
3108511月24日 晴 良 （1京都5） 第8日 第1競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走9時50分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．4
1：23．0

不良
重

59 � ヘルシャフト 牡2栗 55 藤岡 佑介 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Colts, LLC 518＋ 61：25．4 9．0�

48 エターナリー 牡2栗 55 幸 英明吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 438－ 21：26．14 3．0�
23 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 478＋101：26．52� 4．7�
11 � ダブリナーズ 牡2栗 55 北村 友一ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Spring-

house Farm 464± 01：26．6� 6．3�
713 ベニトアイト 牡2鹿 55 吉田 隼人青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B528＋ 21：26．81	 20．6�
816 オウケンラブキセキ 牝2鹿 54

52 △斎藤 新福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474± 01：27．01 17．1	
611 マ タ ギ 牡2黒鹿55 藤懸 貴志杉澤 光雄氏 平田 修 新冠 小泉牧場 462－ 41：27．21	 44．0

510 メイショウオイワキ 牡2黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 474＋ 6 〃 ハナ 27．6�
24 ピノタージュ 牝2鹿 54 松田 大作椎名 節氏 松永 幹夫 洞
湖 レイクヴィラファーム 448－ 61：27．3クビ 203．8�
612 サトノファラオ 牡2鹿 55 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 568＋201：27．4� 12．2
35 クリノヤタガラス 牡2青鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 474－101：28．03� 247．7�
714 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 452＋ 21：28．1� 11．7�
12 � カ メ キ チ 牝2芦 54 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Pomerol P

& Y Ltd 468＋ 41：28．41� 42．8�
815 メイショウアレス 牡2青 55 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 416－ 61：28．61 80．4�
47 オーケーメジャー 牡2鹿 55 浜中 俊小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 476＋18 〃 クビ 128．9�
36 アスタービオラ 牡2鹿 55 太宰 啓介加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか 嶋田牧場 468＋ 21：29．98 269．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，260，900円 複勝： 56，625，700円 枠連： 12，246，100円
馬連： 65，344，400円 馬単： 29，627，100円 ワイド： 50，769，600円
3連複： 99，135，000円 3連単： 104，582，200円 計： 452，591，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 240円 � 110円 � 160円 枠 連（4－5） 930円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 460円 �� 910円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 15，210円

票 数

単勝票数 計 342609 的中 � 32217（4番人気）
複勝票数 計 566257 的中 � 39607（4番人気）� 202573（1番人気）� 74186（2番人気）
枠連票数 計 122461 的中 （4－5） 10142（4番人気）
馬連票数 計 653444 的中 �� 41539（3番人気）
馬単票数 計 296271 的中 �� 8500（7番人気）
ワイド票数 計 507696 的中 �� 28493（3番人気）�� 13246（10番人気）�� 38354（2番人気）
3連複票数 計 991350 的中 ��� 32330（4番人気）
3連単票数 計1045822 的中 ��� 4982（31番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．5―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．1―47．6―1：00．2―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F37．8
3 16（8，9）（3，10）2（1，12）（4，14，15）（11，6）13，5＝7 4 16（8，9）（3，10）（2，12）1（4，14）（11，13，15）－6，5＝7

勝馬の
紹 介

�ヘルシャフト �
�
父 Will Take Charge �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．9．15 阪神4着

2017．3．7生 牡2栗 母 Love Ava Love 母母 Hidden Cat 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスタービオラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月24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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エターナルバディ号

3108611月24日 晴 良 （1京都5） 第8日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時15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

58 アストゥーリアス 牡2栗 55 藤岡 康太菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 B452± 01：54．4 8．6�
11 メイショウカズサ 牡2栗 55 �島 克駿松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 476－101：54．82� 10．4�
35 ロードグリュック 牡2鹿 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 464＋10 〃 アタマ 3．5�
712 マ ブ ル ー ク 牡2青鹿 55

54 ☆坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436－ 41：54．9	 6．8�

814 ワイドレッジャドロ 牡2黒鹿 55
52 ▲亀田 温心幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 488－ 41：55．0� 326．1�

610 ジョーコレット 牡2芦 55 太宰 啓介上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 524－121：55．1アタマ 6．2	
46 マカオンブラン 牡2鹿 55 和田 竜二關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490＋ 41：55．73� 7．5

713 リンダリンダリンダ 牝2鹿 54 藤井勘一郎�MMC 小崎 憲 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 432± 01：56．33� 50．2�
22 メイショウフルサト 牡2鹿 55

52 ▲団野 大成松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 492± 01：56．72� 207．6�
59 シュアリーシーズ 牝2青鹿54 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉村 圭司 新ひだか ヒサイファーム 436＋ 2 〃 アタマ 34．4
34 ヴ ィ ー ヴ ォ 牡2栗 55

