
３２０４９１１月１８日 晴 良 （１８京都６）第５日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５分 （ダート・右）

未勝利；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

１：２３．６
１：２３．１

重

重

６１２ ナックルパート 牡２鹿 ５５ 武 豊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８６－ ２１：２５．３ １．５�

５１０� ウインルーセント 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三�ウイン 佐々木晶三 浦河 桑田 正己 ５００＋１０１：２５．８３ ６．５�
１１ �� ツルマルキセキ 牡２青鹿５５ 岩田 康誠鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 城地 和義 ４５２－ ８１：２６．４３� ４８．０�
２４ アースコマンダー 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 浦河 昭和牧場 ４４０＋ ４ 〃 クビ １８．５�
８１６� ワキノドライバー 牝２芦 ５４ 福永 祐一脇山 良之氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８０＋１２１：２６．５クビ ５．５�
７１４ ニシオハンセル 牡２栗 ５５ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４６４－ ４１：２７．０３ １９８．１�
３５ レッドソウル 牡２鹿 ５５

５４ ☆鮫島 良太 	天羽�治牧場 古川 平 浦河 三栄牧場 ４５２－ ２１：２７．３２ ２０２．８

４７ � カリスマダンディー 牡２鹿 ５５ 小牧 太畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４９８± ０１：２７．４� ５４．４�
８１５ トップクライマー 牡２鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士 	エクセルマネジメント坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４６４± ０１：２８．２５ ２７９．７�
３６ � テイエムサプライズ 牡２栗 ５５ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 福島 勝 新冠 競優牧場 ４８６＋ ８１：２８．７３ ４０３．１
２３ ツルマルビビッド 牡２鹿 ５５ 四位 洋文鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４４８＋ ６ 〃 クビ １２．９�
５９ ワンダーマッタホン 牡２黒鹿５５ C．ルメール 山本 信行氏 湯浅 三郎 えりも 能登 浩 ５０４＋ ２１：２８．９１� ７９．６�

（仏）

７１３�� オースミオペラ 牡２栗 ５５ 川島 信二�オースミ 安藤 正敏 門別 下河辺牧場 ４５８－ ６１：２９．２１	 ８６．０�
６１１ リーガルホーラー 牡２鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅松坂 記吉氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７４± ０１：２９．８３� ５１９．１�
４８ � ハードラビット 牡２鹿 ５５

５２ ▲上野 翔津田 一男氏 西橋 豊治 静内 片岡牧場 ４３４－ ２１：３０．４３� ５１５．２�
１２ � ロードヴァルナ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 静内 へいはた牧場 ４９２＋ ２１：３４．７大差 ２５１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３９０，９００円 複勝： ２１，７５２，０００円 枠連： ２１，６９０，６００円

普通馬連： ６４，６４４，３００円 馬単： ６９，２９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３２８，３００円

３連複： ９４，５０６，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３１０，６０９，０００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １６０円 � ５６０円 枠 連（５－６） ４４０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ９１０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� ４，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７３９０９ 的中 � ９７５８６（１番人気）
複勝票数 計 ２１７５２０ 的中 � ９９１４５（１番人気）� ２９７８０（３番人気）� ５０５１（７番人気）
枠連票数 計 ２１６９０６ 的中 （５－６） ３７０３７（３番人気）
普通馬連票数 計 ６４６４４３ 的中 �� １２２２９３（２番人気）
馬単票数 計 ６９２９６８ 的中 �� ８７７２８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３２８３ 的中 �� ３５９４８（１番人気）�� ５０５６（１１番人気）�� １８６１（２１番人気）
３連複票数 計 ９４５０６１ 的中 ��� １７１７６（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．８―３５．５―４７．８―１：００．０―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナックルパート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．９．１７ 中京７着

２００４．４．１４生 牡２鹿 母 ラフォルトゥナ 母母 ミスティーグリーン ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔制裁〕 ハードラビット号の騎手上野翔は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハードラビット号・ロードヴァルナ号は，平成１８年１２月１８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３２０５０１１月１８日 曇 良 （１８京都６）第５日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時３５分 （芝・右）

未勝利；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

１：３３．８
１：３３．４

良

良

３４ � キャッスルトン 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 追分 追分ファーム ４３２＋ ２１：３５．６ ４．９�

７１１� イイデレインジャー 牡２栗 ５５ 安藤 光彰 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 新冠 小泉 学 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ５０．８�
（笠松）

５７ メイショウタージャ 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４９２－ ４１：３５．７� ３．２�
１１ � グッドキララ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５０８± ０１：３５．９１� ３．８�
４５ マルブツゴールド 牡２鹿 ５５ 和田 竜二大澤 毅氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ６２．１�
６１０	 シンワエルシド 牡２鹿 ５５ 角田 晃一若尾 昭一氏 武 宏平 静内 富岡 廣光 ４５４± ０１：３６．０クビ １０９．５	
８１３ スーパーヴァイザー 牡２栃栗５５ 藤岡 佑介 �ノースヒルズマネ

ジメント 加藤 敬二 三石 土居 忠吉 ４８６± ０１：３６．１� １６．８

３３ � コーリングユー 牡２芦 ５５ C．ルメール �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ５２４＋ ４１：３６．２� ７．３�

（仏）

７１２ キーランナー 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆鮫島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 細川農場 ４６６± ０１：３６．３クビ ５３．３�

４６ � カ ミ ツ キ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９８－ ６ 〃 ハナ ９．７
２２ � ニホンピロコナユキ 牝２栗 ５４ 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４６０＋ ６１：３７．０４ １２９．３�
８１４ ボージョボー 牡２栗 ５５ 四位 洋文青山 洋一氏 友道 康夫 静内 岡田牧場 ４５４＋ ６１：３７．１クビ １２．４�
６９ 	 カネスマスキュリン 牡２栗 ５５ 幸 英明杉澤 光雄氏 西橋 豊治 静内 高橋フアーム ４９８＋ ８ 〃 ハナ １９２．４�
５８ � シルクロージネス 牡２栗 ５５ 野元 昭嘉有限会社シルク昆 貢 新冠 石田牧場 ４８８－ ４１：３７．２クビ ４９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，３８３，２００円 複勝： ２５，０４６，１００円 枠連： ２５，７３８，５００円

普通馬連： ６４，５２５，１００円 馬単： ６１，５８６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６６８，２００円

３連複： ９２，６２２，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３０６，５７０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � ９９０円 � １５０円 枠 連（３－７） ５，９４０円

