
2801310月11日 晴 重 （2京都4） 第2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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

重
不良

23 ショウナンバサロ 牡2芦 55 浜中 俊国本 哲秀氏 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 472－ 21：11．8 21．1�
815 ド ロ ー ム 牝2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 荻伏三好フ

アーム 454－ 2 〃 クビ 11．0�
24 スギノマジェスティ 牡2栗 55 池添 謙一杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 450＋ 41：12．01� 10．2�
510 ミヤジオシャラク 牝2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 今 牧場 480＋ 41：12．1クビ 10．2�
713 イルデレーヴ 牡2鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 クビ 5．9�
816 インテンスフレイム 牡2黒鹿55 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 2 〃 アタマ 7．5	
11 トーホウスザク 牡2栗 55 松若 風馬東豊物産
 谷 潔 日高 竹島 幸治 492＋ 61：12．63 4．9�
12 ビ ー ア ッ プ 牝2鹿 54 国分 恭介馬場 祥晃氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 454± 01：12．7� 55．6�
36 タガノミューコ 牝2黒鹿54 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋ 61：12．8	 154．4
59 アイファーパンサー 牝2鹿 54 水口 優也中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 422＋121：12．9	 455．1�
48 キャンユーキッス 牝2鹿 54 松山 弘平岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 426± 01：13．11 6．2�
35 ニホンピロメドウ 牝2栗 54 和田 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 468＋ 6 〃 クビ 219．3�
612 マテンロウルビー 牝2鹿 54 福永 祐一寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：13．31� 18．1�
611 シンゼンシャイン 牡2鹿 55 幸 英明原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川上牧場 484－ 61：13．83 13．2�
47 タマモメルヘン 牝2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真タマモ
 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 470－ 21：14．22	 33．6�
714 スプリングローズ 牝2青鹿 54

53 ☆富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 428＋ 41：14．73 387．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，896，100円 複勝： 60，459，900円 枠連： 13，967，100円
馬連： 66，549，700円 馬単： 24，049，800円 ワイド： 65，638，000円
3連複： 118，855，100円 3連単： 92，936，100円 計： 482，351，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 550円 � 340円 � 440円 枠 連（2－8） 1，610円

馬 連 �� 10，630円 馬 単 �� 21，960円

ワ イ ド �� 3，010円 �� 2，920円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 40，610円 3 連 単 ��� 328，670円

票 数

単勝票数 計 398961 的中 � 15974（10番人気）
複勝票数 計 604599 的中 � 27503（10番人気）� 48829（6番人気）� 35634（9番人気）
枠連票数 計 139671 的中 （2－8） 6717（8番人気）
馬連票数 計 665497 的中 �� 4849（45番人気）
馬単票数 計 240498 的中 �� 821（94番人気）
ワイド票数 計 656380 的中 �� 5604（45番人気）�� 5783（43番人気）�� 6948（37番人気）
3連複票数 計1188551 的中 ��� 2195（152番人気）
3連単票数 計 929361 的中 ��� 205（1021番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．0―12．1―13．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．1
3 3（8，11）（12，15，13）10（16，14）（1，6）（4，2）（7，9）5 4 3，8，11（12，15）13，10，16（1，14，4，2）6，9，5，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンバサロ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2020．7．18 阪神14着

2018．3．30生 牡2芦 母 レディトリス 母母 フランダース 3戦1勝 賞金 5，870，000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 ミラクル号
（非抽選馬） 2頭 クリノキララ号・ジョウショーハニー号

2801410月11日 晴 稍重 （2京都4） 第2日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

11 カスティーリャ 牡2栗 55 松山 弘平 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 追分ファーム 432＋ 61：36．4 1．7�
66 リ ツ ィ タ ル 牝2栗 54 和田 竜二永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 400－ 41：36．61� 68．9�
78 シゲルソウサイ 牡2鹿 55 池添 謙一森中 蕃氏 上村 洋行 日高 オリオンファーム 490＋101：36．81� 11．1�
22 リ ス カ ム 牡2青鹿55 藤岡 佑介寺田 寿男氏 昆 貢 新ひだか 畠山牧場 478＋ 21：36．9� 5．3�
44 ヴ ェ ル ナ ー 牡2鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 522＋ 61：37．11� 3．7�
77 アサケレディ 牝2黒鹿54 酒井 学大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 454± 01：37．31 86．5	
33 リュウールドレ 牝2栗 54 岩田 康誠 
ローレルレーシング 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 400＋ 2 〃 ハナ 136．6�
55 ピエナパプリカ 牡2栗 55 太宰 啓介本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 浦河 岡本 昌市 446＋ 21：38．04 137．5�
810 パピードッグ 牝2鹿 54 松若 風馬 Him Rock Racing