54 ☆森 裕太朗�サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか サンコウ牧場 480± 01：57．01� 255．6�
23 カズベナートル 牡2黒鹿55 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 482－ 81：57．21
 6．1�
611 チ ャ ン ス 牡2青鹿 55

54 ☆西村 淳也�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 428＋ 61：57．94 83．8�
815 マルブツハーモニー 牝2青鹿54 川島 信二大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 480± 01：59．39 81．1�
47 スギノミラクル 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 456± 02：00．57 194．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，555，100円 複勝： 39，698，600円 枠連： 9，435，200円
馬連： 52，159，000円 馬単： 23，740，700円 ワイド： 39，719，000円
3連複： 72，177，100円 3連単： 81，439，400円 計： 345，924，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 180円 � 240円 � 120円 枠 連（1－5） 2，550円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 930円 �� 380円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 17，940円

票 数

単勝票数 計 275551 的中 � 27076（6番人気）
複勝票数 計 396986 的中 � 51454（3番人気）� 32080（6番人気）� 115010（1番人気）
枠連票数 計 94352 的中 （1－5） 2859（14番人気）
馬連票数 計 521590 的中 �� 13504（14番人気）
馬単票数 計 237407 的中 �� 3628（21番人気）
ワイド票数 計 397190 的中 �� 10193（12番人気）�� 28598（2番人気）�� 19902（5番人気）
3連複票数 計 721771 的中 ��� 24058（5番人気）
3連単票数 計 814394 的中 ��� 3290（63番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．9
1
3
1，10，4，5－6，7（2，9）14，12（8，15）13－11＝3・（1，10）（5，4）（8，6）（12，7，9）14（2，13，15）－（11，3）

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

勝馬の
紹 介

アストゥーリアス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．10．26 京都7着

2017．4．4生 牡2栗 母 サルサファンタジア 母母 サルサクイーン 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スギノミラクル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月24日まで平地競

走に出走できない。

第５回 京都競馬 第８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



3108711月24日 晴 良 （1京都5） 第8日 第3競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10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
1：32．3
1：32．3

良
良

611 ゴールドティア 牝2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：35．8 6．1�
11 ヒルノエドワード 牡2黒鹿55 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 478－ 41：36．01� 4．6�
34 ガ リ レ イ 牡2鹿 55 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 504± 0 〃 クビ 17．1�
47 ダノンカオス �2栗 55 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 484＋ 21：36．21 37．8�
610 レッドマリアベール 牝2鹿 54

53 ☆西村 淳也 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466－ 21：36．52 14．7	
35 フィアレススマイル 牡2鹿 55

53 △斎藤 新堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 ムラカミファーム 430± 01：36．71� 27．3

46 ワールドウインズ �2鹿 55 吉田 隼人川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 470－ 41：37．02 3．5�
22 ノブフランクリン 牝2鹿 54 秋山真一郎前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 420－ 41：37．1� 126．6�
815 シ ェ ノ ン 牡2鹿 55

54 ☆坂井 瑠星�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 500＋ 41：37．2クビ 11．6

59 エーティーメジャー 牡2鹿 55 藤岡 佑介荒木 徹氏 湯窪 幸雄 むかわ 上水牧場 482＋ 4 〃 クビ 7．7�
712 セイウンミレイア 牝2青鹿54 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 新冠 村上牧場 482－ 6 〃 ハナ 71．0�
58 ブラウンボンバー �2鹿 55 川島 信二古賀 慎一氏 川村 禎彦 新冠 タニグチ牧場 480＋ 41：37．62 296．8�
814 ロードユリシス 牡2鹿 55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 488＋141：38．77 14．0�
23 ディーププレザント 牡2栗 55 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 506＋ 21：38．8� 70．3�
713 ルールオブサム 牡2黒鹿55 三浦 皇成前田 幸治氏 笹田 和秀 様似 猿倉牧場 466－ 21：42．9大差 84．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，052，300円 複勝： 50，504，800円 枠連： 13，480，100円
馬連： 58，976，000円 馬単： 27，682，800円 ワイド： 47，409，100円
3連複： 87，493，100円 3連単： 95，281，300円 計： 416，879，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 170円 � 380円 枠 連（1－6） 1，240円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，630円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 25，790円

票 数

単勝票数 計 360523 的中 � 49423（3番人気）
複勝票数 計 505048 的中 � 61843（3番人気）� 91479（2番人気）� 28064（6番人気）
枠連票数 計 134801 的中 （1－6） 8382（5番人気）
馬連票数 計 589760 的中 �� 36057（5番人気）
馬単票数 計 276828 的中 �� 8222（9番人気）
ワイド票数 計 474091 的中 �� 24927（4番人気）�� 7122（16番人気）�� 11874（10番人気）
3連複票数 計 874931 的中 ��� 11549（15番人気）
3連単票数 計 952813 的中 ��� 2678（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．0―47．1―59．4―1：11．4―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドティア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．7．20 中京6着

