
２９０１３１０月１２日 晴 良 （２０京都４）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０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

１：１１．６
１：１０．９

良

不良

３３ エーシンビーセルズ 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己平井 宏承氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４８４－ ２１：１３．４ １．３�

８１０ リバーサルブロー 牡２鹿 ５５ 四位 洋文深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４５４－ ４１：１３．６１� ４．３�
７８ メイショウシンドウ 牡２鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４８８± ０１：１４．８７ １６．７�
８１１ マイネスターライト 牝２芦 ５４ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ ６ 〃 クビ ４４．５�
２２ マルタカテイオー 牡２黒鹿 ５５

５３ △田中 克典高橋 義和氏 山内 研二 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４４６＋ ６１：１５．０１� １９７．０�

６７ アスカノユタカ 牡２栗 ５５
５３ △田中 健豊田 智郎氏 川村 禎彦 浦河 三枝牧場 B４６０－ ８１：１５．１クビ ９７．９�

４４ ウォリナーイモン 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介井門 敏雄氏 柴田 光陽 門別 坂 牧場 B４８２－ ６１：１５．２� ３０．９	
７９ マルコードリーム 牡２栗 ５５

５２ ▲田村 太雅岡田 宏二氏 坂口 正則 鵡川 上水牧場 ４６０＋ ２１：１５．５２ １１１．６

１１ ワンパクタイショウ 牡２青鹿５５ 川島 信二西村新一郎氏 梅田 康雄 青森 マルシチ牧場 ４１８＋ ２１：１５．７１ １６７．７�
６６ ミラクルフェイマス 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文アルツト組合 福永 甲 新冠 柏木 一則 ４３８－ ４１：１６．５５ ２９．７�
５５ タガノソレイユ 牝２鹿 ５４ 橋本 美純八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５２－ ６１：１６．８２ ４７．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，０２２，６００円 複勝： ４８，８３８，８００円 枠連： １２，２８５，２００円

普通馬連： ４４，８４４，９００円 馬単： ５３，２７９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８１９，２００円

３連複： ５２，４５５，６００円 ３連単： １２３，４７２，７００円 計： ３６９，０１８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １００円 � １８０円 枠 連（３－８） １５０円

普通馬連 �� １５０円 馬 単 �� ２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１０円 �� ２２０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ３７０円 ３ 連 単 ��� ７００円

票 数

単勝票数 計 １８０２２６ 的中 � １１８０４３（１番人気）
複勝票数 計 ４８８３８８ 的中 � ３６３３５２（１番人気）� ７１０８８（２番人気）� １６７８７（３番人気）
枠連票数 計 １２２８５２ 的中 （３－８） ６３８２６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４８４４９ 的中 �� ２２３８９９（１番人気）
馬単票数 計 ５３２７９８ 的中 �� １９２７１２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８１９２ 的中 �� ５５４６２（１番人気）�� １４３６７（２番人気）�� ７６８２（４番人気）
３連複票数 計 ５２４５５６ 的中 ��� １０６１２７（１番人気）
３連単票数 計１２３４７２７ 的中 ��� １３２０５７（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．０―１２．２―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．２―１：００．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンビーセルズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．９．２８ 阪神３着

２００６．４．３生 牡２黒鹿 母 エイシンカトリーヌ 母母 ヒ ダ ク ロ ス ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 マイネスターライト号は，発進不良〔外側に逃避〕。



２９０１４１０月１２日 晴 良 （２０京都４）第２日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０分 （芝・右）

牝，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

１：２０．８
１：２０．３

良

良

７１３ アディアフォーン 牝２黒鹿５４ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ
ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ８１：２１．３ １．７�

５９ ナリタシリカ 牝２黒鹿５４ 和田 竜二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４２６＋ ２ 〃 クビ ３０．１�
７１２ セキサンダンスイン 牝２鹿 ５４ 小牧 太�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４３８± ０１：２１．４クビ ５２．６�
４６ ハッピーネーション 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 新ひだか 小河 豊水 ４４０－ ２１：２１．５� ４．３�
８１４ ハイフィールド 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４２２－ ２１：２１．７１� ４２．９�
４７ ハッピーパレード 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３４－ ２１：２２．０２ ６．１	
６１０ マイネレーヌ 牝２鹿 ５４ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム ４６２＋ ２ 〃 アタマ １４．９