ホールディングス
 加用 正 日高 タバタファーム 466＋ 2 〃 アタマ 262．0
89 マジックランプ 牝2黒鹿54 小牧 太三宅 勝俊氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 478－ 21：38．1クビ 84．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，649，300円 複勝： 83，558，800円 枠連： 6，877，100円
馬連： 40，006，500円 馬単： 29，469，100円 ワイド： 31，071，200円
3連複： 60，557，500円 3連単： 146，303，400円 計： 437，492，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 460円 � 180円 枠 連（1－6） 4，290円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 330円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 5，690円 3 連 単 ��� 23，470円

票 数

単勝票数 計 396493 的中 � 195330（1番人気）
複勝票数 計 835588 的中 � 596343（1番人気）� 12674（5番人気）� 45079（4番人気）
枠連票数 計 68771 的中 （1－6） 1241（7番人気）
馬連票数 計 400065 的中 �� 8363（7番人気）
馬単票数 計 294691 的中 �� 4391（12番人気）
ワイド票数 計 310712 的中 �� 7434（7番人気）�� 27561（4番人気）�� 3868（14番人気）
3連複票数 計 605575 的中 ��� 7977（15番人気）
3連単票数 計1463034 的中 ��� 4519（56番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．8―12．3―12．5―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．9―47．7―1：00．0―1：12．5―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カスティーリャ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Tribal Rule デビュー 2020．6．7 阪神3着

2018．1．24生 牡2栗 母 スパニッシュクイーン 母母 Spanish Bunny 4戦1勝 賞金 10，900，000円

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４回 京都競馬 第２日



2801510月11日 曇 重 （2京都4） 第2日 第3競走 ��1，800�2歳新馬
発走11時05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

66 ド ン カ ポ ノ 牡2鹿 55 北村 友一山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 510 ―1：52．3 5．8�
810 アレグリッシモ 牡2栗 55 松若 風馬草間 庸文氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 480 ―1：52．51� 7．9�
811 ジョークラッシャー �2鹿 55 松山 弘平岡 浩二氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 536 ―1：53．67 1．8�

（メダルラッシュ）

78 トリニタリアニズム 牡2栗 55 岩田 康誠吉田 勝己氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494 ―1：54．55 21．6�

22 シグネチャーセル 牡2鹿 55 和田 竜二前田 葉子氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 ハナ 6．5�
67 ツウカイアペックス 牡2鹿 55 太宰 啓介木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 468 ―1：55．03 55．8�
44 インバシオン 牡2鹿 55 幸 英明田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 488 ― 〃 クビ 27．3	
11 ジューンゴゼン 牝2芦 54 国分 優作吉川 潤氏 坂口 智康 新ひだか 高橋フアーム 456 ―1：55．95 91．1

55 マサノムサシ �2鹿 55 国分 恭介猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 444 ―1：56．75 184．8�
79 ディープギンガ 牡2栗 55 藤岡 康太深見 敏男氏 本田 優 浦河 宮内牧場 504 ―1：58．19 16．1�
33 ブレイリーマックス 牡2青 55

52 ▲泉谷 楓真村上 憲政氏 上村 洋行 新ひだか 岡田牧場 462 ―1：58．84 74．4
（11頭）

売 得 金
単勝： 32，348，600円 複勝： 25，840，300円 枠連： 6，766，300円
馬連： 33，033，000円 馬単： 21，758，600円 ワイド： 28，818，900円
3連複： 48，472，400円 3連単： 85，557，000円 計： 282，595，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 160円 � 110円 枠 連（6－8） 420円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 580円 �� 240円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 10，440円

票 数

単勝票数 計 323486 的中 � 46464（2番人気）
複勝票数 計 258403 的中 � 37431（2番人気）� 36027（4番人気）� 76167（1番人気）
枠連票数 計 67663 的中 （6－8） 12350（1番人気）
馬連票数 計 330330 的中 �� 11905（8番人気）
馬単票数 計 217586 的中 �� 4071（12番人気）
ワイド票数 計 288189 的中 �� 10922（7番人気）�� 32700（1番人気）�� 29320（3番人気）
3連複票数 計 484724 的中 ��� 36134（2番人気）
3連単票数 計 855570 的中 ��� 5938（33番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．0―12．7―12．6―12．9―13．2―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．8―49．5―1：02．1―1：15．0―1：28．2―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．3
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ド ン カ ポ ノ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Tiznow 初出走