2017．3．27生 牝2鹿 母 ヒストリックスター 母母 ベ ガ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルールオブサム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月24日まで平地

競走に出走できない。

3108811月24日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1京都5） 第8日 第4競走 ��2，910�障害3歳以上未勝利

発走11時10分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：11．2良・重

44 プラチナアッシュ �4黒鹿60 白浜 雄造畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 480＋123：14．4 5．1�
711 ネプチュナイト 牡4黒鹿60 小坂 忠士吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 23：14．61 4．8�
11 ヒロシゲセブン 牡4鹿 60 高田 潤�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 520± 03：15．23� 3．3�
45 ウォーターミリオン 牡6栗 60 佐久間寛志山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 450＋123：19．4大差 20．7�
33 ア キ ン ド 牡3鹿 58 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 500＋ 43：19．5� 13．9�
57 メイショウモウコ 牡5栗 60 平沢 健治松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498＋ 83：19．92� 3．0	
812 トップアスリート 牡3鹿 58 森 一馬寺田千代乃氏 池添 学 千歳 社台ファーム 486＋103：21．38 39．0

69 ブルベアペスカ 牡3栗 58 植野 貴也 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 486＋ 43：22．57 167．5�
710 オースミベリル 牡5栗 60 熊沢 重文�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 488＋ 63：22．6	 32．8
22 バトルアグレッシブ 牡3黒鹿 58

56 ▲三津谷隼人宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 500＋123：23．13 206．4�
56 
 エポドスミノル �4黒鹿60 難波 剛健吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 436± 03：23．2クビ 62．4�
813 スズカワークシップ 牡4鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 478＋ 4 〃 アタマ 48．6�
68 ザ メ イ ダ ン 牡3黒鹿58 上野 翔大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 478＋ 63：24．79 189．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，940，000円 複勝： 25，352，700円 枠連： 10，190，300円
馬連： 44，641，400円 馬単： 23，475，700円 ワイド： 31，560，300円
3連複： 71，375，100円 3連単： 97，268，600円 計： 326，804，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 190円 � 140円 枠 連（4－7） 1，160円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 470円 �� 380円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 10，070円

票 数

単勝票数 計 229400 的中 � 35541（4番人気）
複勝票数 計 253527 的中 � 36339（3番人気）� 29745（4番人気）� 54397（2番人気）
枠連票数 計 101903 的中 （4－7） 6797（6番人気）
馬連票数 計 446414 的中 �� 28147（5番人気）
馬単票数 計 234757 的中 �� 7110（13番人気）
ワイド票数 計 315603 的中 �� 16748（6番人気）�� 21669（4番人気）�� 18383（5番人気）
3連複票数 計 713751 的中 ��� 35794（5番人気）
3連単票数 計 972686 的中 ��� 7001（32番人気）
上り 1マイル 1：49．2 4F 56．0－3F 41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プラチナアッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．5．20 新潟3着

2015．2．14生 �4黒鹿 母 ダ ノ ニ ー 母母 リズミカルシチー 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
※出走取消馬 オールマイト号（疾病〔右前挫跖〕のため）



3108911月24日 晴 良 （1京都5） 第8日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時00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
1：44．5

良
良

22 レッドフラヴィア 牝2栗 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 482 ―1：48．7 3．7�
47 バ ビ ッ ト 牡2栗 55 菱田 裕二宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 大北牧場 452 ―1：49．44 59．7�
34 メイショウコジョウ 牡2鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 470 ―1：49．5クビ 12．5�
59 スピリトゥス 牝2黒鹿54 松田 大作�桑田牧場 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 416 ― 〃 クビ 21．9�
35 ウインラディアント 牡2芦 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 536 ―1：49．82 14．8	
814 ダ ヨ ネ 牡2黒鹿55 浜中 俊杉澤 光雄氏 武 英智 日高 大江牧場 426 ―1：50．22� 65．0

712 イ チ ジ ン 牡2鹿 55 国分 恭介深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 434 ―1：50．4� 223．0�
58 ミルフィリア 牝2鹿 54

52 △斎藤 新 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 454 ―1：50．5� 12．7�
11 ショウナンランチャ 牡2黒鹿55 藤岡 康太国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 436 ―1：50．6� 34．4
713 ヒロシゲダイヤ 牡2栗 55 幸 英明�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 494 ―1：51．66 7．3�
23 ラブスピール 牝2鹿 54 池添 謙一増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 434 ―1：51．81	 34．8�
46 シ ー シ ッ プ 牝2鹿 54 大野 拓弥松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 496 ―1：52．01	 75．1�
611 ノルトシュライフェ 牡2黒鹿55 和田 竜二 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 556 ―1：52．32 6．9�
610 ハルフェティ 牡2黒鹿 55