１１ リアルキサラ 牝２鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太中村 祐子氏 梅田 智之 門別 シンコーファーム ４２４－ ２１：２２．１クビ ３０．６�
３５ チキリムーディー 牝２青鹿５４ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 今 牧場 ４４４＋ ４１：２２．２� ９９．０�
２２ グレートダンサー 牝２栗 ５４

５２ △田中 克典大石 秀夫氏 昆 貢 新ひだか 神垣 道弘 ４７２－ ６１：２２．３クビ ５３．６
５８ コウエイマイラブ 牝２鹿 ５４ 中村 将之伊東 政清氏 田所 清広 新ひだか 石川 栄一 ４４６－ ２１：２２．６１� １９２．６�
３４ シゲルオトワヤマ 牝２青鹿５４ 赤木高太郎森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 沖田 繁 ４３０± ０１：２２．７� ２２２．９�
２３ デンコウテンパイ 牝２黒鹿５４ 上村 洋行田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４３４－ ２１：２２．９１� ４０．５�
６１１ ウルトラプレジャー 牝２鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅ジーエフ組合 佐藤 正雄 浦河 日田牧場 ４２０－ ２１：２３．８５ １５３．５�
８１５ シュバルツカレラ 牝２青 ５４

５３ ☆浜中 俊塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか 原 達也 ４５８＋ ２１：２５．１８ １４７．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，３２３，１００円 複勝： ５４，９１９，１００円 枠連： １９，６７５，０００円

普通馬連： ５４，２３５，２００円 馬単： ５４，０２９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１２８，４００円

３連複： ７５，８０５，０００円 ３連単： １４１，２７０，４００円 計： ４４０，３８５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ５２０円 � ８２０円 枠 連（５－７） ２，０００円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� １，０５０円 �� ７，５２０円

３ 連 複 ��� １４，６７０円 ３ 連 単 ��� ４２，３９０円

票 数

単勝票数 計 １８３２３１ 的中 � ８９０２５（１番人気）
複勝票数 計 ５４９１９１ 的中 � ３６５２６５（１番人気）� １１２３１（５番人気）� ６７０１（９番人気）
枠連票数 計 １９６７５０ 的中 （５－７） ７２８９（６番人気）
普通馬連票数 計 ５４２３５２ 的中 �� １９９６６（６番人気）
馬単票数 計 ５４０２９０ 的中 �� １６４７２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１２８４ 的中 �� ７９１１（５番人気）�� ５２５９（９番人気）�� ６８６（４５番人気）
３連複票数 計 ７５８０５０ 的中 ��� ３８１６（３７番人気）
３連単票数 計１４１２７０４ 的中 ��� ２４６０（１１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．５―４６．２―５７．９―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アディアフォーン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．７．１３ 阪神２着

２００６．４．２０生 牝２黒鹿 母 ファレノプシス 母母 キャットクイル ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円



２９０１５１０月１２日 晴 良 （２０京都４）第２日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時１０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
１：３３．１

良

良

８９ ドナシュラーク 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 羽月 友彦 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４８０＋１６１：３５．５ ４．８�

３３ ワールドロレックス 牡２鹿 ５５
５４ ☆浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 早来 ノーザンファーム ４４８± ０ 〃 ハナ １．９�

５５ フキラウソング 牝２栗 ５４ 安藤 勝己金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ８ 〃 クビ ６．８�

６６ ヒラボクワイルド 牡２青鹿５５ 内田 博幸�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４７２－ ８１：３５．７１� ５．４�
１１ メイショウローツェ 牡２栗 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４４０＋ ２１：３５．９１� １３．８	
８１０ アグネスジェード 牝２栗 ５４ 和田 竜二渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４１４－ ２ 〃 クビ ３５．０