普通馬連 �� １１，０９０円 馬 単 �� １８，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２４０円 �� ４２０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� １０，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６３８３２ 的中 � ２６８７８（３番人気）
複勝票数 計 ２５０４６１ 的中 � ３８１３２（３番人気）� ４４７６（１０番人気）� ５８３６５（２番人気）
枠連票数 計 ２５７３８５ 的中 （３－７） ３２０３（１６番人気）
普通馬連票数 計 ６４５２５１ 的中 �� ４２９４（２９番人気）
馬単票数 計 ６１５８６７ 的中 �� ２３９５（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６６８２ 的中 �� １４６４（３１番人気）�� １３７５０（３番人気）�� ３３３８（１７番人気）
３連複票数 計 ９２６２２９ 的中 ��� ６７３７（３３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．９―１２．４―１２．１―１１．６―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３５．４―４７．８―５９．９―１：１１．５―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キャッスルトン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．８．１９ 札幌２着

２００４．２．２４生 牝２鹿 母 ティークリッパー 母母 テイーブレーク ４戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０５１１１月１８日 曇 良 （１８京都６）第５日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時０５分 （芝・右）

未勝利；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

２：００．７
１：５９．９

良

良

３３ � サムライタイガース 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Gaines－Gentry
Thoroughbreds ５１６－ ６２：０５．７ １．６�

７１０ オーシャンクルーズ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文上田 宗義氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４５４－ ４２：０５．９１� ２１．９�
８１１� ダイナミックグロウ 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４５８－ ８２：０６．３２	 ６８．５�
４４ マッシヴカイザー 牡２鹿 ５５ 小牧 太小川 勲氏 大橋 勇樹 静内 静内白井牧場 ５２６＋１０２：０６．４クビ ６．５�
８１２� フィフスアベニュー 牝２青鹿５４ 福永 祐一 �エクセルマネジメント清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４９８＋ ２ 〃 アタマ ８．３�
５５ � ヒシカツリーダー 牡２青 ５５ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 小島 貞博 浦河 中村 雅明 ５２４＋ ８ 〃 クビ ４８．７�
６７ � メイショウジライヤ 牡２芦 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 福島 勝 新冠 石嶋牧場 ４７０－ ４２：０７．０３	 ２７２．１	
６８ ハッピーオーラ 牝２黒鹿５４ 高橋 亮
本桐牧場 高橋 隆 三石 本桐牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ ３１５．８�
５６ � ホッコーワンマン 牡２栗 ５５ 赤木高太郎矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４６２－ ４２：０７．１クビ ５９．９�
７９ �
 ゴーストライター 牡２黒鹿５５ C．ルメール 前田 幸治氏 橋口弘次郎 三石 中村 和夫 ５３８－ ２２：０７．３１	 ４．６

（仏）

１１ � ターゲットシチー 牡２栗 ５５ 和田 竜二 
友駿ホースクラブ 五十嵐忠男 静内 光丘牧場 ５１４＋ ２２：０７．５� ６９．３�
２２ � エレクトロベル 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介青山 洋一氏 池江 泰寿 米 David S.

Milch ４４４＋ ６２：０８．１３	 ７６．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，１９６，５００円 複勝： ２４，２３５，８００円 枠連： ２４，５１５，９００円

普通馬連： ７１，４８８，３００円 馬単： ８４，３９０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５１５，９００円

３連複： １０３，４４０，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３５０，７８２，８００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３５０円 � ９４０円 枠 連（３－７） ３３０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，５７０円 �� ５，６８０円

３ 連 複 ��� １２，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１１９６５ 的中 � １０７２８４（１番人気）
複勝票数 計 ２４２３５８ 的中 � ９８９２１（１番人気）� １２９７０（５番人気）� ４０６０（８番人気）
枠連票数 計 ２４５１５９ 的中 （３－７） ５５９８１（１番人気）
普通馬連票数 計 ７１４８８３ 的中 �� ４２８９６（４番人気）
馬単票数 計 ８４３９０３ 的中 �� ４００６９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５１５９ 的中 �� １１９４６（４番人気）�� ３２７３（１５番人気）�� ８７５（３５番人気）
３連複票数 計１０３４４０１ 的中 ��� ６０４７（２９番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．１―１３．８―１３．６―１３．５―１３．６―１２．０―１１．５―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．７―３８．５―５２．１―１：０５．６―１：１９．２―１：３１．２―１：４２．７―１：５４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サムライタイガース �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Red Ransom デビュー ２００６．１０．２２ 京都３着

２００４．３．２２生 牡２鹿 母 Pear Shape 母母 Diamondsareagirls ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００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。



３２０５２１１月１８日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８京都６）第５日 第４競走 ２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

２２ �� バリトンヴォイス 牡５鹿 ６０ 岩崎 祐己岩� 僖澄氏 古川 平 浦河 佐藤 正光 ５００－ ４３：１５．２ １．８�

６１０� カノヤバトルスター 牡３芦 ５８ 高野 容輔神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ５００＋ ６３：１５．８３� ５．１�
３３ �� リバースプライト 牡３鹿 ５８ 今村 康成泉 俊二氏 沖 芳夫 厚真 大川牧場 ５２０－ ２３：１６．７５ １４．４�
８１３� ウインリゲル 牡５栗 ６０ 内田 浩一�ウイン 安達 昭夫 浦河 桑田 正己 ５４２＋ ４３：１６．９１� ８．５�
５８ マンテンフラワー 牝３鹿 ５６ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 鹿戸 正幸 ４２８－ ８３：１７．２２ １６．４�
３４ スズカウエスト 牡３鹿 ５８ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 メイタイ牧場 ４８２＋ ２３：１７．６２� ３８．９�
６９ �� セイウンバンチョー �５黒鹿６０ 林 満明大宮国際 中竹 和也 静内 タイヘイ牧場 ５３２＋２０３：１８．２３� ２３．０	
４６ � シロキタスピード 牡３鹿 ５８ 南井 大志小西 和子氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 ４８８＋２２３：１８．３� １３２．４

７１２�� オースミサムソン 牡４青鹿６０ 石山 繁�オースミ 南井 克巳 静内 キヨタケ牧場 ４５０＋ ６３：１８．６１� ２３．６�
８１４ ト ー タ チ ス 牡４鹿 ６０ 仲田 雅興竹中 一彰氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６２＋ ４３：１８．９２ １５２．１�
７１１ アイエススピリット 牡４栗 ６０ 白坂 聡�アイナカ商事 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ５０２＋２６３：１９．１� １１３．１
１１ � テイエムエース 牡３栗 ５８ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４７０＋ ２３：１９．９５ １０．６�
５７ � メイショウランマル 牡４芦 ６０ 植野 貴也松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４４６－ ６３：２０．９６ ６９．５�
４５ バ ル ビ エ レ 牡３鹿 ５８ 宇田登志夫加藤 厚子氏 福島 勝 様似 �村 伸一 ５００－１０３：２６．３大差 １８２．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，８５２，９００円 複勝： １２，５３４，４００円 枠連： １８，６９９，４００円