54 ☆川又 賢治畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 浦河小林牧場 444 ―1：52．4クビ 243．1�
815 アブレイズヒーロー 牡2黒鹿55 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 上野 正恵 508 ―1：52．5� 3．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，557，800円 複勝： 40，204，700円 枠連： 15，627，400円
馬連： 55，610，200円 馬単： 26，038，400円 ワイド： 44，114，600円
3連複： 82，584，800円 3連単： 88，852，500円 計： 387，590，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 1，270円 � 400円 枠 連（2－4） 4，490円

馬 連 �� 11，240円 馬 単 �� 18，740円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 890円 �� 6，100円

3 連 複 ��� 32，780円 3 連 単 ��� 198，200円

票 数

単勝票数 計 345578 的中 � 77826（1番人気）
複勝票数 計 402047 的中 � 81113（2番人気）� 6479（12番人気）� 24027（6番人気）
枠連票数 計 156274 的中 （2－4） 2692（17番人気）
馬連票数 計 556102 的中 �� 3834（37番人気）
馬単票数 計 260384 的中 �� 1042（68番人気）
ワイド票数 計 441146 的中 �� 5217（26番人気）�� 13270（7番人気）�� 1805（55番人気）
3連複票数 計 825848 的中 ��� 1889（105番人気）
3連単票数 計 888525 的中 ��� 325（580番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．9―12．2―12．2―12．3―12．1―11．6―12．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．9
3 7（11，5）15，2（8，12）4，14（1，13）（9，3）－10－6 4 7（11，5）2（8，12，15，14）4，1，9－13，3－10，6

勝馬の
紹 介

レッドフラヴィア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2017．4．16生 牝2栗 母 レッドメデューサ 母母 Catchascatchcan 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
〔制裁〕 レッドフラヴィア号の騎手北村友一は，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：11番・12番）

3109011月24日 曇 良 （1京都5） 第8日 第6競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走12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
1：21．7
1：20．3

重
不良

611 ヒ ラ ソ ー ル �3鹿 56 荻野 極阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 472－ 21：24．7 1．8�
11 � ベストチャーム 牝3鹿 54 大野 拓弥中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 420－ 41：25．01� 97．7�
59 � メイプルグレイト 牡4栗 57 三浦 皇成節 英司氏 山内 研二 平取 スガタ牧場 B514＋ 61：25．1� 13．4�
713 ペプチドオリバー 牡3栗 56 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 日高 木村牧場 470＋ 81：25．2クビ 15．3�
510 シャイニーロック 牡3鹿 56 松岡 正海小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 504＋ 21：25．51� 18．2�
815� 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± 0 〃 ハナ 9．2�
612 エールショー 牡4芦 57 藤岡 康太	ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 6 〃 クビ 54．7

36 コパノマーティン 牡3黒鹿56 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 498＋ 21：25．6	 6．4�
23 ビービーデフィ �4黒鹿57 藤井勘一郎�坂東牧場 角居 勝彦 平取 坂東牧場 496＋ 21：25．7	 40．0
12 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 464＋ 41：25．91 65．2�
35 オメガレインボー 牡3栗 56 北村 友一原 
子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 61：26．11 10．8�
24 グーテンモルゲン 牡3鹿 56 幸 英明薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 500＋101：26．2	 90．4�
47 � ダノンコスモス 牝5栗 55

53 △斎藤 新	ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 464＋ 2 〃 アタマ 15．7�
48 シ ャ テ ー ヌ 牝4栗 55

52 ▲団野 大成	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 510＋ 81：26．73 142．8�

816 エイシンネメシス 牝4青鹿55 藤岡 佑介	栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 480－ 41：26．91 80．6�
714 レゲンダアウレア �4栗 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 442＋121：28．7大差 260．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，833，900円 複勝： 89，837，400円 枠連： 19，005，100円
馬連： 83，285，700円 馬単： 40，562，500円 ワイド： 68，113，400円
3連複： 124，153，100円 3連単： 155，025，200円 計： 623，816，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 1，570円 � 500円 枠 連（1－6） 4，160円