2018．4．15生 牡2鹿 母 エルクイーン 母母 エキゾチックエレガンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブレイリーマックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月11日まで平地

競走に出走できない。

2801610月11日 曇 稍重 （2京都4） 第2日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時35分 （芝・右）

牝；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

612 オプティミスモ 牝2鹿 54 藤井勘一郎泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 420 ―1：23．3 97．1�
47 シャーレイポピー 牝2鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 426 ― 〃 クビ 4．0�
611 ローゼライト 牝2鹿 54 福永 祐一中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 430 ―1：23．62 6．0�
12 クラウディベイ 牝2黒鹿54 川田 将雅丸山 担氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464 ―1：23．81 4．2�
23 テ リ ー ヌ 牝2鹿 54 松山 弘平三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 404 ―1：24．01� 17．9�
48 メイショウヒゾッコ 牝2鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 394 ―1：24．1� 106．4	
36 マニトゥーリン 牝2栗 54 北村 友一
G1レーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 422 ―1：24．2� 29．1�
714 マラムコーブ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 432 ―1：24．62� 7．4�
59 ガールズヒロイン 牝2黒鹿54 国分 優作山下 良子氏 湯窪 幸雄 浦河 村中牧場 438 ―1：24．7クビ 98．3
816 アーサーズシスター 牝2鹿 54 浜中 俊中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 バンブー牧場 436 ―1：24．91� 43．3�
11 グレイシャーパーク 牝2青鹿54 和田 竜二 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464 ―1：25．22 13．8�
815 ブリリアントウェイ 牝2鹿 54 藤岡 佑介�杵臼牧場 武 英智 浦河 杵臼牧場 422 ― 〃 アタマ 23．9�
713 メイショウサチヒメ 牝2栗 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 428 ―1：25．83� 104．9�
35 ワイドアウェイク 牝2栗 54 幸 英明 
グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 494 ―1：25．9� 8．5�
510 グルーヴィカグヤ 牝2栗 54 松若 風馬兼松 康太氏 池添 学 日高 荒井ファーム 474 ― 〃 クビ 59．6�
24 ペーパードライバー 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 浜田多実雄 新冠 村上 進治 444 ―1：26．53� 237．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，861，300円 複勝： 39，713，300円 枠連： 9，288，100円
馬連： 44，551，900円 馬単： 20，081，900円 ワイド： 38，503，500円
3連複： 68，940，000円 3連単： 70，255，200円 計： 325，195，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，710円 複 勝 � 1，430円 � 190円 � 200円 枠 連（4－6） 1，220円

馬 連 �� 13，420円 馬 単 �� 34，940円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 3，950円 �� 570円

3 連 複 ��� 21，950円 3 連 単 ��� 351，270円

票 数

単勝票数 計 338613 的中 � 2961（12番人気）
複勝票数 計 397133 的中 � 5368（12番人気）� 60701（2番人気）� 58876（3番人気）
枠連票数 計 92881 的中 （4－6） 5888（5番人気）
馬連票数 計 445519 的中 �� 2572（38番人気）
馬単票数 計 200819 的中 �� 431（89番人気）
ワイド票数 計 385035 的中 �� 3855（31番人気）�� 2398（43番人気）�� 18568（3番人気）
3連複票数 計 689400 的中 ��� 2355（68番人気）
3連単票数 計 702552 的中 ��� 145（834番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．1―12．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．1―47．2―59．6―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オプティミスモ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2018．2．2生 牝2鹿 母 カノヤザミラクル 母母 ウッドマンズシック 1戦1勝 賞金 7，000，000円



2801710月11日 晴 稍重 （2京都4） 第2日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時25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

34 ヴ ア ー サ 牡2青 55 藤岡 康太本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 448 ―1：49．7 18．9�
46 ブレーヴジャッカル 牡2栗 55 福永 祐一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 アタマ 9．1�
45 バーデンヴァイラー 牡2黒鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498 ―1：49．8� 3．6�
610 グッドラベリング 牝2栗 54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 416 ― 〃 アタマ 62．9�
11 レンツシュピッツェ 牡2栗 55 松山 弘平�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 468 ―1：49．9	 6．3	
711 ニホンピロタイズ 牡2青鹿55 酒井 学小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 462 ―1：50．75 74．9

33 ラインポラリス 牡2鹿 55 岩田 康誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 478 ― 〃 クビ 18．2�
57 ガリレオインパクト 牝2黒鹿54 川田 将雅 C．フィプケ氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 アタマ 2．8�
69 ノーブルアイランド 牡2青鹿55 川又 賢治吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 白井牧場 470 ―1：50．8	 33．2
813 ダッシュダクラウン 牡2青鹿 55