普通馬連： ４９，５９８，０００円 馬単： ５４，７８９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５２４，２００円

３連複： ８６，７８２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２５０，７８１，３００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（２－６） ５８０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ３１０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４８５２９ 的中 � ６７１７９（１番人気）
複勝票数 計 １２５３４４ 的中 � ４４３４７（１番人気）� １８５６０（２番人気）� １２２６４（３番人気）
枠連票数 計 １８６９９４ 的中 （２－６） ２３９４８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９５９８０ 的中 �� ５３７９３（１番人気）
馬単票数 計 ５４７８９７ 的中 �� ３６２９５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５２４２ 的中 �� １００５１（２番人気）�� １１７７６（１番人気）�� ３１９２（１１番人気）
３連複票数 計 ８６７８２７ 的中 ��� ４３１５５（１番人気）

上り １マイル １：４７．０ ４F ５２．８－３F ３９．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
バリトンヴォイス �

�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 ヘクタープロテクター

２００１．２．１８生 牡５鹿 母 メジロハスキー 母母 メ ジ ロ エ マ 障害：７戦１勝 賞金 １５，３００，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 カノヤバトルスター号の騎手高野容輔は，２周目４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔その他〕 テイエムエース号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テイエムエース号は，平成１８年１２月１８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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 カネトシパワフル号・キタサンブシドウ号・シルバーガル号・スカイイレブン号・スリーオペレーター号・

スリークリプト号・テイエムヒビキ号・テーオードラゴン号・ノーブランド号



３２０５３１１月１８日 曇 良 （１８京都６）第５日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時２５分 （芝・右）

牝，新馬；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

１：２０．８
１：２０．３

良

良

２３ ネヴァテルミー 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介�ティーエイチ 河内 洋 静内 藤原牧場 ４３８ ―１：２３．６ ５．６�

３５ � ナ ム ラ ハ ル 牝２鹿 ５４ 小坂 忠士奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 成隆牧場 ４４４ ― 〃 アタマ ６２．８�
６１２ ラ ブ レ タ ー 牝２青鹿５４ 武 豊山内 邦一氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 B４３２ ―１：２３．７� ２．５�
１２ ニシノアリエナイ 牝２黒鹿５４ 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 鵡川 西山牧場 ４６６ ―１：２４．０１� ６９．６�
７１５ ホーマンビリーヴ 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠久保 久人氏 安田 隆行 静内 高橋 修 ４７８ ― 〃 クビ ２７．６�
７１３ フミノオリヒメ 牝２鹿 ５４ 角田 晃一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４５４ ―１：２４．１クビ ４．１�
５９ ヤマカツマドンナ 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎山田 博康氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４６０ ― 〃 アタマ １６．８	
６１１� リッカレイクブルー 牝２芦 ５４ 小牧 太立花 幸雄氏 川村 禎彦 浦河 中島 俊明 ４４８ ―１：２４．２� ６２．８�
４７ ア タ ラ ン テ 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰ジョイ・レースホース� 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 ４５４ ―１：２４．３クビ ９．７


（笠松）

４８ � トウカイウェーブ 牝２黒鹿５４ 武 幸四郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４５４ ―１：２４．４� ２６．７�
５１０ キッコウプリンセス 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦伊藤 博文氏 浜田 光正 三石 松田牧場 ４８０ ―１：２４．５� ２１３．８�
８１８ パ ル ー ル 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三吉田 修氏 坪 憲章 様似 �村 伸一 ４３０ ―１：２４．６クビ ３６．３
３６ � バンビーナリタ 牝２栗 ５４ 田嶋 翔�バンブー牧場 小島 貞博 浦河 バンブー牧場 ４３２ ―１：２４．８１� １５７．３�
７１４ バンビーナベル 牝２鹿 ５４ 和田 竜二�バンブー牧場 中尾 秀正 浦河 バンブー牧場 ４４４ ―１：２５．０１� ２７．２�
８１７ リバルドソナタ 牝２栗 ５４ 赤木高太郎河野 保雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４１４ ―１：２５．１� １５３．８�
１１ � スーパーレインボー 牝２栗 ５４ 福永 祐一後藤 繁樹氏 瀬戸口 勉 静内 タイヘイ牧場 ４８８ ―１：２５．８４ １９．９�
２４ � チョウトキメキ 牝２黒鹿５４ 黒岩 悠丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 静内 片岡 博 ３９８ ―１：２５．９クビ １３４．２�
８１６ ヤンキームスメ 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 三石 小河 豊水 ４４２ ―１：２９．７大差 １８４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，６４９，９００円 複勝： １８，１７２，９００円 枠連： ２６，４８２，９００円

普通馬連： ５７，５６５，８００円 馬単： ６１，１０３，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７５５，３００円

３連複： ８６，０５１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２８２，７８１，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １８０円 � １，１５０円 � １４０円 枠 連（２－３） ９，５７０円

普通馬連 �� １９，１１０円 馬 単 �� ３３，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１００円 �� ４５０円 �� ３，９９０円

３ 連 複 ��� １７，９１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５６４９９ 的中 � ２２３８２（３番人気）
複勝票数 計 １８１７２９ 的中 � ２７６１６（３番人気）� ２６３７（１３番人気）� ４９４１２（１番人気）
枠連票数 計 ２６４８２９ 的中 （２－３） ２０４３（２５番人気）
普通馬連票数 計 ５７５６５８ 的中 �� ２２２４（４９番人気）
馬単票数 計 ６１１０３３ 的中 �� １３２８（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７５５３ 的中 �� ８０８（４９番人気）�� １０９３２（３番人気）�� １０３７（３９番人気）
３連複票数 計 ８６０５１８ 的中 ��� ３５４６（５６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．７―１１．８―１１．９―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．４―４７．２―５９．１―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．４
３ ・（８，１２）－１８（５，９，３）（２，７，１３）１４（１０，１５）＝１７，１１，４，６＝１６，１ ４ ・（８，１２）１８（５，９，３）（２，７，１３）（１０，１５）－１４－（１１，１７）－６，４＝１＝１６