馬 連 �� 11，120円 馬 単 �� 14，990円

ワ イ ド �� 3，900円 �� 730円 �� 11，430円

3 連 複 ��� 31，260円 3 連 単 ��� 143，720円

票 数

単勝票数 計 438339 的中 � 187057（1番人気）
複勝票数 計 898374 的中 � 442323（1番人気）� 7524（14番人気）� 26535（8番人気）
枠連票数 計 190051 的中 （1－6） 3537（14番人気）
馬連票数 計 832857 的中 �� 5800（28番人気）
馬単票数 計 405625 的中 �� 2029（40番人気）
ワイド票数 計 681134 的中 �� 4388（35番人気）�� 25636（6番人気）�� 1478（63番人気）
3連複票数 計1241531 的中 ��� 2978（78番人気）
3連単票数 計1550252 的中 ��� 782（354番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．2―12．0―12．6―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ラ ソ ー ル �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．6．9 阪神2着

2016．4．27生 �3鹿 母 ハナイチリン 母母 リンデンリリー 17戦2勝 賞金 26，600，000円
※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） 1頭 レイトブルーミング号
（非抽選馬） 2頭 ファイアーボーラー号・ライブリテックス号



3109111月24日 曇 良 （1京都5） 第8日 第7競走 ��2，000�3歳以上2勝クラス
発走13時00分 （芝・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

本 賞 11，000，000円 3，600，000
3，600，000

円
円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

11 モアナアネラ 牝3黒鹿53 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 424＋ 42：02．2 1．9�
33 エレクトロニカ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 450＋ 82：02．52 7．7�
44 � クリノアリエル 牝4青 55 松田 大作栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 418＋ 2 〃 同着 9．9�
77 ウスベニノキミ 牝4鹿 55 松山 弘平岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 452＋ 4 〃 クビ 7．1�
55 ハギノカエラ 牝6栗 55 藤岡 康太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 428－ 22：02．6� 7．2�
88 シ ー リ ア 牝4青鹿55 和田 竜二 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464± 02：02．91	 4．7	
66 トウカイシェーン 牝6栗 55

52 ▲亀田 温心内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 478± 02：03．22 113．3

22 サイモンジルバ 牝4鹿 55

53 △斎藤 新澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 456－ 42：04．79 144．6�
（8頭）

売 得 金
単勝： 38，332，000円 複勝： 71，764，000円 枠連： 発売なし
馬連： 61，538，400円 馬単： 39，467，900円 ワイド： 42，896，000円
3連複： 67，591，000円 3連単： 181，504，400円 計： 503，093，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 �
�

160円
220円 枠 連 発売なし

馬 連 ��
��

350円
480円 馬 単 ��

��
450円
700円

ワ イ ド ��
��

270円
380円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ���
���

2，530円
2，790円

票 数

単勝票数 計 383320 的中 � 157939（1番人気）
複勝票数 計 717640 的中 � 363047（1番人気）� 76808（3番人気）� 42457（6番人気）
馬連票数 計 615384 的中 �� 69098（3番人気）�� 47766（5番人気）
馬単票数 計 394679 的中 �� 33699（2番人気）�� 20415（6番人気）
ワイド票数 計 428960 的中 �� 45145（3番人気）�� 28805（5番人気）�� 14880（13番人気）
3連複票数 計 675910 的中 ��� 32907（8番人気）
3連単票数 計1815044 的中 ��� 26030（17番人気）��� 23518（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―37．1―49．6―1：02．2―1：14．4―1：26．5―1：38．3―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モアナアネラ �

父 キングカメハメハ �


母父 ディープインパクト デビュー 2018．11．4 京都4着

2016．2．15生 牝3黒鹿 母 ジェンティルドンナ 母母 ドナブリーニ 9戦3勝 賞金 32，715，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。

3109211月24日 曇 良 （1京都5） 第8日 第8競走 ��1，900�3歳以上2勝クラス
発走13時30分 （ダート・右）（1000万円以下）

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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

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 498＋ 61：58．5 6．5�
33 エクスパートラン 牡4青鹿57 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 466＋ 41：59．03 49．2�
79 ダノンスプレンダー 牡3黒鹿55 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 510＋ 41：59．1� 1．5�
44 ヴォカツィオーネ 牝5栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 468± 0 〃 クビ 14．3�
68 クレスコブレイブ 牡5栗 57 �島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B524＋ 41：59．31	 6．5	
11 
 ウインフォルティス 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 21：59．4クビ 73．4

22 レ ン ト ラ ー �7黒鹿 57

54 ▲団野 大成 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：59．61 36．2�
56 メンターモード 牡5鹿 57

