋ 2 〃 ハナ 1．6�

（仏）

816 トゥプエデス 牡3黒鹿 55
52 ▲団野 大成佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B450＋ 82：01．91� 204．1�

23 レッドエンヴィー 牡3鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492＋ 62：02．32	 38．6�
24 
 ギ ャ ツ ビ ー 牡6栗 57 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 474＋102：02．61� 112．8	
713 グレートベースン 牡3青鹿55 松山 弘平桑畑 
信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 512－ 2 〃 ハナ 18．3�
35 フランクリン 牡3青 55 池添 謙一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：02．91� 27．2�
59 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 472－ 2 〃 クビ 263．2
612 ト ゥ ア レ グ 牡3鹿 55 吉田 隼人諸江 幸祐氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 446± 02：03．0� 306．9�
12 レーガノミクス 牡4鹿 57 O．マーフィー �G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：03．1	 6．6�

（英）

611 ハ ー シ ェ ル 牡3黒鹿55 藤岡 佑介ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464＋ 42：03．52	 104．6�

510 グランデストラーダ 牝3鹿 53
51 △岩田 望来 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 478＋ 82：03．6クビ 44．7�

11 
 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 420＋ 82：04．02	 406．9�
47 トウカイエクレール 牡6鹿 57 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 486± 02：04．1	 133．3�
714
 リッカクロフネ 牡7芦 57 松若 風馬立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 462± 0 〃 クビ 388．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，696，800円 複勝： 165，955，800円 枠連： 17，725，300円
馬連： 74，603，900円 馬単： 48，177，700円 ワイド： 57，765，200円
3連複： 113，906，400円 3連単： 194，324，300円 計： 716，155，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 220円 � 110円 枠 連（3－4） 1，650円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 720円 �� 180円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 13，700円

票 数

単勝票数 計 436968 的中 � 93580（2番人気）
複勝票数 計1659558 的中 � 120267（2番人気）� 43013（5番人気）� 1259160（1番人気）
枠連票数 計 177253 的中 （3－4） 8310（6番人気）
馬連票数 計 746039 的中 �� 16528（10番人気）
馬単票数 計 481777 的中 �� 6371（15番人気）
ワイド票数 計 577652 的中 �� 16789（8番人気）�� 103401（1番人気）�� 34804（4番人気）
3連複票数 計1139064 的中 ��� 76518（3番人気）
3連単票数 計1943243 的中 ��� 10280（39番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．5―12．0―11．8―12．3―12．1―12．2―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．7―48．7―1：00．5―1：12．8―1：24．9―1：37．1―1：49．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ダノンバリアント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dansili デビュー 2019．2．17 小倉1着

2016．2．22生 牡3鹿 母 リップルスメイド 母母 Rivers Rhapsody 5戦2勝 賞金 17，600，000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。

3108011月23日 晴 良 （1京都5） 第7日 第8競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：20．3

重
不良

11 スマートアルタイル 牡4栗 57 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 466± 01：23．8 4．0�
611 ソリストサンダー 牡4黒鹿57 岩田 康誠村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 480± 01：24．33 4．1�
24 タガノプレトリア 牡4鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋101：24．4クビ 7．0�
713 グトルフォス 牡3鹿 56 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 21：25．14 13．9�
47 シアワセデス 牝6鹿 55 幸 英明窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 496－ 4 〃 クビ 49．6�
48 メイショウバイタル 牡4青鹿 57

55 △斎藤 新松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 510＋ 41：25．41	 17．8�
612 ミスティック 牝4黒鹿 55

52 ▲団野 大成 	カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 464＋121：25．5クビ 58．0


36 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± 0 〃 ハナ 19．6�

815
 インペリオアスール �5鹿 57
56 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 浦河 笠松牧場 498＋ 81：25．71� 70．7

510 デロングスター 牝5栗 55
53 △岩田 望来 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 464－ 81：25．91 73．7�

12 ラ イ ナ ス 牡4栗 57 池添 謙一橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 486－ 61：26．0クビ 51．3�
816 メイショウハナモリ 牡3黒鹿56 和田 竜二松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 490± 01：26．42 27．7�
35 ホ ノ カ 牝5鹿 55 柴山 雄一岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B478－ 21：27．03 119．4�
714 メ ラ ン 牡3黒鹿56 吉田 隼人中辻 明氏 奥村 豊 青森 谷川 博勝 516± 01：27．74 8．9�
59 サニークラウド 牡3鹿 56 O．マーフィー 髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 492＋ 21：29．9大差 4．9�
（英）