勝馬の
紹 介

ネヴァテルミー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Devil’s Bag 初出走

２００４．３．１生 牝２栗 母 テンザンミラー 母母 コ ン ジ ュ ラ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 スーパーレインボー号は，発進不良〔膠着〕。
〔制裁〕 ナムラハル号の騎手小坂忠士は，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５０，０００円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スーパーレインボー号は，平成１８年１１月１９日から平成１８年１２月１８日まで出走停止。停止期間の

満了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤンキームスメ号は，平成１８年１２月１８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ダノンフローラ号・メイショウバレーヌ号・レンデフルール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３２０５４１１月１８日 曇 良 （１８京都６）第５日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時５５分 （芝・右）

新馬；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

１：３３．８
１：３３．４

良

良

７１４� ダノンフローラ 牝２鹿 ５４ 四位 洋文�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：３５．９ ７．８�

７１３�� エーティーボス 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 静内 伊藤 敏明 ４６８ ―１：３６．０� ８．４�
８１６� エピグラフィー 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 安田 隆行 浦河 成隆牧場 ４５６ ―１：３６．２１	 ７．８�
２４ ライトグランデュア 牡２青 ５５ 幸 英明藤本 幸雄氏 山本 正司 新冠 蛯名牧場 ４７８ ―１：３６．３� ５．７�
５１０ ミリオンディスク 牡２栗 ５５ 武 幸四郎 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ５２０ ― 〃 クビ ２．３�
１１ � クリノラブゴールド 牡２鹿 ５５ 福永 祐一栗本 博晴氏 平田 修 静内 岡田 隆志 ４８６ ―１：３６．５１	 ７４．１	
２３ � ピサノイナバウアー 牝２栗 ５４ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４２４ ―１：３６．６� １２．７

５９ �� マッキーサムソン 牡２黒鹿５５ 石橋 守薪浦 亨氏 梅田 康雄 浦河 金石牧場 ４４２ ―１：３７．１３ ９０．２�
３５ � タガノゴーマル 牡２黒鹿５５ 角田 晃一八木 良司氏 橋本 寿正 静内 佐藤 茂雄 ４８４ ―１：３７．２� １０４．３�
４７ レゾリューション 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４９０ ―１：３７．３� ３７．３
３６ ソーラーフレア 牡２栗 ５５ 川島 信二山上 和良氏 田島 良保 浦河 ターフィー牧場 ４５４ ―１：３７．４
 １３０．５�
４８ リュウセイマスター 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉本郷 善隆氏 野元 昭 三石 名古屋 一征 ５１２ ―１：３７．８２� ２１６．７�
８１５ ワンダースティーヴ 牡２黒鹿５５ 武 豊山本 信行氏 湯浅 三郎 三石 米田牧場 ５２２ ― 〃 ハナ ２２．９�
６１２�� マイネルカーリタス 牡２黒鹿５５ 安藤 光彰 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 門別 高柳 隆男 ４８４ ―１：３７．９クビ ９５．１�
（笠松）

６１１ ロリンザーユーザー 牡２鹿 ５５ C．ルメールロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４８４ ― 〃 アタマ ６７．８�
（仏）

１２ � ミヤジレオン 牡２鹿 ５５ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 的場牧場 ４９８ ―１：３８．２２ ２０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７６０，０００円 複勝： １９，１４１，９００円 枠連： ３２，１７３，０００円

普通馬連： ６５，８４０，３００円 馬単： ６１，６８３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４５６，８００円

３連複： ８８，４２２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３０２，４７７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２３０円 � ２１０円 � ２４０円 枠 連（７－７） ２，９１０円

普通馬連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ４，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ８３０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ５，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７７６００ 的中 � １７９５３（４番人気）
複勝票数 計 １９１４１９ 的中 � ２２１７７（３番人気）� ２５１６４（２番人気）� ２１００３（４番人気）
枠連票数 計 ３２１７３０ 的中 （７－７） ８１６３（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６５８４０３ 的中 �� ２１２６４（８番人気）
馬単票数 計 ６１６８３４ 的中 �� １００６４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４５６８ 的中 �� ５３５２（６番人気）�� ５１８２（８番人気）�� ４８５７（１１番人気）
３連複票数 計 ８８４２２３ 的中 ��� １１７４５（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．３―４７．４―１：００．１―１：１２．４―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３５．８
３ ４（１３，１６）（１，１０）１５（８，２，７，１４）１１（３，５）（６，９）－１２ ４ ４（１３，１６）（１，１０，１５）（８，２，７，１４）（３，１１，５）（６，１２，９）

勝馬の
紹 介

�ダノンフローラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Law Society 初出走

２００４．５．１１生 牝２鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ダノンフローラ号は，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または施行団体名を表示している。



３２０５５１１月１８日 曇 良 （１８京都６）第５日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

２３ ホウシュウムサシ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�上田牧場 松田 博資 白老 上田牧場 ４８８＋ ４１：５５．１ ３．９�

５９ テーオーキング �５鹿 ５７ 芹沢 純一小笹 公也氏 鹿戸 幸治 新冠 中本 隆太郎 ４６０＋ ２ 〃 クビ １２８．２�
５８ �� ダンスアジョイ 牡５黒鹿５７ 幸 英明加藤 泰章氏 山本 正司 門別 白瀬 明 B５２０＋ ２ 〃 ハナ ２．７�
６１１� テイエムカミガカリ 牡４栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 石郷岡 松

太郎 ５２６＋ ４ 〃 ハナ １０．２�
６１０ パ ワ ー ラ ン 牡４黒鹿５７ 小牧 太�川島牧場 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４９２± ０１：５５．２クビ ９．１�
３５ � エイティフロー 牡５鹿 ５７ C．ルメール 前田 篤久氏 池江 泰寿 新冠 中本牧場 ５１６＋１０１：５５．３� １５．７	

（仏）

１１ オーキッドコート 牡３鹿 ５５ 橋本 美純川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ４４６－ ４１：５５．５１ ６．０

２２ メイショウアズーロ 牡５栗 ５７ 四位 洋文松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ５０２＋ ４１：５５．７１	 ２７．６�
３４ ユ ウ ア イ ラ 牝３栗 ５３

５２ ☆鮫島 良太�アイテツ 鮫島 一歩 新冠 佐藤 信広 ４７６＋ ８１：５５．９１� ２６．１�
４７ サカイヤベンケイ 牡４黒鹿５７ 赤木高太郎酒井 博氏 武 宏平 白老 白老ファーム ４４８＋ ４１：５６．０� ２２．７
７１２ ホッコーランチャー 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ５２４＋１４ 〃 クビ ４８．２�
７１３ メイショウゴジラ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 福島 勝 浦河 辻 牧場 ５０２＋３４１：５６．２１	 ６５．０�
４６ ライジングハート 牡５鹿 ５７