55 △斎藤 新青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B500－ 2 〃 クビ 34．0�
67 ハクサンペリー 牡4鹿 57 和田 竜二河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 494＋ 21：59．7クビ 18．2
812
 シンアンドケン 牡4鹿 57 吉田 隼人 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 8 〃 クビ 16．8�
710 メイショウイッポン 牡5鹿 57 柴山 雄一松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 498＋ 62：01．29 110．2�
811 カフジロッソ 牡3鹿 55 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 514＋ 62：02．15 47．9�
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売 得 金
単勝： 42，978，100円 複勝： 105，353，900円 枠連： 15，262，300円
馬連： 80，823，000円 馬単： 51，746，900円 ワイド： 59，805，300円
3連複： 116，695，900円 3連単： 212，841，800円 計： 685，507，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 160円 � 610円 � 110円 枠 連（3－5） 8，690円

馬 連 �� 11，300円 馬 単 �� 21，760円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 240円 �� 870円

3 連 複 ��� 6，800円 3 連 単 ��� 77，300円

票 数

単勝票数 計 429781 的中 � 52795（2番人気）
複勝票数 計1053539 的中 � 84003（3番人気）� 13880（10番人気）� 678287（1番人気）
枠連票数 計 152623 的中 （3－5） 1360（17番人気）
馬連票数 計 808230 的中 �� 5539（22番人気）
馬単票数 計 517469 的中 �� 1783（40番人気）
ワイド票数 計 598053 的中 �� 5250（29番人気）�� 75639（1番人気）�� 16219（12番人気）
3連複票数 計1166959 的中 ��� 12867（22番人気）
3連単票数 計2128418 的中 ��� 1996（184番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．3―13．0―12．9―12．8―12．3―12．4―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．1―29．4―42．4―55．3―1：08．1―1：20．4―1：32．8―1：45．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スーパーライナー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．8．16 新潟2着

2013．3．14生 牡6鹿 母 ヘヴンリーヴォイス 母母 ヘヴンリーソング 35戦3勝 賞金 69，273，000円
〔制裁〕 クレスコブレイブ号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



3109311月24日 曇 良 （1京都5） 第8日 第9競走 ��
��1，600�

し ら ぎ く

白 菊 賞
発走14時05分 （芝・右）
牝，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 133，000円 38，000円 19，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

22 ショウリュウハル 牝2栗 54 松岡 正海上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 468－ 21：36．7 2．6�
66 ヴィンチェーレ 牝2鹿 54 松田 大作�桑田牧場 武 英智 浦河 桑田牧場 406－ 4 〃 アタマ 9．9�
33 ヒルノマリブ 牝2鹿 54 勝浦 正樹�ヒルノ 北出 成人 新冠 山岡ファーム 486± 0 〃 クビ 2．7�
44 ベッラヴォルタ 牝2栗 54 中井 裕二ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 470－ 81：37．01� 7．9�
11 レディフォリア 牝2黒鹿54 秋山真一郎吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 444－ 41：37．74 4．7	
55 エールヴィオレ 牝2栗 54 吉田 隼人佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 438＋ 41：38．33� 33．5
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売 得 金
単勝： 44，876，500円 複勝： 35，253，900円 枠連： 発売なし
馬連： 60，490，700円 馬単： 40，657，300円 ワイド： 29，136，900円
3連複： 60，341，500円 3連単： 212，034，600円 計： 482，791，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 400円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 320円 �� 150円 �� 380円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計 448765 的中 � 138590（1番人気）
複勝票数 計 352539 的中 � 106691（1番人気）� 26880（5番人気）
馬連票数 計 604907 的中 �� 32189（7番人気）
馬単票数 計 406573 的中 �� 13019（10番人気）
ワイド票数 計 291369 的中 �� 20203（6番人気）�� 61269（1番人気）�� 16157（8番人気）
3連複票数 計 603415 的中 ��� 61752（3番人気）
3連単票数 計2120346 的中 ��� 28380（19番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．2―12．4―12．0―11．6―11．7―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウリュウハル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．10 札幌1着

2017．2．11生 牝2栗 母 ショウリュウムーン 母母 ムーンザドリーム 3戦2勝 賞金 18，633，000円

3109411月24日 曇 良 （1京都5） 第8日 第10競走 ��
��1，400�

とげつきょう

渡月橋ステークス
発走14時40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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

89 ボンセルヴィーソ 牡5栗 57 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 472＋ 21：21．1 5．8�
33 キアロスクーロ �6黒鹿57 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508＋101：21．31	 13．0�
44 ト ラ イ ン 牡4鹿 57 三浦 皇成大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 21：21．51 2．4�
66 ドルチャーリオ 牡6栗 57 池添 謙一ゴドルフィン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 2 〃 クビ 24．6�
22 タイキサターン 牡4黒鹿57 北村 友一�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 494＋ 6 〃 クビ 3．5	
78 グランドロワ 牡5栗 57 岩崎 翼田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B502＋101：21．6	 12．2