（15頭）
23 ダイメイギンガ 牝4栗 55 松若 風馬宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，096，200円 複勝： 62，988，200円 枠連： 20，184，900円
馬連： 91，190，100円 馬単： 37，984，000円 ワイド： 67，268，300円
3連複： 127，509，200円 3連単： 142，582，400円 計： 587，803，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 150円 � 170円 枠 連（1－6） 910円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 350円 �� 400円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 6，350円

票 数

単勝票数 計 380962 的中 � 74937（1番人気）
複勝票数 計 629882 的中 � 106654（2番人気）� 118665（1番人気）� 91503（3番人気）
枠連票数 計 201849 的中 （1－6） 17185（1番人気）
馬連票数 計 911901 的中 �� 72766（1番人気）
馬単票数 計 379840 的中 �� 15745（2番人気）
ワイド票数 計 672683 的中 �� 50291（1番人気）�� 42683（2番人気）�� 41431（3番人気）
3連複票数 計1275092 的中 ��� 67944（1番人気）
3連単票数 計1425824 的中 ��� 16259（2番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．1―12．4―12．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―46．8―59．2―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 ・（2，5，10）16（4，8）12（6，7，9，14）（15，13）11，1 4 ・（2，5，10）（4，8，16，12）（6，7，9，13）14（11，15，1）

勝馬の
紹 介

スマートアルタイル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．12．9 中山3着

2015．4．13生 牡4栗 母 スマートアルティラ 母母 ネームヴァリュー 16戦3勝 賞金 43，176，000円
〔出走取消〕 ダイメイギンガ号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サニークラウド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アスクジョーダン号・クインズマラクータ号・ランバージャック号・リードザウインド号
※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。



3108111月23日 晴 良 （1京都5） 第7日 第9競走 ��
��2，400�

た か お

高 雄 特 別
発走14時30分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．11．24以降1．11．17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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

77 モ ズ ベ ッ ロ 牡3鹿 54 松山 弘平 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 480＋ 62：26．4 3．2�
88 サトノシリウス 牡4鹿 56 O．マーフィー �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478＋ 42：26．93 2．8�

（英）

44 ヴ ィ ッ セ ン 牡8鹿 54 荻野 極 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B492＋ 42：27．11� 6．4�

66 ヒルノダカール 牡3青鹿54 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 528－ 62：27．41� 5．1�
11 イ ベ リ ア 牡4黒鹿53 武 豊森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 494－ 42：28．03� 15．8	
55 グロンフォール 牡4鹿 55 和田 竜二 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 570－ 82：28．21� 6．9

22 ホウオウライジン 牡3栗 53 吉田 隼人小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：30．1大差 32．3�
33 	 クリノアパッチ 
5栗 50 亀田 温心栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 438－ 22：30．84 176．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 48，425，500円 複勝： 54，068，400円 枠連： 発売なし
馬連： 87，982，900円 馬単： 45，243，800円 ワイド： 48，244，800円
3連複： 97，569，500円 3連単： 215，602，300円 計： 597，137，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 180円 �� 260円 �� 270円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，630円

票 数

単勝票数 計 484255 的中 � 117815（2番人気）
複勝票数 計 540684 的中 � 115775（2番人気）� 160946（1番人気）� 79856（4番人気）
馬連票数 計 879829 的中 �� 153854（1番人気）
馬単票数 計 452438 的中 �� 44617（1番人気）
ワイド票数 計 482448 的中 �� 75136（1番人気）�� 44549（3番人気）�� 41607（4番人気）
3連複票数 計 975695 的中 ��� 109798（2番人気）
3連単票数 計2156023 的中 ��� 59342（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．6―34．6―47．3―59．3―1：12．3―1：25．7―1：38．9―1：51．0―2：02．7―2：14．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モ ズ ベ ッ ロ 
�
父 ディープブリランテ 

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2019．1．20 中京4着

2016．4．7生 牡3鹿 母 ハーランズルビー 母母 Smiling Eyes 9戦3勝 賞金 42，962，000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。

3108211月23日 晴 良 （1京都5） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

はなぞの

花園ステークス
発走15時05分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．11．24以降1．11．17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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