54 ☆富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 460 ―1：50．9クビ 60．8�
712 アルーブルト 牡2鹿 55 幸 英明ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 460 ―1：51．54 15．0�
22 ダノングロッケン 牡2黒鹿55 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 530 ―1：52．45 42．0�
58 アーデントバローズ 牡2鹿 55 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 栄進牧場 476 ―1：53．78 83．6�
814 ウインバシリス 牝2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真�ウイン 加用 正 浦河 日の出牧場 470 ―1：58．3大差 120．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 42，851，600円 複勝： 42，440，200円 枠連： 9，803，100円
馬連： 48，803，500円 馬単： 22，840，900円 ワイド： 44，867，400円
3連複： 74，893，700円 3連単： 83，990，000円 計： 370，490，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 310円 � 210円 � 160円 枠 連（3－4） 1，000円

馬 連 �� 7，520円 馬 単 �� 17，210円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 1，090円 �� 510円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 96，650円

票 数

単勝票数 計 428516 的中 � 19230（7番人気）
複勝票数 計 424402 的中 � 29103（5番人気）� 50212（4番人気）� 83538（2番人気）
枠連票数 計 98031 的中 （3－4） 7550（4番人気）
馬連票数 計 488035 的中 �� 5026（23番人気）
馬単票数 計 228409 的中 �� 995（52番人気）
ワイド票数 計 448674 的中 �� 6939（18番人気）�� 10376（11番人気）�� 24167（5番人気）
3連複票数 計 748937 的中 ��� 7452（21番人気）
3連単票数 計 839900 的中 ��� 630（273番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．8―12．1―12．6―12．5―12．0―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．1―48．2―1：00．8―1：13．3―1：25．3―1：37．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ア ー サ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ロックオブジブラルタル 初出走

2018．4．4生 牡2青 母 ブリリアントクラン 母母 スターズインハーアイズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインバシリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月11日まで平地競

走に出走できない。

2801810月11日 晴 稍重 （2京都4） 第2日 第6競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （芝・右・外）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

67 トウケイミラ 牝3鹿 53 �島 良太木村 信彦氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 442＋121：21．8 7．4�
33 ヴィルトゥース 牝5鹿 55 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 420＋ 41：21．9� 7．9�
811 グ ラ ン レ イ 牡3鹿 55 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 462＋ 41：22．0� 7．0�
66 メイショウユリシス 牝3黒鹿53 横山 典弘松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 470－ 21：22．1� 29．3	
44 マテンロウディーバ 牝3黒鹿53 川田 将雅寺田千代乃氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 396－ 8 〃 クビ 4．3

11 ヴェルザスカ 牝3鹿 53 和田 竜二矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 444± 01：22．41� 11．6�
810 ダブルアンコール 牝3鹿 53 水口 優也 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436＋121：22．5� 4．3�
78 ダノンシティ 牡4鹿 57 北村 友一�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 4 〃 クビ 15．7
79 アサケエース 牡3鹿 55

52 ▲泉谷 楓真大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 430＋ 6 〃 ハナ 11．8�
55 ムーンライト 牝3青 53 藤岡 佑介石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 460－ 41：22．71	 10．5�
22 ノーブルスコア 牝4青鹿55 福永 祐一二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 442－141：23．01� 32．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，372，300円 複勝： 62，635，900円 枠連： 10，363，400円
馬連： 66，720，900円 馬単： 27，398，600円 ワイド： 61，958，700円
3連複： 96，816，600円 3連単： 111，032，700円 計： 482，299，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 240円 � 240円 枠 連（3－6） 1，960円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，090円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 7，520円 3 連 単 ��� 42，050円

票 数

単勝票数 計 453723 的中 � 48548（4番人気）
複勝票数 計 626359 的中 � 73272（3番人気）� 67256（4番人気）� 66294（5番人気）
枠連票数 計 103634 的中 （3－6） 4089（10番人気）
馬連票数 計 667209 的中 �� 21692（10番人気）
馬単票数 計 273986 的中 �� 4880（15番人気）
ワイド票数 計 619587 的中 �� 18900（9番人気）�� 14443（17番人気）�� 15967（14番人気）
3連複票数 計 968166 的中 ��� 9651（31番人気）
3連単票数 計1110327 的中 ��� 1914（159番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．3―11．5―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―45．7―57．2―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．1
3 11＝10（2，6，7，9）（1，3）（4，8）－5 4 11＝（10，7，9）－（2，6）3（1，8）4－5