５４ ▲上野 翔赤倉 昌己氏 梅内 忍 静内 カタオカフアーム ４７０± ０ 〃 クビ ２１０．２�
８１５ ホーマンファラオ 牡４栗 ５７

５４ ▲北村 友一久保 久人氏 安田 隆行 三石 ダイイチ牧場 ４６２＋ ２１：５７．９大差 ９３．１�

８１４ デュイキャスケード 牡３栗 ５５ 小林 徹弥伊藤 仁氏 木原 一良 門別 藤本 友則 B４８４＋３０１：５８．４３ ７５．５�
（７９７４）

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，５３６，０００円 複勝： ２５，０４５，６００円 枠連： ３０，８８４，６００円

普通馬連： ９８，１１７，７００円 馬単： ８６，４０４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０３４，１００円

３連複： １３２，５７７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４１７，６００，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １，９９０円 � １４０円 枠 連（２－５） ４７０円

普通馬連 �� ２２，９７０円 馬 単 �� ３２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，０８０円 �� ２８０円 �� ３，９３０円

３ 連 複 ��� １７，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５３６０ 的中 � ３８３６２（２番人気）
複勝票数 計 ２５０４５６ 的中 � ５４４０４（２番人気）� １９２８（１４番人気）� ６１０５０（１番人気）
枠連票数 計 ３０８８４６ 的中 （２－５） ４９３７６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９８１１７７ 的中 �� ３１５３（５１番人気）
馬単票数 計 ８６４０４９ 的中 �� １９９３（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０３４１ 的中 �� １１２８（４６番人気）�� ２８３５８（１番人気）�� １４６６（３７番人気）
３連複票数 計１３２５７７７ 的中 ��� ５６１５（５１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１２．７―１３．４―１３．８―１３．５―１２．９―１２．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３６．７―５０．１―１：０３．９―１：１７．４―１：３０．３―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３７．７
１
３

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

２
４

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

ホウシュウムサシ �
�
父 モ ガ ミ �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００３．１１．１６ 京都３着

２００１．３．２６生 牡５鹿 母 ブゼンスワン 母母 ブゼンノハナ ２１戦３勝 賞金 ４４，１８０，０００円
〔制裁〕 テーオーキング号の騎手芹沢純一は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※出走取消馬 デポジットブック号（疾病〔感冒〕のため）
※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 シルクデューク号・マルタカタキオン号
※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。



３２０５６１１月１８日 曇 良 （１８京都６）第５日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

１２ � セレスステーラー 牡３栗 ５５ 和田 竜二岡 浩二氏 宮本 博 新冠 武田 修一 ４４４－ ２２：２８．８ １９．９�

３６ � メジロマシューズ 牡３栗 ５５ 岩田 康誠�メジロ牧場 池江 泰郎 洞爺 メジロ牧場 ４７６－１６ 〃 ハナ ８．３�
８１６ レグルスキッド 牡３鹿 ５５ 秋山真一郎 �キャロットファーム 木原 一良 白老 白老ファーム ４４２＋１０２：２８．９	 １７．３�
６１２� キングプログレス 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦林 順子氏 佐山 優 鹿児島 協和牧場鹿児島分場 ５０４－ ２２：２９．０	 ２４．４�
２３ ロフティソル 牡３栗 ５５

５２ ▲北村 友一大原 詔宏氏 境 直行 静内 田中 裕之 ４９２＋１０ 〃 クビ ５５．５�
８１８ ダイシンハーバー 牡３鹿 ５５ 武 豊大八木信行氏 松田 博資 静内 矢野牧場 ４５６－ ４２：２９．１クビ ２．８�
５９ � ダークメッセージ 牡３栃栗５５ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４７６＋１２２：２９．３１
 ４．０	
２４ テューダーローズ 牡３栗 ５５ C．ルメール �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８２＋２６２：２９．４� ４．６


（仏）

４７ � ブ レ ッ ザ 牡６鹿 ５７ 幸 英明 �社台レースホース谷 潔 白老 白老ファーム ４９０－ ６２：２９．５クビ ７５．５�
７１３� マイネルオレア 牡３栗 ５５ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安藤 正敏 新冠 コスモビューファーム ５０８＋１２ 〃 クビ ４１．１
１１ �� スズカボーイ 牡３栗 ５５ 小牧 太永井 啓弍氏 坪 憲章 門別 千葉飯田牧場 ４７８－ ２２：２９．７１
 ８６．５�
３５ �� オースミミラクル 牡４栗 ５７ 長谷川浩大�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４２：３０．１２	 ２９８．４�
７１４� エイシンユニコーン 牡４芦 ５７ 福永 祐一平井 豊光氏 藤原 英昭 米 The Allen E. Paul-

son Living Trust ５１２＋ ４２：３０．２	 ２３．４�
７１５� メイショウアンドレ 牡３栗 ５５ 石橋 守松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５４８＋２０ 〃 クビ １０９．９�
４８ メイショウトンボ 牡３鹿 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４８４＋２０２：３０．５１� ８８．７�
６１１� ハンシンテイオー 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介山本 治氏 福島 勝 新冠 的場牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ６９．０�
８１７ アフェランドラ 牝３鹿 ５３

５０ ▲船曳 文士 �ノースヒルズマネ
ジメント 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２－ ６２：３０．６クビ ２００．２�

５１０ スズノタイヨー 牡４鹿 ５７
５６ ☆鮫島 良太阿部 雅子氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４９６－ ２２：３１．３４ １５０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，０６１，３００円 複勝： ３３，１９６，５００円 枠連： ３６，１７７，３００円

普通馬連： １１１，８５１，９００円 馬単： ９８，４０９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５０７，４００円

３連複： １５３，８５４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４８６，０５９，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，９９０円 複 勝 � ５９０円 � ２７０円 � ４７０円 枠 連（１－３） ５，９３０円

普通馬連 �� ７，５９０円 馬 単 �� ２０，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３８０円 �� ２，９６０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ３１，６２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３０６１３ 的中 � ９１５９（６番人気）
複勝票数 計 ３３１９６５ 的中 � １３８５６（７番人気）� ３６６１８（４番人気）� １８０８５（５番人気）
枠連票数 計 ３６１７７３ 的中 （１－３） ４５０７（２１番人気）
普通馬連票数 計１１１８５１９ 的中 �� １０８７６（２１番人気）
馬単票数 計 ９８４０９８ 的中 �� ３５６３（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５０７４ 的中 �� ３０５８（２１番人気）�� ２４４４（２９番人気）�� ３６２４（１８番人気）
３連複票数 計１５３８５４９ 的中 ��� ３５９２（７９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１１．４―１２．７―１３．２―１３．３―１３．３―１３．０―１２．７―１１．７―１１．５―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�
１２．６―２４．２―３５．６―４８．３―１：０１．５―１：１４．８―１：２８．１―１：４１．１―１：５３．８―２：０５．５―２：１７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．０
１
３