７７ カシノヘラクレス 牡２鹿 ５５ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 清広 日高 島瀬 順一 ４６８－ ２ 〃 ハナ ７６．０�
４４ パーフェクトバイオ 牡２黒鹿５５ 角田 晃一バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ４１：３６．２１� ２３．８�
７８ メメミルキッシュ 牝２栗 ５４ 上村 洋行本谷 惠氏 藤沢 則雄 日高 藤本 友則 ４１４＋ ２１：３７．３７ ８７．７
２２ マッキーアイアン 牝２黒鹿５４ 橋本 美純薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４４４＋ ８ 〃 クビ １９４．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １８，８５９，３００円 複勝： ３６，５２４，９００円 枠連： １３，３２５，９００円

普通馬連： ４６，１０５，２００円 馬単： ４８，９３５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１１７，１００円

３連複： ５９，４５８，７００円 ３連単： １２７，２２８，３００円 計： ３６８，５５４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（３－８） ３６０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３８０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 ��� ４，５５０円

票 数

単勝票数 計 １８８５９３ 的中 � ３１２８０（２番人気）
複勝票数 計 ３６５２４９ 的中 � ４３１６３（２番人気）� ２０３１６８（１番人気）� ３３６２９（４番人気）
枠連票数 計 １３３２５９ 的中 （３－８） ２７５８２（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６１０５２ 的中 �� ７４０４０（２番人気）
馬単票数 計 ４８９３５３ 的中 �� ２９２０８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１１７１ 的中 �� ２５７６７（２番人気）�� １００１２（５番人気）�� ２２３７２（３番人気）
３連複票数 計 ５９４５８７ 的中 ��� ６５２７５（３番人気）
３連単票数 計１２７２２８３ 的中 ��� ２０６５３（１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．６―１２．５―１２．２―１２．２―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．５―４８．０―１：００．２―１：１２．４―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドナシュラーク �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 テ リ オ ス デビュー ２００８．７．２０ 新潟４着

２００６．３．１５生 牡２鹿 母 ハートオブゴールド 母母 エンペリーズゴールド ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
※出走取消馬 カシノドラゴン号（疾病〔右眼部打撲傷〕のため）



２９０１６１０月１２日 晴 良 （２０京都４）第２日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０分 （ダート・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

１：１１．６
１：１０．９

良

不良

８８ � ス ー ニ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Highclere
Inc. ４８２ ―１：１２．９ ２．５�

８９ � ピサノロダン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 米
Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

４９８ ―１：１４．０７ ２．９�
４４ アプレンデール 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦野田 政義氏 南井 克巳 新冠 清水 克則 ４６０ ―１：１４．５３ １０．７�
７７ シ ュ ン リ キ 牡２鹿 ５５

５３ △田中 健石川 博氏 川村 禎彦 静内 漆原 一也 ５００ ―１：１５．７７ １３９．７�
５５ ドリームプライマル 牡２栗 ５５ 北村 友一セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 小松 隆弘 ４６６ ―１：１６．２３ ６７．２�
１１ ニホンピロロムルス 牡２黒鹿５５ 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 川越牧場 ４９２ ―１：１６．４１� ４．９�
２２ チョウキレル 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４４２ ―１：１６．５� ４１．８	
３３ ラブアンドピース 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊飯田 正剛氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４２０ ―１：１６．８１� ６．３

６６ マーロンバローズ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一猪熊 広次氏 武田 博 静内 石川 新一 ４５０ ―１：１７．０１ ７３．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： １７，０７１，３００円 複勝： １８，７０２，９００円 枠連： １６，５５５，６００円

普通馬連： ４３，５４０，３００円 馬単： ４５，０３９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２８０，０００円

３連複： ４７，２８９，７００円 ３連単： １１６，９１７，４００円 計： ３１９，３９７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（８－８） ２６０円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ３５０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ７７０円 ３ 連 単 ��� ２，４８０円