11 メリーメーキング 牡3黒鹿56 大野 拓弥前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462＋ 81：22．13 7．2�
810 メイショウハニー 牝4黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 434± 0 〃 ハナ 32．5�
55 スカイパッション 牝7栗 55 藤岡 佑介小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 464－ 61：22．41	 155．6
77 ベルエスメラルダ 牝5黒鹿55 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B446＋ 21：23．88 167．2�
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売 得 金
単勝： 49，989，300円 複勝： 50，679，600円 枠連： 17，612，400円
馬連： 112，868，900円 馬単： 54，872，700円 ワイド： 64，146，400円
3連複： 145，731，900円 3連単： 249，123，000円 計： 745，024，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 250円 � 130円 枠 連（3－8） 2，920円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 800円 �� 290円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 23，430円

票 数

単勝票数 計 499893 的中 � 68250（3番人気）
複勝票数 計 506796 的中 � 69298（3番人気）� 40414（5番人気）� 133240（1番人気）
枠連票数 計 176124 的中 （3－8） 4671（12番人気）
馬連票数 計1128689 的中 �� 27989（12番人気）
馬単票数 計 548727 的中 �� 7429（22番人気）
ワイド票数 計 641464 的中 �� 18903（12番人気）�� 62631（2番人気）�� 26863（7番人気）
3連複票数 計1457319 的中 ��� 42780（8番人気）
3連単票数 計2491230 的中 ��� 7706（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―34．9―46．0―57．5―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンセルヴィーソ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 サクラローレル デビュー 2016．8．20 小倉8着

2014．3．8生 牡5栗 母 バ イ モ ユ リ 母母 リュバンドール 24戦3勝 賞金 147，144，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時41分に変更。

２レース目



3109511月24日 曇 良 （1京都5） 第8日 第11競走 ��
��1，200�オータムリーフステークス

発走15時15分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額600万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

48 スズカコーズライン 牡5鹿 57 三浦 皇成永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 512＋ 41：10．3 6．2�
611 テーオージーニアス 牡4鹿 57 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 41：10．51	 3．4�
35 ヴァニラアイス 牝3鹿 53 幸 英明�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 460＋12 〃 クビ 3．0�
12 エ ポ ッ ク 牡6黒鹿57 秋山真一郎吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 518＋141：10．92
 33．1�
47 バ イ ラ 牡4鹿 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 512＋121：11．0
 11．5�
59 ハングリーベン 牡5鹿 56 坂井 瑠星石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B442－ 21：11．1� 12．8	
713 ヌーディーカラー 牡4鹿 57 西村 淳也吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 464± 01：11．3� 17．1

36 シャインヴィットゥ 牡5芦 57 菱田 裕二皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 502＋201：11．51	 78．3�
24 ワンダーサジェス 牝6鹿 55 荻野 極山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 498＋ 41：11．6� 85．6�
23 ヒロブレイブ 牡6鹿 57 �島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 494＋ 61：11．81
 36．3
11 クイーンズテソーロ 牝4栗 55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 458－ 81：11．9クビ 29．5�
510 コウエイエンブレム 牡6栗 57 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 520－ 71：12．22 10．9�
612 ブラックジョー �6青鹿57 藤井勘一郎山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 468－101：12．41 149．1�
815 ベ ッ ク 牡8栗 57 吉田 隼人細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 B510＋10 〃 ハナ 147．8�
714 メイショウワダイコ 牡7鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 534－ 21：13．25 36．9�
816 モズワッショイ 牝6黒鹿55 藤岡 康太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 428＋101：13．73 136．4�
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売 得 金
単勝： 62，882，100円 複勝： 73，444，500円 枠連： 46，224，900円
馬連： 201，466，300円 馬単： 77，884，100円 ワイド： 109，969，400円
3連複： 288，330，000円 3連単： 373，873，200円 計： 1，234，074，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 140円 � 130円 枠 連（4－6） 800円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 450円 �� 400円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 6，960円

票 数

単勝票数 計 628821 的中 � 80343（3番人気）
複勝票数 計 734445 的中 � 83463（3番人気）� 144703（2番人気）� 161356（1番人気）
枠連票数 計 462249 的中 （4－6） 44737（3番人気）
馬連票数 計2014663 的中 �� 143509（3番人気）
馬単票数 計 778841 的中 �� 26259（5番人気）
ワイド票数 計1099694 的中 �� 57883（3番人気）�� 67749（2番人気）�� 118298（1番人気）
3連複票数 計2883300 的中 ��� 190006（1番人気）
3連単票数 計3738732 的中 ��� 38939（7番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―11．5―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．7―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカコーズライン �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 Fortunate Prospect デビュー 2016．11．20 京都5着

2014．5．20生 牡5鹿 母 ヴ ェ ス タ 母母 Amavalidhope 23戦6勝 賞金 106，043，000円
〔その他〕 コウエイエンブレム号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コウエイエンブレム号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年1月24日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アンフィトリテ号・クリノケンリュウ号