・（１２，１７）－１６－１４（６，１３）（２，３，４，１８）（５，９）１１（８，１５）１０（１，７）・（１２，１７）－１６，１４（６，２，１３）（５，３，４）８（１５，１８）（７，１，９）－（１０，１１）
２
４

・（１２，１７）－１６－１４（６，１３）（２，４）３（５，１８）９（８，１５）１１（１，１０）７・（１２，１７，１６）（６，２，１４）（５，１３）３（８，４，１８）（１５，９）（７，１）１０，１１
勝馬の
紹 介

�セレスステーラー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Halo デビュー ２００５．１２．１７ 阪神７着

２００３．５．２５生 牡３栗 母 シルヴアード 母母 Silvered Silk １０戦２勝 賞金 １８，０００，０００円
〔発走状況〕 スズノタイヨー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔３走成績による出走制限〕 オースミミラクル号は，平成１８年１２月１８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 スターダストボーイ号
※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。



３２０５７１１月１８日 曇 良 （１８京都６）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

き

も ち の 木 賞
発走１４時３０分 （ダート・右）

２歳，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 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２３．６
１：２３．１

重

重

１１ クィーンオブキネマ 牝２鹿 ５４ 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 隆栄牧場 ４８４＋ ２１：２５．１ ４．６�

７７ � コンゴウダイオー 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠金岡 久夫氏 山内 研二 英
Redmyre Bloodstock,
P. Molony and Card
Bloodstock

５０６－ ２１：２５．４２ ３．４�
８９ � ブループレミアム 牡２鹿 ５５ 四位 洋文後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４７６－ ６１：２５．６１ １５．４�
５５ ナムラカゲトラ 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介奈村 信重氏 野村 彰彦 静内 漆原 哲雄 ４４６－ ６ 〃 アタマ ２５．１�
４４ ショウナンアクト 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ ２．６�
３３ マイネルカンターレ 牡２鹿 ５５ C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモビューファーム ４７０＋ ６１：２５．７クビ ５．８�
（仏）

６６ � チアズウイナー 牡２栗 ５５ 福永 祐一北村キヨ子氏 山内 研二 新冠 武田牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ ２８．０	
２２ � ビードラスティック 牡２黒鹿５５ 角田 晃一吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４３０＋ ２１：２５．９１	 ４４．１

８１０ エーシンエーケー 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉平井 宏承氏 野元 昭 様似 清水 誠一 ５００± ０１：２６．８５ ７３．８�
７８ テイエムホープフル 牡２栗 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 中島 俊明 ５１２－ ２１：２７．３３ ５５．４�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２９，２５９，７００円 複勝： ４３，６５８，５００円 枠連： ３４，２８８，３００円

普通馬連： １３９，１７０，０００円 馬単： １１６，０６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０７３，３００円

３連複： １２２，６４２，３００円 ３連単： ３８４，１６５，３００円 計： ９０２，３２０，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ３１０円 枠 連（１－７） ６８０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ８３０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ２，２９０円 ３ 連 単 ��� １０，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２９２５９７ 的中 � ５０２６４（３番人気）
複勝票数 計 ４３６５８５ 的中 � ８２５４２（３番人気）� １０３４４４（１番人気）� ２７０７５（５番人気）
枠連票数 計 ３４２８８３ 的中 （１－７） ３７４９８（３番人気）
普通馬連票数 計１３９１７００ 的中 �� １５９５３８（２番人気）
馬単票数 計１１６０６２９ 的中 �� ５４９５９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０７３３ 的中 �� ３３２９６（３番人気）�� ８９７２（１１番人気）�� １４３３５（７番人気）
３連複票数 計１２２６４２３ 的中 ��� ３９５７１（７番人気）
３連単票数 計３８４１６５３ 的中 ��� ２８１２９（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．３―３５．７―４８．３―１：００．４―１：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３６．８
３ １（８，９）（３，４，７）（５，６，１０）２ ４ １（８，９）（３，４，７）（５，６）１０，２

勝馬の
紹 介

クィーンオブキネマ 
�
父 タイキシャトル 

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．１０．１５ 京都６着

２００４．５．９生 牝２鹿 母 シネマライフ 母母 デ イ オ ラ マ ３戦２勝 賞金 １５，２１７，０００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。



３２０５８１１月１８日 曇 良 （１８京都６）第５日 第１０競走 ��
��２，４００�

や せ

八 瀬 特 別
発走１５時０５分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

７１４� マキハタサイボーグ �４鹿 ５７ 武 幸四郎�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０６＋１０２：２５．７ ６５．７�

６１２ チョウカイサンデー 牡３栗 ５５ 小牧 太�平田牧場 加藤 敬二 浦河 谷川牧場 ４８６＋１０ 〃 クビ １４．０�
１２ �	 マイネルリーデル 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 ４６８± ０２：２６．０１
 ９．７�
７１５�	 マイネルポライト 牡３鹿 ５５ 角田 晃一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西浦 勝一 三石 下屋敷牧場 ４９４＋ ８２：２６．１� ６．９�
６１１�� イエロージャケット 牝３栗 ５３ 安藤 光彰田中 康弘氏 小井土金一 門別 小屋畑 和久 ４６２－１０ 〃 ハナ １９４．６�

（笠松） （笠松）

２４ �	 テンシノゴールド 牡３鹿 ５５ C．ルメール 杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４６０± ０２：２６．３１ ３．９	
（仏）

７１３ ラピッドオレンジ 牝３鹿 ５３ 和田 竜二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム B４４８＋ ２２：２６．４� ２４．２