票 数

単勝票数 計 １７０７１３ 的中 � ５４３７５（１番人気）
複勝票数 計 １８７０２９ 的中 � ４９４０１（２番人気）� ５０３４１（１番人気）� １９４５６（５番人気）
枠連票数 計 １６５５５６ 的中 （８－８） ４７９６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４３５４０３ 的中 �� １２４３３４（１番人気）
馬単票数 計 ４５０３９９ 的中 �� ６７４４２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２８００ 的中 �� ３２２７２（１番人気）�� ８７０５（６番人気）�� ６００８（８番人気）
３連複票数 計 ４７２８９７ 的中 ��� ４５６３３（３番人気）
３連単票数 計１１６９１７４ 的中 ��� ３４８５３（５番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．７―１１．６―１２．３―１２．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２３．６―３５．２―４７．５―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ス ー ニ �

父 Soto �


母父 Roanoke 初出走

２００６．２．１０生 牡２鹿 母 Enabru 母母 Satin Promise １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２９０１７１０月１２日 曇 良 （２０京都４）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・右・外）

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

１：４６．７
１：４６．７

良

良

７７ マイネルジェネシス 牡２鹿 ５５ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７２ ―１：５０．４ ５．８�

５５ アキノカウンター 牡２栗 ５５ 安藤 勝己穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４５０ ―１：５０．９３ ２．４�
３３ マルタカアンデス 牡２鹿 ５５ 四位 洋文高橋 義和氏 池添 兼雄 新ひだか 水丸牧場 ４８４ ―１：５１．１１� ２０．９�
６６ マイファーストラヴ 牝２青鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４３２ ―１：５１．３１� ２４．３�
８８ セフティファンキー 牡２栗 ５５ 和田 竜二池田 實氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ４５２ ―１：５１．５１� １１．０�
１１ トウカイミステリー 牝２栗 ５４ 内田 博幸内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 ４４８ ― 〃 クビ ４．２�
２２ フィールドカフェ 牡２黒鹿５５ 小牧 太地田 勝三氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ５０６ ―１：５１．６クビ ５．８	
４４ ウインペンタゴン 牡２鹿 ５５ 幸 英明�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９２ ―１：５２．０２� １５．０


（８頭）

売 得 金

単勝： １５，６６８，５００円 複勝： １６，２４２，６００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ５５，０６１，５００円 馬単： ４６，３４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，０９３，３００円

３連複： ４５，８３２，３００円 ３連単： １０６，９２８，４００円 計： ２９９，１７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２９０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １，０８０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，８９０円 ３ 連 単 ��� １６，０９０円

票 数

単勝票数 計 １５６６８５ 的中 � ２１５７０（３番人気）
複勝票数 計 １６２４２６ 的中 � ２７２５２（３番人気）� ４５６８９（１番人気）� １０５１２（６番人気）
普通馬連票数 計 ５５０６１５ 的中 �� ６８９９０（２番人気）
馬単票数 計 ４６３４４３ 的中 �� １９５３９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３０９３３ 的中 �� １４５６２（２番人気）�� ２６７２（１７番人気）�� ４９４４（８番人気）
３連複票数 計 ４５８３２３ 的中 ��� １１７２３（１０番人気）
３連単票数 計１０６９２８４ 的中 ��� ４９０６（５３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．９―１２．６―１３．８―１３．０―１２．２―１１．６―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．０―４８．６―１：０２．４―１：１５．４―１：２７．６―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．０
３ ・（４，５，７）（８，６，３）（１，２） ４ ・（４，５，７）（８，６，３）（１，２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルジェネシス �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 アンバーシヤダイ 初出走

２００６．５．１２生 牡２鹿 母 ブランピュール 母母 パウダースノー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２９０１８１０月１２日 曇 良 （２０京都４）第２日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００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

６７ ブレイブファイト 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１６＋ ６１：５３．７ ２．６�

７８ エーティードン 牡３鹿 ５５
５３ △田中 健荒木 徹氏 木原 一良 門別 法理牧場 ４８２＋ ８１：５３．９１� ８２．３�

８１０� ゴールデンラダー �５黒鹿５７ 熊沢 重文�ターフ・スポート大橋 勇樹 浦河 市川フアーム B４６４＋ ８１：５４．０� ２３．７�
５５ ファンドリリュウ 牡３栗 ５５ 石橋 守水戸 富雄氏 南井 克巳 浦河 中脇 満 ４５６＋ ６１：５４．１� １５９．０�
８１１ スリーベイダー �４黒鹿５７ 太宰 啓介永井商事� 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４８４＋ ８１：５４．３１� ２．２�
６６ タマモランニング �３黒鹿５５ 川島 信二タマモ� 川村 禎彦 豊浦 飯原牧場 ４６２－ ８１：５４．６１� １１．０	
４４ ブラックカシミール 牝３黒鹿５３ 野元 昭嘉�バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４７４＋ ２１：５４．８１	 １３．２