勝馬の
紹 介

トウケイミラ �
�
父 トウケイヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．12．21 阪神8着

2017．2．26生 牝3鹿 母 トウケイルーブル 母母 ビッグティアラ 8戦2勝 賞金 15，935，000円



2801910月11日 曇 重 （2京都4） 第2日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

810 ホッコーアカツキ 牡3鹿 55 国分 優作北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 510＋ 41：51．4 3．3�
811 オーケーメジャー �3鹿 55 和田 竜二小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 470± 01：51．5� 18．2�
22 ヒルノブルージュ 牡3黒鹿55 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 米田牧場 480＋ 2 〃 クビ 2．4�
78 マ ナ ロ ー ラ 牝6黒鹿55 酒井 学前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 61：52．03 13．0�
66 ブロフェルド 牡3鹿 55

54 ☆富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 514－ 41：52．21	 65．9�

55 
 ジェミニキング �4鹿 57 小牧 太三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 B474－141：52．3� 32．7	
11 サウンドテーブル 牡6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B502＋ 41：52．62 16．7

33 
 マイティバローズ 牡5青鹿57 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 458＋10 〃 ハナ 28．7�
67 デ フ ィ 牡6鹿 57 川又 賢治佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 524＋ 71：53．23� 77．3�
79 サンライズプラウ 牡3鹿 55 幸 英明松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 460－ 21：56．5大差 14．9
44 メイショウラッシュ 牝4鹿 55 浜中 俊松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 480＋ 4 （競走中止） 5．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，722，000円 複勝： 40，732，200円 枠連： 9，182，700円
馬連： 55，786，100円 馬単： 25，270，200円 ワイド： 47，921，600円
3連複： 83，855，800円 3連単： 119，703，700円 計： 415，174，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 330円 � 120円 枠 連（8－8） 2，980円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 760円 �� 200円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 13，150円

票 数

単勝票数 計 327220 的中 � 78258（2番人気）
複勝票数 計 407322 的中 � 74967（2番人気）� 20103（7番人気）� 120140（1番人気）
枠連票数 計 91827 的中 （8－8） 2387（9番人気）
馬連票数 計 557861 的中 �� 14203（11番人気）
馬単票数 計 252702 的中 �� 4549（14番人気）
ワイド票数 計 479216 的中 �� 14072（11番人気）�� 75244（1番人気）�� 16179（8番人気）
3連複票数 計 838558 的中 ��� 37153（5番人気）
3連単票数 計1197037 的中 ��� 6595（38番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―13．0―12．7―12．7―12．0―12．3―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―36．7―49．4―1：02．1―1：14．1―1：26．4―1：38．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ホッコーアカツキ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスフライト デビュー 2019．8．11 小倉7着

2017．4．23生 牡3鹿 母 ホッコーマスタング 母母 ホッコーメモリー 9戦2勝 賞金 18，160，000円
〔発走状況〕 オーケーメジャー号は，馬場入場後に右後肢落鉄。発走時刻3分遅延。
〔競走中止〕 メイショウラッシュ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 サンライズプラウ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

2802010月11日 曇 稍重 （2京都4） 第2日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走13時55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
1：31．3
1：30．3

良
良

88 サンライズオネスト 牡3黒鹿55 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 21：35．0 2．9�
33 チュウワノキセキ 牡3鹿 55 松山 弘平中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476± 01：35．1� 3．0�
44 ゴールドティア 牝3鹿 53 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 B472＋12 〃 ハナ 3．8�
66 ブレイニーラン 牡5鹿 57 藤岡 康太 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462－ 61：35．63 29．2�
77 リュクスポケット 牡5栗 57 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：35．81	 12．8�
55 ド ゥ リ ト ル 牡5黒鹿57 松若 風馬大林 一彦氏 村山 明 洞
湖 レイクヴィラファーム 490± 0 〃 クビ 92．4	
22 トーセンスカイ 牡4黒鹿57 福永 祐一島川 
哉氏 藤原 英昭 洞
湖 レイクヴィラファーム 498＋ 41：36．0� 5．5�
11 ウォークザライン 牡4栗 57 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 490＋121：36．53 55．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，938，400円 複勝： 35，408，900円 枠連： 発売なし
馬連： 54，791，700円 馬単： 28，405，700円 ワイド： 35，883，700円
3連複： 61，651，600円 3連単： 145，267，800円 計： 402，347，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 150円 �� 230円 �� 200円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，930円