２３ 	 マイネルファーマ 牡３栗 ５５ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 三石 山際牧場 ４８４± ０２：２６．５クビ ６９．４�
３５ � マヤノリバティ 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介田所 英子氏 坂口 正大 静内 原 達也 ４６８＋ ８２：２６．８２ ８６．７�
４７ � イーグルドライバー 牡５栗 ５７ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４８４＋ ２２：２７．１１
 ７８．８
８１６� カネトシツヨシオー 牡３鹿 ５５ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８０－ ２２：２７．２
 １７．４�
５１０� テイエムサッカー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 静内 武岡牧場 ４７６＋１２２：２７．３
 １０２．４�
１１ � ミツワスカイハイ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�高昌 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ３．３�
５９ トロフィーディール 牡３鹿 ５５ 武 豊青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４６２＋１４ 〃 アタマ ５．８�
３６ キングオブウィナー 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ５１２＋ ４２：２８．４７ ５８．２�
８１８	 ワンダーシンゲキ �６鹿 ５７ 植野 貴也山本 信行氏 佐藤 正雄 静内 大滝 栄治 ４９０－１０２：２８．５� ３２３．３�
４８ アウトオブサイト 牡４黒鹿５７ 幸 英明前田 幸治氏 山本 正司 新冠 高瀬牧場 ４６６＋ ２２：２８．８２ １１３．１�
８１７� ミキノマーベラス 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦池田 實氏 須貝 彦三 門別 長谷川牧場 ４５６＋ ８２：２９．１１
 １１８．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，１３４，１００円 複勝： ５８，２９７，８００円 枠連： ５８，２１１，６００円

普通馬連： ２２４，１８８，０００円 馬単： １４２，９５３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，９７２，０００円

３連複： １９４，８８４，４００円 ３連単： ４７８，９２０，６００円 計： １，２３６，５６２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ６，５７０円 複 勝 � ２，０７０円 � ５１０円 � ３３０円 枠 連（６－７） ３，７２０円

普通馬連 �� ４８，１７０円 馬 単 �� ６３，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，０４０円 �� ６，７５０円 �� ２，２５０円

３ 連 複 ��� １２３，８９０円 ３ 連 単 ��� ８３１，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３１１３４１ 的中 � ３７３８（１０番人気）
複勝票数 計 ５８２９７８ 的中 � ６５７７（１１番人気）� ３０６９１（６番人気）� ５３１５５（５番人気）
枠連票数 計 ５８２１１６ 的中 （６－７） １１５５４（１４番人気）
普通馬連票数 計２２４１８８０ 的中 �� ３４３５（６４番人気）
馬単票数 計１４２９５３７ 的中 �� １６５８（９９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７９７２０ 的中 �� １０５８（６５番人気）�� １７４０（４７番人気）�� ５３５０（２３番人気）
３連複票数 計１９４８８４４ 的中 ��� １１６１（１７９番人気）
３連単票数 計４７８９２０６ 的中 ��� ４２５（１１１１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．８―１３．１―１２．６―１２．５―１２．４―１１．７―１１．８―１１．８―１２．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．３―２２．９―３４．７―４７．８―１：００．４―１：１２．９―１：２５．３―１：３７．０―１：４８．８―２：００．６―２：１３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．９
１
３
６（８，１３）１７（１４，１５，１６）１８（３，１０）１１（２，１２）（７，５，９）（１，４）
１６，６－１３，８，１７（１４，１５）１０－（３，１８）１２（２，１１）－（７，９）５（１，４）

２
４

６－（８，１３）１７（１５，１６）１４（３，１０，１８）１１（２，１２）－（７，５，９）－（１，４）
１６－（６，１３，１５）８，１４，１０，１７（３，１２）（２，１８）１１（７，９，１）（５，４）

勝馬の
紹 介

�マキハタサイボーグ �
�
父 メジロブライト �

�
母父 ノーザンアンサー デビュー ２００４．９．２０ 阪神７着

２００２．５．２０生 �４鹿 母 シンミスアンサー 母母 ブラウンデージ １３戦３勝 賞金 ３２，６９９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０５９１１月１８日 曇 良 （１８京都６）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�トパーズステークス

発走１５時４５分 （ダート・右）
３歳以上；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬
は超過額１，２００万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

１１ � カフェオリンポス 牡５栗 ５７ 四位 洋文西川 光一氏 松山 康久 米 Mt. Brilliant
Farm LLC ５０４± ０１：５０．９ １８．６�

４７ ラッキーブレイク 牡５鹿 ５６ 武 豊松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ ４．６�
７１３ メイショウホウオウ 牡５栗 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５５４－ ４１：５１．０� １４．１�
３４ 	 サイレントディール 牡６栗 ５８ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５２４＋１０１：５１．２１
 １７．１�
２２ サウンドザビーチ 牝５鹿 ５３ 安藤 光彰飯田 正氏 藤原 辰雄 静内 千代田牧場 ５０８＋ ４ 〃 アタマ ２４．６�

（笠松）

３５ ロングオベリスク 牡７栗 ５５ 秋山真一郎中井商事� 加用 正 浦河 大道牧場 ５１４＋ ４ 〃 ハナ ２１０．５�
６１０ オースミヘネシー 牡４栗 ５５ 武 幸四郎�オースミ 武 邦彦 浦河 鵜木 唯義 ５０４＋１２１：５１．３� ３．８	
７１２ エンシェントヒル 牝５鹿 ５４ 生野 賢一 
キャロットファーム 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ ７．１�
５８ 	 トップオブワールド 牡５栗 ５５ 藤岡 佑介小川 勲氏 藤岡 健一 厚真 大川牧場 ４８６－ ２１：５１．４クビ ８０．３�
８１４ テイエムヤマトオー 牡５黒鹿５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 辻 牧場 ５０８＋ ４１：５１．５� ２９．３
４６ アンドゥオール 牡７黒鹿５７ C．ルメール 
社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８８＋１２ 〃 クビ １４．２�

（仏）

５９ 	 オーガストバイオ 牡５鹿 ５６ 福永 祐一バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ４１：５１．８１� ５．７�
６１１ ディープエアー 牡３鹿 ５３ 角田 晃一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８６＋ ２１：５２．０１
 ８０．６�
２３ ケイアイガード 牡５鹿 ５６ 幸 英明亀田 守弘氏 古川 平 静内 大滝 康晴 ５１０＋ ４１：５２．２１
 １０．４�
８１５ バアゼルキング 牡７栗 ５５ 鮫島 良太市川 義美氏 古賀 慎明 新冠 早田牧場新

冠支場 ５１０－ ６１：５２．７３ ２１５．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５６，２２１，３００円 複勝： ９１，５８８，３００円 枠連： ８８，３４７，３００円

普通馬連： ４４７，９９１，２００円 馬単： ２７９，２９０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ９７，３９３，８００円

３連複： ３９３，５４８，２００円 ３連単： ８９８，６５５，１００円 計： ２，３５３，０３５，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，８６０円 複 勝 � ５１０円 � １７０円 � ３７０円 枠 連（１－４） ３，４００円

普通馬連 �� ５，０９０円 馬 単 �� １３，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５６０円 �� ３，２２０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １７，５７０円 ３ 連 単 ��� １３０，５８０円