３３ ツルマルキセキ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 城地 和義 ４５６＋ ４１：５５．１１� ３６．５�
７９ エイユーパッション 牡３黒鹿５５ 和田 竜二笹部 和子氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 ４６２＋ ２ 〃 アタマ ４２．６�
１１ スリーコンコルド 牡３黒鹿５５ 内田 博幸永井商事� 小野 幸治 門別 白井牧場 ５０４－ ２１：５５．３１	 ７．４
２２ アスカノペガサス 牡３栗 ５５ 金折 知則豊田 智郎氏 松元 茂樹 浦河 北光牧場 ４５６＋ ２２：００．７大差 １６８．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，２６４，６００円 複勝： ２１，８０５，６００円 枠連： １７，７１９，９００円

普通馬連： ５４，６２８，２００円 馬単： ５０，３６８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３７４，６００円

３連複： ６４，７０３，２００円 ３連単： １３９，３０６，０００円 計： ３８６，１７０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � １，１５０円 � ４８０円 枠 連（６－７） ２，１１０円

普通馬連 �� １０，７６０円 馬 単 �� １４，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９５０円 �� １，０１０円 �� ８，３３０円

３ 連 複 ��� ３５，２２０円 ３ 連 単 ��� １７０，７８０円

票 数

単勝票数 計 １７２６４６ 的中 � ５３３５４（２番人気）
複勝票数 計 ２１８０５６ 的中 � ５５４９０（２番人気）� ３７６９（９番人気）� １０００８（６番人気）
枠連票数 計 １７７１９９ 的中 （６－７） ６２２０（９番人気）
普通馬連票数 計 ５４６２８２ 的中 �� ３７４９（２５番人気）
馬単票数 計 ５０３６８０ 的中 �� ２４９６（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３７４６ 的中 �� １６８３（２６番人気）�� ５２０９（１１番人気）�� ５８５（３８番人気）
３連複票数 計 ６４７０３２ 的中 ��� １３５６（６３番人気）
３連単票数 計１３９３０６０ 的中 ��� ６０２（２８８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１３．６―１３．１―１３．０―１２．７―１２．５―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３７．３―５０．４―１：０３．４―１：１６．１―１：２８．６―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブレイブファイト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．３．３０ 阪神５着

２００５．４．２０生 牡３鹿 母 バービキャット 母母 Barbarika ６戦２勝 賞金 １６，９００，０００円
〔騎手変更〕 スリーコンコルド号の騎手河北通は，病気のため内田博幸に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスカノペガサス号は，平成２０年１１月１２日まで平地競走に出走できない。



２９０１９１０月１２日 曇 良 （２０京都４）第２日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１１� アドマイヤゴルゴ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４８４－１０１：２４．９ ５．７�

２２ マ サ ヤ マ ト 牡３栗 ５５ 四位 洋文丸井 正貴氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５２０－ ８１：２５．３２� ２７．９�
４６ スリーアリスト 牡３栗 ５５ 小牧 太永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４７６± ０１：２５．５１� ２．６�
５８ エイシンキャップ 牡３栗 ５５

５４ ☆藤岡 康太平井 豊光氏 藤岡 健一 えりも 上島牧場 ４９４－ ８ 〃 クビ ３０．１�
６１０ トウショウクエスト 牡３栗 ５５

５２ ▲田村 太雅トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５３２＋ ８１：２５．６� １５．０�

７１２ メイショウセンゴク 牡３栗 ５５
５２ ▲船曳 文士松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４４８± ０１：２５．７� ３１．７�

８１３� ヒシインペリアル 牡４鹿 ５７
５６ ☆浜中 俊阿部雅一郎氏 河内 洋 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ５３４± ０１：２５．８� １０４．７	
５７ ナムラフューチャー 牡３鹿 ５５ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４７６＋ ６１：２６．１１	 ４．９

３４ 
 メモリージャグラー 牡４栗 ５７ 和田 竜二�シンザンクラブ 福永 甲 浦河 成隆牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ ８７．２�
１１ アイソトープ 牡３栗 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８２－ ６１：２６．２� ５．７
３３ � ウィズディクタット 牡４青鹿５７ 鮫島 良太加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４９８＋１８ 〃 クビ ２３．９�
４５ � コスモイーゴリ 牡４栗 ５７ 長谷川浩大 �ビッグレッドファーム 宮 徹 豪 Barnaby

& Co Ltd ４５６＋ ２１：２６．４１� ３１．９�
８１４
 ヒ ス ト リ ー �４栗 ５７ 岩田 康誠中村 祐子氏 梅田 智之 門別 モリナガファーム ４７８＋ ８１：２６．７１	 ２９．３�
６９ 
 ワンダーフガタ 牡４鹿 ５７

５５ △田中 健山本 信行氏 領家 政蔵 三石 フクダファーム ５１２＋ ２１：２７．９７ ５０．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，９０３，６００円 複勝： ３０，０４３，０００円 枠連： ２０，４７７，１００円

普通馬連： ７４，９２７，１００円 馬単： ５４，１３９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５６５，０００円

３連複： ９３，３３９，６００円 ３連単： １６２，２９４，０００円 計： ４８１，６８９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２１０円 � ５９０円 � １４０円 枠 連（２－７） ６，０７０円

普通馬連 �� ８，６３０円 馬 単 �� １４，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８５０円 �� ４５０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ９，３７０円 ３ 連 単 ��� ７８，１９０円

票 数

単勝票数 計 １９９０３６ 的中 � ２７５８１（４番人気）
複勝票数 計 ３００４３０ 的中 � ３５７１２（４番人気）� ９４５１（７番人気）� ７８９０３（１番人気）
枠連票数 計 ２０４７７１ 的中 （２－７） ２４９２（２１番人気）
普通馬連票数 計 ７４９２７１ 的中 �� ６４１３（３３番人気）
馬単票数 計 ５４１３９９ 的中 �� ２７３５（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５６５０ 的中 �� ２１６０（３９番人気）�� １６０９１（３番人気）�� ３８４１（１７番人気）
３連複票数 計 ９３３３９６ 的中 ��� ７３５３（２９番人気）
３連単票数 計１６２２９４０ 的中 ��� １５３２（２４３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１２．１―１２．６―１２．５―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３５．１―４７．７―１：００．２―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アドマイヤゴルゴ �
�
父 Fasliyev �

�
母父 Trempolino デビュー ２００６．１０．１５ 京都４着

２００４．２．１６生 牡４鹿 母 Cinnamon Rose 母母 Sweet Simone １７戦３勝 賞金 ３７，９３２，０００円



２９０２０１０月１２日 曇 良 （２０京都４）第２日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１６ コパノジングー 牡３黒鹿５５ 岩田 康誠小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４９８－ ２１：４６．１ ４．９�

３６ チョウサンデイ 牡３鹿 ５５ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４８４＋ ８１：４６．４２ ７７．１�
１２ ゴールデンガッツ 牡３栗 ５５ 四位 洋文�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４７６± ０１：４６．５クビ ４９．９�
４７ フレジェール 牝４鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４８４＋１０ 〃 アタマ ６．４�
４８ メイショウナイト 牡５鹿 ５７ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ３０．２�
２３ フィッツロイ 牡３鹿 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 ４８２－１６１：４６．６クビ １５．４	
５１０� オセアニアボス 牡３青鹿５３ 小牧 太�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４９６＋ ２１：４６．７� ２．７

５９ ウインボールド 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�ウイン 山内 研二 静内 静内白井牧場 ４９６＋１４ 〃 ハナ ４３．８�
７１４� ダノンイサオ 牡３黒鹿５５ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 米 Jake Lantaff