23 テーオーフォース 牡4黒鹿54 吉田 隼人小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 21：51．1 48．4�
59 サンライズセナ 牡4栗 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 492± 01：51．31� 14．9�
47 � ヒストリーメイカー 牡5黒鹿55 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 登別 青藍牧場 536－ 2 〃 ハナ 5．7�
612 ゴルトマイスター 牡3栗 54 O．マーフィー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 564－ 41：51．51� 2．0�
（英）

12 タガノファジョーロ 牡3鹿 53 	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 B458＋ 6 〃 ハナ 109．6�

713 エ ネ ス ク 牡6鹿 54 藤岡 佑介節 英司氏 山内 研二 新冠 須崎牧場 516－ 21：51．71� 119．0	
611 ゼンノワスレガタミ 牡5鹿 54 岩田 望来大迫久美子氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 472± 0 〃 アタマ 38．4

510 ウインユニファイド 牡7黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B522－ 41：51．8
 22．9�
24 タガノボンバー �4鹿 55 幸 英明八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 484－ 61：51．9
 25．4�
36 テイエムジョウネツ 牝7黒鹿51 川又 賢治竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 472± 01：52．21
 243．9
815 アポロユッキー 牝5鹿 51 斎藤 新アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 渋谷 一郎 530± 01：52．3
 273．1�
816 グローリーグローリ 牡4黒鹿55 	島 克駿深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 494＋ 2 〃 クビ 26．9�
714 ナンヨーイザヨイ 牡3黒鹿54 秋山真一郎中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：52．72 10．3�
35 テイエムディラン 牡4黒鹿53 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 482＋ 8 〃 ハナ 61．6�
11 ビルジキール 牡3黒鹿54 田中 健玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 490± 01：52．91� 20．5�
48 サザンブリーズ 牡5鹿 54 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 B532＋ 21：53．43 6．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，771，500円 複勝： 90，074，300円 枠連： 38，465，700円
馬連： 149，104，000円 馬単： 69，078，800円 ワイド： 102，536，800円
3連複： 224，421，300円 3連単： 286，293，900円 計： 1，021，746，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，840円 複 勝 � 950円 � 320円 � 240円 枠 連（2－5） 5，280円

馬 連 �� 31，600円 馬 単 �� 84，370円

ワ イ ド �� 6，830円 �� 3，370円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 49，810円 3 連 単 ��� 506，250円

票 数

単勝票数 計 617715 的中 � 10202（11番人気）
複勝票数 計 900743 的中 � 21283（11番人気）� 74695（5番人気）� 109883（3番人気）
枠連票数 計 384657 的中 （2－5） 5641（17番人気）
馬連票数 計1491040 的中 �� 3656（60番人気）
馬単票数 計 690788 的中 �� 614（129番人気）
ワイド票数 計1025368 的中 �� 3796（55番人気）�� 7787（37番人気）�� 20633（14番人気）
3連複票数 計2244213 的中 ��� 3379（128番人気）
3連単票数 計2862939 的中 ��� 410（982番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．4―48．3―1：00．6―1：12．8―1：25．1―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーフォース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．8 京都6着

2015．3．27生 牡4黒鹿 母 キャンディーストア 母母 フサイチハッスル 16戦4勝 賞金 50，911，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キーフラッシュ号・タガノグルナ号・ダノンロイヤル号・ボードウォーク号・ロードグラディオ号
※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。



3108311月23日 晴 良 （1京都5） 第7日 第11競走 ��
��2，000�第6回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時40分 （芝・右）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

ラジオNIKKEI杯（1着）
賞 品

本 賞 33，000，000円 13，000，000円 8，300，000円 5，000，000円 3，300，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．5

良
良

88 マイラプソディ 牡2青鹿55 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510＋102：01．5 1．5�
66 ミヤマザクラ 牝2芦 54 O．マーフィー 金子真人ホールディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460＋ 82：01．82 2．8�

（英）

44 ロールオブサンダー 牡2栗 55 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 506＋202：02．33 10．6�
11 トウカイデュエル 牡2鹿 55 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 二風谷ファーム 460＋ 42：02．72� 59．2�
33 ジャストナウ 牡2芦 55 菱田 裕二杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 416－ 62：03．44 128．3	
89 ヒシタイザン 牡2栗 55 幸 英明阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 508± 02：03．82� 33．6

77 ショウナンバレリオ 牡2黒鹿55 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 新冠 細川農場 472－ 42：04．54 281．0�
55 インザムード 牡2青鹿55 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：05．03 125．6�
22 ヴ ァ ル ナ 牡2黒鹿55 C．スミヨン 野嶋 祥二氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 478＋ 22：05．74 18．1