票 数

単勝票数 計 409384 的中 � 112516（1番人気）
複勝票数 計 354089 的中 � 88204（2番人気）� 88355（1番人気）� 58992（3番人気）
馬連票数 計 547917 的中 �� 119244（1番人気）
馬単票数 計 284057 的中 �� 28641（2番人気）
ワイド票数 計 358837 的中 �� 71872（1番人気）�� 33974（3番人気）�� 42466（2番人気）
3連複票数 計 616516 的中 ��� 109280（1番人気）
3連単票数 計1452678 的中 ��� 54327（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．7―48．0―1：00．0―1：11．8―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズオネスト 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．12．14 阪神6着

2017．3．2生 牡3黒鹿 母 サイモンドルチェ 母母 フェアリーワルツ 6戦3勝 賞金 28，000，000円
※ドゥリトル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2802110月11日 曇 稍重 （2京都4） 第2日 第9競走 ��
��1，400�り ん ど う 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
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 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000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
1：20．3
1：20．3

良
良

22 サ ル ビ ア 牝2栗 54 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 460－ 21：23．2 1．5�
11 ウインスーリール 牝2鹿 54 国分 優作�ウイン 西園 正都 新ひだか 山際牧場 476± 01：24．05 6．3�
44 レッツゴーアスク 牝2鹿 54 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 478 ― 〃 アタマ 4．4�
55 � リターンギフト 牝2青鹿54 和田 竜二�辻牧場 長谷川浩大 浦河 辻 牧場 380－101：24．31� 61．7�
33 クープドクール 牝2栗 54 難波 剛健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 458＋ 81：24．83 6．9	
66 � エイシンシトリン 牝2青 54 幸 英明�栄進堂 高橋 康之 浦河 栄進牧場 454± 01：25．01	 44．3


（6頭）

売 得 金
単勝： 52，713，400円 複勝： 37，871，100円 枠連： 発売なし
馬連： 39，699，900円 馬単： 35，547，500円 ワイド： 25，394，500円
3連複： 47，850，900円 3連単： 213，410，100円 計： 452，487，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 130円 �� 140円 �� 250円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 950円

票 数

単勝票数 計 527134 的中 � 275717（1番人気）
複勝票数 計 378711 的中 � 187045（1番人気）� 58706（3番人気）
馬連票数 計 396999 的中 �� 101769（1番人気）
馬単票数 計 355475 的中 �� 69937（1番人気）
ワイド票数 計 253945 的中 �� 56997（1番人気）�� 49522（2番人気）�� 18561（5番人気）
3連複票数 計 478509 的中 ��� 110265（2番人気）
3連単票数 計2134101 的中 ��� 162366（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．0―47．8―59．6―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ル ビ ア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mamool デビュー 2020．7．26 新潟1着

2018．1．28生 牝2栗 母 リップスポイズン 母母 Lips Plane 2戦2勝 賞金 17，233，000円

2802210月11日 曇 重 （2京都4） 第2日 第10競走 ��
��1，200�

ふじのもり

藤森ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．5

不良
重

23 ジェネティクス 牡3鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 西村 真幸 新ひだか 村上牧場 528＋ 81：10．0 2．8�
48 サダムスキャット 牝3栗 53 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 460＋ 61：10．32 4．7�
12 ノンライセンス 牝4黒鹿55 浜中 俊�桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 464－ 21：10．51� 6．5�
11 サンライズカラマ 牡6栗 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B498＋ 21：10．6	 13．4�
713 メ デ ィ ク ス 牡4栗 57 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 470± 01：10．7	 6．9	
815 プリカジュール 牝4鹿 55 北村 友一�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ B514＋ 21：10．8
 32．0

816 アヴォンリー 牝4栗 55 川又 賢治田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 488± 0 〃 アタマ 11．7�
611 マイネルラック 牡7鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 482＋ 21：10．9	 166．1�
714 メイショウラビエ 牝5鹿 55 横山 典弘松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 496＋ 21：11．0クビ 15．2
35 キタノオドリコ 牝4鹿 55 松若 風馬河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 504－ 2 〃 クビ 30．7�
59 ヨドノビクトリー 牡6鹿 57 和田 竜二海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 502－ 4 〃 同着 36．2�
47 � ゴールドリング 牝4栗 55 国分 恭介加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 浦河土肥牧場 470－ 61：11．1クビ 194．7�
510 ハ ル サ カ エ 牝4鹿 55 岩田 康誠齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 504＋ 41：11．52	 43．5�
612 ヴ ォ ー ガ 牡6栗 57 小牧 太一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B452＋ 61：11．71	 75．6�
36 クリノライメイ 牡6青鹿57 城戸 義政栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 502－101：11．8クビ 274．5�
24 ロイヤルパールス 牡5鹿 57 古川 吉洋ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B530－ 21：12．44 34．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，984，900円 複勝： 76，742，800円 枠連： 27，438，400円
馬連： 137，732，800円 馬単： 51，322，300円 ワイド： 98，852，600円
3連複： 213，141，700円 3連単： 233，587，400円 計： 891，802，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 160円 � 200円 枠 連（2－4） 710円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 360円 �� 420円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 5，450円