票 数

単勝票数 計 ５６２２１３ 的中 � ２３９４０（９番人気）
複勝票数 計 ９１５８８３ 的中 � ３９３１５（９番人気）� １９２９５７（１番人気）� ５８１６３（６番人気）
枠連票数 計 ８８３４７３ 的中 （１－４） １９２２８（１３番人気）
普通馬連票数 計４４７９９１２ 的中 �� ６５００２（２２番人気）
馬単票数 計２７９２９０５ 的中 �� １５７７５（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９７３９３８ 的中 �� １５２８１（２２番人気）�� ７２１４（４５番人気）�� ３０１８３（７番人気）
３連複票数 計３９３５４８２ 的中 ��� １６５３２（６６番人気）
３連単票数 計８９８６５５１ 的中 ��� ５０７９（４３６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．６―１２．６―１２．９―１２．５―１２．０―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．３―４８．９―１：０１．８―１：１４．３―１：２６．３―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�カフェオリンポス �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Olympio デビュー ２００３．８．１６ 新潟２着

２００１．１．２７生 牡５栗 母 Cognac Lady 母母 Carmanetta ２２戦６勝 賞金 １４４，６８１，０００円
［他本会外：２戦１勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０６０１１月１８日 小雨 良 （１８京都６）第５日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１４ グランプリオーロラ 牝５鹿 ５５ C．ルメール�グランプリ 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４６６－ ２１：２４．４ ５．１�
（仏）

８１６ シ ュ ン キ 牝５栗 ５５ 岩田 康誠石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ １１．４�
２４ マルブツランナー 牡３栗 ５６ 安藤 光彰大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４５６± ０１：２４．９３ １１５．４�

（笠松）

４７ ビクトリアメーク 牝４鹿 ５５ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 門別 田中 元寿 ４５８－ ２１：２５．１１ ２６６．８�
４８ サンクスアロット 牝４鹿 ５５ 武 豊吉田 照哉氏 加藤 敬二 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：２５．４１� ２．７�
１２ マイネルアルバ 牡６栗 ５７

５４ ▲北村 友一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 静内 真歌田中牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ １１４．７�

３６ ナムラアトランテス 牡３栗 ５６ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 静内 漆原 哲雄 ４８８± ０１：２５．６１� ４．０	
６１１� ブライティアカーム 牝５青鹿５５ 四位 洋文小林 昌志氏 的場 均 三石 パラダイス・

ファーム B５０４－ ２１：２５．７クビ ３１．８

６１２ サンエムウラノス 牡６鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４７４± ０ 〃 クビ ５２．１�
５９ � オッティミスタ 牡４栗 ５７ 太宰 啓介藤田 孟司氏 太宰 義人 早来 ノーザンファーム ５３０＋２０１：２５．８� ６．９�
１１ シルキーアゲイン 牝５黒鹿５５ 角田 晃一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 早田牧場新

冠支場 ４５８－ ６１：２５．９� １５２．３
５１０ マルカラスカル 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲上野 翔河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４１：２６．３２� １２．４�
３５ 	� リリーハンター 牡６栗

５７
５４ ▲船曳 文士土井 孝夫氏 鹿戸 幸治 静内 福岡 清 ４６８－ ２１：２６．５１� ２２５．４�

８１５ ペ ケ ジ ェ イ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一青山 洋一氏 藤岡 健一 門別 下河辺牧場 ５１４＋ ２ 〃 クビ ３６．７�
２３ 	 トップアーチ 牡３鹿 ５６

５５ ☆鮫島 良太�コオロ 古川 平 浦河 カナイシスタッド ４９６＋ ２１：２７．０３ ８２．８�

（１５頭）
７１３ ルックミーナウ 牡７青鹿５７ 幸 英明 �社台レースホース松元 省一 白老 白老ファーム ５３４＋ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４５，７００，６００円 複勝： ６０，８７２，１００円 枠連： ６６，０８４，５００円

普通馬連： ２２４，３４４，９００円 馬単： １６９，０２１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，４０２，７００円

３連複： １９１，７５７，２００円 ３連単： ４８２，０９３，９００円 計： １，２９４，２７７，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � ２９０円 � ２，０９０円 枠 連（７－８） １，３３０円

普通馬連 �� １，９２０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ５，６２０円 �� １１，２３０円

３ 連 複 ��� ７８，０６０円 ３ 連 単 ��� ２７１，３９０円

票 数

単勝票数 差引計 ４５７００６（返還計 １１９３２） 的中 � ７１５４１（３番人気）
複勝票数 差引計 ６０８７２１（返還計 ２０４９８） 的中 � ９３３４６（３番人気）� ５８２７６（４番人気）� ６０３２（１２番人気）
枠連票数 差引計 ６６０８４５（返還計 １０５９８） 的中 （７－８） ３６６９５（８番人気）
普通馬連票数 差引計２２４３４４９（返還計２００５３０） 的中 �� ８６２７３（９番人気）
馬単票数 差引計１６９０２１２（返還計１５２５３１） 的中 �� ３８７９２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５４４０２７（返還計 ５５１７３） 的中 �� １９３０２（９番人気）�� ２３１５（４１番人気）�� １１５０（６１番人気）
３連複票数 差引計１９１７５７２（返還計３４８１４４） 的中 ��� １８１３（１１９番人気）
３連単票数 差引計４８２０９３９（返還計８２７８７４） 的中 ��� １３１１（４８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．６―４７．９―１：００．１―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリオーロラ �
�
父 ウォーニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００３．８．２３ 小倉１着

２００１．５．５生 牝５鹿 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード ３２戦５勝 賞金 ８１，９２４，０００円
〔競走除外〕 ルックミーナウ号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し逸走。疲労が著しいため競走除外。発走時刻１０分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ルックミーナウ号は，平成１８年１１月１９日から平成１８年１２月１８日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 サンダルフォン号・セレスクラブ号・タヤスゼンカイ号・ドラゴンアイズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（１８京都６）第５日 １１月１８日（土曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２１２，５１０，０００円
８，４００，０００円
１０，６６０，０００円
１，８８０，０００円
１，１６０，０００円
１，４１０，０００円
２０，８９０，０００円
６６，３７５，０００円
５，３８０，８００円
１，８２８，１００円

勝馬投票券売得金
３０７，１４６，４００円
４３３，５４１，９００円
４６３，２９３，９００円
１，６１９，３２５，５００円
１，２８４，９９３，２００円
４００，６３２，０００円
１，７４１，０９０，６００円
２，２４３，８３４，９００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 ８，４９３，８５８，４００円

総入場人員 ２０，９４２名 （有料入場人員 ２０，１７６名）