3109611月24日 曇 良 （1京都5） 第8日 第12競走 ��
��1，200�第64回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走16時15分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万
円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

京阪ホールディングス株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

36 ライトオンキュー 牡4鹿 56 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508－ 61：08．8 5．5�

612 アイラブテーラー 牝3黒鹿53 和田 竜二中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 434－ 41：09．11	 6．9�
47 カラクレナイ 牝5栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 500± 01：09．2
 13．3�
611 アウィルアウェイ 牝3鹿 53 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：09．3	 11．7�
713 リ ナ ー テ 牝5黒鹿55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498＋121：09．4
 7．3�
818 ダイシンバルカン 牡7鹿 56 勝浦 正樹大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512＋ 8 〃 クビ 153．2	
715 エイシンデネブ 牝4鹿 54 藤岡 康太
栄進堂 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 428－ 41：09．5
 9．7�
714� モズスーパーフレア 牝4栗 56 松山 弘平 
キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 500－ 21：09．6クビ 2．7�
11 ラブカンプー 牝4黒鹿55 西村 淳也増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 446＋ 81：09．81� 104．4
510 エントリーチケット 牝5栗 54 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 464± 01：09．9	 141．9�
23 � パラダイスガーデン 牝7栗 54 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 492＋ 21：10．0クビ 105．1�
816 ニシノラッシュ 牡7鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 488－16 〃 クビ 145．8�
24 フミノムーン 牡7栗 56 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 452＋ 21：10．1
 91．2�
12 アポロノシンザン 牡7鹿 57 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 478－ 2 〃 クビ 135．5�
35 ビップライブリー 牡6栗 56 松岡 正海鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 80．6�
48 ダイメイフジ 牡5鹿 56 池添 謙一宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 512＋ 41：10．63 17．8�
59 エメラルエナジー 牡7栗 56 吉田 隼人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B504± 01：12．4大差 454．9�
817 ファンタジスト 牡3黒鹿56 浜中 俊廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 Shall Farm 492＋12 （競走中止） 30．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 221，462，200円 複勝： 291，092，200円 枠連： 162，286，600円
馬連： 584，605，900円 馬単： 225，930，400円 ワイド： 399，314，300円
3連複： 1，046，526，800円 3連単： 1，322，997，600円 計： 4，254，216，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 230円 � 340円 枠 連（3－6） 1，280円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 790円 �� 980円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 7，560円 3 連 単 ��� 32，470円

票 数

単勝票数 計2214622 的中 � 317779（2番人気）
複勝票数 計2910922 的中 � 387614（2番人気）� 338916（3番人気）� 202801（7番人気）
枠連票数 計1622866 的中 （3－6） 98066（5番人気）
馬連票数 計5846059 的中 �� 234185（6番人気）
馬単票数 計2259304 的中 �� 47942（11番人気）
ワイド票数 計3993143 的中 �� 132471（6番人気）�� 104433（9番人気）�� 67801（20番人気）
3連複票数 計10465268 的中 ��� 103767（23番人気）
3連単票数 計13229976 的中 ��� 29535（85番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．1―11．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．2―45．5―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．6
3 14，16，1（5，17）（2，8）7（6，13）18（10，11，12）4，15－（3，9） 4 14，16（1，5，8）（2，7）6，13（10，11，18）（12，4）15－3－9

勝馬の
紹 介

ライトオンキュー �
�
父 Shamardal �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2017．11．5 京都3着

2015．4．22生 牡4鹿 母 グレイトタイミング 母母 Rumors Are Flying 13戦5勝 賞金 106，066，000円
〔競走中止〕 ファンタジスト号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症し，3コーナーで転倒したため競走中止。

４レース目



（1京都5）第8日 11月24日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

283，200，000円
5，060，000円
24，070，000円
1，940，000円
31，840，000円
67，237，000円
5，222，600円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
659，720，200円
929，812，000円
321，370，400円
1，461，809，900円
661，686，500円
986，954，300円
2，262，135，300円
3，174，823，800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 10，458，312，400円

総入場人員 24，934名 （有料入場人員 23，198名）



令和1年度 第5回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，297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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，311，240，000円
43，710，000円
222，960，000円
22，650，000円
272，470，000円
18，000，000円
555，597，000円
38，093，200円
12，451，200円

勝馬投票券売得金
6，172，285，900円
8，514，061，900円
2，787，225，600円
13，493，687，200円
6，132，799，800円
8，666，411，600円
20，998，414，400円
31，370，078，600円
1，605，469，900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 99，740，434，900円

総入場延人員 209，932名 （有料入場延人員 186，029名）
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