& Epona LLC ４８４－ ２ 〃 ハナ ８．３�
６１１ ピサノロンシャン 牡３鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊市川 義美氏 安達 昭夫 静内 田中 裕之 ４７４＋ ６ 〃 アタマ １８．９
６１２ マイネルプルート 牡４黒鹿５７ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４６０＋ ２１：４６．８	 ９７．８�
３５ メイショウグラード 牡３鹿 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４９２＋ ８１：４７．１１� ４１．５�
１１ ザ リ ー ン 牝４鹿 ５５ 角田 晃一田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４４４＋ ６ 〃 ハナ １８．６�
２４ ゴールドサクセス 牡３鹿 ５５ 鮫島 良太居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ４６８－ ８ 〃 ハナ ２０．７�
７１３ ド マ ー ニ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋ ２１：４７．２クビ ２８．６�
８１７ タニノブロンクス 牝３鹿 ５３ 酒井 学谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４３６＋ ６１：４７．６２	 １０４．０�
８１５ アジアンホープ 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文廣村 茂一氏 目野 哲也 静内 フジワラフアーム ４７４± ０ 〃 クビ １１４．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２６，７５８，２００円 複勝： ４２，０８１，３００円 枠連： ２７，８２１，７００円

普通馬連： １００，０３７，９００円 馬単： ６７，１６０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９９１，３００円

３連複： １２２，１７３，２００円 ３連単： ２２４，６３０，３００円 計： ６４２，６５４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � １，５９０円 � ９９０円 枠 連（３－８） ５，１７０円

普通馬連 �� ２２，４５０円 馬 単 �� ３２，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，１００円 �� ３，１５０円 �� １８，９３０円

３ 連 複 ��� ２０４，０００円 ３ 連 単 ��� ９９２，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２６７５８２ 的中 � ４３７６６（２番人気）
複勝票数 計 ４２０８１３ 的中 � ７２８１４（２番人気）� ５８７７（１４番人気）� ９７９３（１２番人気）
枠連票数 計 ２７８２１７ 的中 （３－８） ３９７８（２２番人気）
普通馬連票数 計１０００３７９ 的中 �� ３２９０（５９番人気）
馬単票数 計 ６７１６０６ 的中 �� １５１３（９１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９９１３ 的中 �� １２９０（５８番人気）�� ２５３１（３７番人気）�� ４１２（１０３番人気）
３連複票数 計１２２１７３２ 的中 ��� ４４２（３５０番人気）
３連単票数 計２２４６３０３ 的中 ��� １６７（１８０１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．１―１１．４―１２．１―１２．１―１１．７―１２．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３５．１―４６．５―５８．６―１：１０．７―１：２２．４―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノジングー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１２．１６ 阪神５着

２００５．４．２４生 牡３黒鹿 母 ウェディングオーク 母母 ヘイアンマーチ １３戦２勝 賞金 ２６，８８４，０００円
〔発走状況〕 ゴールデンガッツ号は，発進不良〔出遅れ〕。



２９０２１１０月１２日 曇 良 （２０京都４）第２日 第９競走 ��
��１，２００�

み ぶ

壬 生 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２４ ヘッドライナー �４鹿 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０－ ４１：０８．１ ２．６�

１２ サクライダテン 牡３青鹿５５ 安藤 勝己�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４６６＋ ４１：０８．２� １５．０�
７１４ シゲルダイハッカイ 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎森中 蕃氏 西園 正都 静内 静内フアーム ４７２＋ ６１：０８．３	 ４４．２�
５９ オメガエクスプレス 牡４鹿 ５７ 浜中 俊原 
子氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ５１０－ ４１：０８．４	 ５．３�
３５ マイネアルデュール 牝３鹿 ５３ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ２１：０８．５	 ５．９�
８１８ シロキタカーニバル 牝３栗 ５３ 渡辺 薫彦小西 和子氏 佐山 優 門別 門別フアーム ４５６＋ ６ 〃 ハナ ８．６	
８１６ オレンジシュプール 牝３栗 ５３ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム ４２６－ ２１：０８．６クビ １３．５