票 数

単勝票数 計 529849 的中 � 147161（1番人気）
複勝票数 計 767428 的中 � 161243（1番人気）� 127186（2番人気）� 82416（4番人気）
枠連票数 計 274384 的中 （2－4） 29786（3番人気）
馬連票数 計1377328 的中 �� 137805（1番人気）
馬単票数 計 513223 的中 �� 29542（1番人気）
ワイド票数 計 988526 的中 �� 73587（1番人気）�� 61185（2番人気）�� 40769（4番人気）
3連複票数 計2131417 的中 ��� 104566（1番人気）
3連単票数 計2335874 的中 ��� 31069（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．8―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．7―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．1
3 ・（3，15）（2，4）（5，16）1（8，9）7（13，12）11（10，14）－6 4 ・（3，15）2－（5，4，16，9）（1，8）（7，13）12（11，14）10－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジェネティクス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．6．15 阪神1着

2017．2．28生 牡3鹿 母 ソ ラ コ マ チ 母母 ブイルージュ 7戦4勝 賞金 50，070，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 クライシス号・クリノサンレオ号・サトノギャロス号・ジュエアトゥー号・スマートドレイク号・テルモードーサ号・

ハクアイブラック号・ファストフォース号・マラードザレコード号・メイショウミズカゼ号・メイプルグレイト号

１レース目



2802310月11日 晴 稍重 （2京都4） 第2日 第11競走
第55回農林水産省賞典

��
��2，400�京 都 大 賞 典（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬
2�減，1．10．5以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，1．10．4以前のGⅠ競走（牝馬限定競
走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 1，204，000円 344，000円 172，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

713 グローリーヴェイズ 牡5黒鹿58 川田 将雅 �シルクレーシング 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 456－ 42：25．6 6．2�
12 キ セ キ 牡6黒鹿57 浜中 俊石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 502± 02：25．7	 3．5�
817 キングオブコージ 牡4鹿 57 横山 典弘増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 02：25．91 5．2�
23 シルヴァンシャー 牡5鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472－10 〃 クビ 13．6�
36 ステイフーリッシュ 牡5鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 466＋ 22：26．0
 7．3�
815 パフォーマプロミス 牡8栗 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：26．1クビ 9．9	
11 ダンビュライト �6黒鹿56 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498＋10 〃 クビ 8．8

714 アイスバブル 牡5芦 56 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 アタマ 94．4�
611 バイオスパーク 牡5黒鹿56 和田 竜二宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 474－ 22：26．2
 43．3
48 カセドラルベル 牝4鹿 54 松山 弘平吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 558＋ 62：26．3クビ 11．2�
47 � リ ッ ジ マ ン 牡7鹿 56 古川 吉洋�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 464＋122：26．72
 370．8�
35 ノーブルマーズ 牡7栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 498＋ 62：27．12
 87．5�
816� ミスマンマミーア 牝5栗 54 池添 謙一吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 468－ 22：27．2
 37．9�
24 タイセイトレイル 牡5黒鹿56 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494－ 22：27．3
 71．3�
612 ド ゥ オ ー モ 牡7鹿 56 藤岡 康太広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 476＋ 42：27．4
 128．6�
59 モンドインテロ 牡8鹿 57 嶋田 純次 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：27．93 247．7�
510 ア ル バ ー ト 牡9栗 56 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 488＋162：28．1	 171．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 245，854，200円 複勝： 344，688，400円 枠連： 150，152，500円
馬連： 838，483，300円 馬単： 296，710，800円 ワイド： 568，051，300円
3連複： 1，754，946，300円 3連単： 2，030，939，600円 計： 6，229，826，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 240円 � 180円 � 210円 枠 連（1－7） 970円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，010円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 17，470円