（仏）

（9頭）

売 得 金
単勝： 191，972，300円 複勝： 338，728，200円 枠連： 37，448，200円
馬連： 261，259，900円 馬単： 190，660，100円 ワイド： 149，925，400円
3連複： 344，004，900円 3連単： 1，125，480，100円 計： 2，639，479，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 100円 � 130円 枠 連（6－8） 150円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 120円 �� 180円 �� 250円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 640円

票 数

単勝票数 計1919723 的中 � 1016775（1番人気）
複勝票数 計3387282 的中 � 2525742（1番人気）� 394333（2番人気）� 153904（3番人気）
枠連票数 計 374482 的中 （6－8） 183356（1番人気）
馬連票数 計2612599 的中 �� 1175797（1番人気）
馬単票数 計1906601 的中 �� 574767（1番人気）
ワイド票数 計1499254 的中 �� 437556（1番人気）�� 188133（2番人気）�� 109835（4番人気）
3連複票数 計3440049 的中 ��� 829043（1番人気）
3連単票数 計11254801 的中 ���1256680（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．1―12．2―12．2―12．6―12．1―12．0―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．0―48．2―1：00．4―1：13．0―1：25．1―1：37．1―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイラプソディ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2019．7．7 中京1着

2017．2．9生 牡2青鹿 母 テディーズプロミス 母母 Braids and Beads 3戦3勝 賞金 56，455，000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。

3108411月23日 晴 良 （1京都5） 第7日 第12競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走16時15分 （1000万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：31．3
1：30．3

良
良

67 クリアザトラック 牡5鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：35．4 9．6�

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± 01：35．5� 3．4�
55 ロードアルバータ 	5青鹿 57

55 △岩田 望来 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム B448－14 〃 ハナ 62．6�
66 シベリアンタイガー 	8鹿 57

56 ☆西村 淳也岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 増本 良孝 482± 0 〃 アタマ 21．0�
79 ライオネルカズマ 牡5鹿 57 池添 謙一合同会社雅苑興業 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 B520± 01：35．71
 4．1�
44 プ ロ キ シ マ 牝5青 55 藤岡 康太�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 476－ 41：35．8クビ 9．7	
810 マ ハ ヴ ィ ル 牡4鹿 57 柴山 雄一 
社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋12 〃 クビ 13．0�
811 ドンアルゴス 牡4黒鹿57 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 508＋ 41：35．9クビ 3．3�
22 � ソフトポジション 牡4鹿 57 松山 弘平北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 478＋ 41：36．11� 45．1
78 マサキノテソーロ 牡5栗 57 和田 竜二了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 山岡牧場 520＋ 21：36．2クビ 24．7�
33 ラニカイサンデー 牡5鹿 57

54 ▲団野 大成横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 476＋ 41：36．3� 100．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 71，296，500円 複勝： 81，159，500円 枠連： 28，546，400円
馬連： 141，618，000円 馬単： 63，309，100円 ワイド： 97，626，800円
3連複： 198，180，500円 3連単： 314，439，100円 計： 996，175，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 320円 � 170円 � 1，040円 枠 連（1－6） 1，170円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 640円 �� 3，290円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 20，920円 3 連 単 ��� 116，130円

票 数

単勝票数 計 712965 的中 � 58825（4番人気）
複勝票数 計 811595 的中 � 63077（6番人気）� 161502（2番人気）� 15840（9番人気）
枠連票数 計 285464 的中 （1－6） 18863（5番人気）
馬連票数 計1416180 的中 �� 70733（5番人気）
馬単票数 計 633091 的中 �� 12144（14番人気）
ワイド票数 計 976268 的中 �� 41771（8番人気）�� 7378（30番人気）�� 7451（29番人気）
3連複票数 計1981805 的中 ��� 7104（58番人気）
3連単票数 計3144391 的中 ��� 1963（308番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．3―48．6―1：00．5―1：11．9―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリアザトラック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．11．5 京都1着

2014．2．9生 牡5鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 22戦4勝 賞金 83，984，000円



（1京都5）第7日 11月23日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

251，770，000円
7，600，000円
27，640，000円
1，200，000円
28，760，000円
71，634，500円
4，521，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
672，383，400円
1，206，156，100円
241，898，300円
1，172，811，100円
638，042，600円
834，207，500円
1，657，226，200円
2，923，660，200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 9，346，385，400円

総入場人員 21，285名 （有料入場人員 20，003名）
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