票 数

単勝票数 計2458542 的中 � 316105（3番人気）
複勝票数 計3446884 的中 � 343130（4番人気）� 557231（1番人気）� 427880（3番人気）
枠連票数 計1501525 的中 （1－7） 119585（3番人気）
馬連票数 計8384833 的中 �� 551247（2番人気）
馬単票数 計2967108 的中 �� 85707（4番人気）
ワイド票数 計5680513 的中 �� 259910（2番人気）�� 139423（12番人気）�� 217302（3番人気）
3連複票数 計17549463 的中 ��� 400619（4番人気）
3連単票数 計20309396 的中 ��� 84274（26番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．8―12．3―12．6―12．5―12．7―12．8―12．2―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―23．7―35．5―47．8―1：00．4―1：12．9―1：25．6―1：38．4―1：50．6―2：02．2―2：13．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グローリーヴェイズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2017．10．1 中山1着

2015．3．2生 牡5黒鹿 母 メジロツボネ 母母 メジロルバート 11戦4勝 賞金 251，818，000円
［他本会外：1戦1勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりグローリーヴェイズ号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

2802410月11日 晴 重 （2京都4） 第2日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時10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
1：21．7
1：20．3

重
不良

48 メイショウハナモリ 牡4黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 506－ 41：22．6 12．4�
12 メイショウベンガル 牡3芦 55 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 460＋101：22．81	 3．6�
11 
 タイミングナウ �4鹿 57

56 ☆森 裕太朗�キーファーズ 角居 勝彦 米 KatieRich
Farms 464－ 21：23．22	 65．6�

23 
 ハリーバローズ 牡3鹿 55 藤岡 佑介猪熊 広次氏 中内田充正 米
Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

492＋ 41：23．3クビ 6．5�
47 コンクエストシチー �8栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 466＋ 21：23．51	 178．4�
714� モ ハ ー 牝6栗 55 古川 吉洋北山 敏	氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 512＋ 61：23．6クビ 104．7

35 ヤ ウ ガ ウ 牡3鹿 55 福永 祐一 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B464－ 21：23．81 5．8�
816 テーオーソルジャー 牡9栗 57

54 ▲泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 4 〃 クビ 238．8�
24 コパノマーキュリー 牡3鹿 55 小牧 太小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 502＋ 6 〃 クビ 18．2
59 ヴィーナスフローラ 牝6栗 55 浜中 俊大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 81：23．9クビ 37．0�
713 コマノバルーガ 牡4鹿 57 川田 将雅長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 478＋ 21：24．21 3．7�
36 クインズカトレア 牝5鹿 55 川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 450± 01：24．51 319．7�
612� ウェイクール 牡4鹿 57 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 日高 山際 辰夫 B520＋ 21：24．6	 96．4�
510 ショウナンパンサー �4鹿 57 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 496＋ 61：25．13 29．0�
611
 デルタバローズ �5鹿 57 和田 竜二猪熊 広次氏 西村 真幸 米 John C. Oxley 506－201：26．58 8．9�
815 グレートバニヤン 牡4鹿 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 536－ 81：26．71� 34．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，763，300円 複勝： 123，569，700円 枠連： 30，064，300円
馬連： 174，880，500円 馬単： 63，880，900円 ワイド： 134，931，800円
3連複： 292，267，600円 3連単： 317，496，900円 計： 1，219，855，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 320円 � 200円 � 1，520円 枠 連（1－4） 2，930円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 7，390円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 10，630円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 57，590円 3 連 単 ��� 290，270円

票 数

単勝票数 計 827633 的中 � 53319（6番人気）
複勝票数 計1235697 的中 � 100525（6番人気）� 194267（2番人気）� 17069（11番人気）
枠連票数 計 300643 的中 （1－4） 7935（13番人気）
馬連票数 計1748805 的中 �� 42039（12番人気）
馬単票数 計 638809 的中 �� 6480（29番人気）
ワイド票数 計1349318 的中 �� 29275（15番人気）�� 3203（67番人気）�� 8104（39番人気）
3連複票数 計2922676 的中 ��� 3806（126番人気）
3連単票数 計3174969 的中 ��� 793（657番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．1―11．7―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．4―33．5―45．2―57．4―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウハナモリ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．11．24 京都5着

2016．3．30生 牡4黒鹿 母 ホワイトデイズ 母母 シンシンパッション 16戦3勝 賞金 33，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレートバニヤン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月11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） 2頭 アフィラトゥーラ号・ドゥリトル号
（非抽選馬） 1頭 サトノゲイル号

４レース目



（2京都4）第2日 10月11日（日曜日） 晴時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 152頭 本 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

311，710，000円
32，970，000円
2，410，000円
36，440，000円
7，000，000円
66，534，500円
4，469，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
741，955，400円
973，661，500円
273，903，000円
1，601，039，800円
646，736，300円
1，181，893，200円
2，922，249，200円
3，650，479，900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
計 11，991，918，300円

総入場人員 656名 （有料入場人員 606名）
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