５１０ マルターズロビン 牡５栗 ５７ 内田 博幸藤田 在子氏 吉田 直弘 浦河 荻伏服部牧場 ５２８＋ ２ 〃 ハナ ２２．５�
６１１ マイネエスポワール 牝３栗 ５３ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４４４－ ６ 〃 クビ ３１．２�
４７ マッキーバクシン 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 B４４０＋ ４ 〃 ハナ ２２．９
７１３ レンデフルール 牝４青鹿５５ 太宰 啓介 �グリーンファーム 音無 秀孝 新冠 武田牧場 ４５８± ０１：０８．７クビ ４８．９�
６１２ コスモランゲル 牝３鹿 ５３ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４２８＋１６１：０８．９１� １０１．７�
８１７� エイシンイッキ 牡４栗 ５７ 幸 英明平井 豊光氏 野中 賢二 米 Gilbert G.

Campbell ４５２± ０１：０９．０� ８４．０�
２３ ケンエンデバー 牝５鹿 ５５ 上村 洋行中西 健造氏 鮫島 一歩 新冠 グラッドホースパーク ４７８＋１２ 〃 アタマ １１９．３�
１１ ノボリデューク 牡３青 ５５ 石橋 守原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４６２＋ ４１：０９．１� ３２．９�
４８ タイキマーズ �７鹿 ５７ 大江原 圭�大樹ファーム 作田 誠二 大樹 大樹ファーム ４３６－ ８ 〃 ハナ １５０．６�
３６ ファーストナイナー 牝４栗 ５５ 田嶋 翔猪野毛雅人氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ６４．３�
７１５ エーティーホーオー 牡６鹿 ５７ 中村 将之荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４４２＋１８１：０９．２� １６５．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，５８６，６００円 複勝： ４９，７２６，０００円 枠連： ３９，３９４，１００円

普通馬連： １５１，８９２，９００円 馬単： ９４，３２８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，５９７，２００円

３連複： １７６，７８１，９００円 ３連単： ３６１，７７１，３００円 計： ９５０，０７８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １６０円 � ４６０円 � ７４０円 枠 連（１－２） １，５７０円

普通馬連 �� ２，２５０円 馬 単 �� ３，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，８５０円 �� ６，３４０円

３ 連 複 ��� ２６，４２０円 ３ 連 単 ��� ９３，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３３５８６６ 的中 � １０５１９５（１番人気）
複勝票数 計 ４９７２６０ 的中 � １１２６４０（１番人気）� ２４５４２（６番人気）� １４１４８（１０番人気）
枠連票数 計 ３９３９４１ 的中 （１－２） １８５９７（７番人気）
普通馬連票数 計１５１８９２９ 的中 �� ４９９２１（７番人気）
馬単票数 計 ９４３２８６ 的中 �� ２０２６９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２５９７２ 的中 �� １５８７２（６番人気）�� ５６１１（１９番人気）�� １５８４（６０番人気）
３連複票数 計１７６７８１９ 的中 ��� ４９３９（７６番人気）
３連単票数 計３６１７７１３ 的中 ��� ２８４７（２７０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．０―１１．６―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．４―４５．０―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘッドライナー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．４．２１ 京都１着

２００４．５．１７生 �４鹿 母 ヘ バ 母母 Likely Exchange １１戦４勝 賞金 ４５，０２６，０００円
※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 コクシムソウ号・ジェイウォーク号・ビンチェロ号・プラチナムペスカ号



２９０２２１０月１２日 曇 良 （２０京都４）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�

うずまさ

太秦ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，１９．１０．６以降２０．１０．５まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４８ ダイショウジェット 牡５鹿 ５７ 橋本 美純馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ５５６± ０１：２４．２ １５．７�

８１５ オネストジョン 牡４鹿 ５７ 小牧 太藤本 直弘氏 宮本 博 門別 藤本 直弘 B５２４＋ ６１：２４．３� ２．５�
６１１ フィールドオアシス 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 照哉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：２４．４� ６．７�
３５ スーサンライダー 牡４栗 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８２＋１４１：２４．７１� ４．４�
３６ ミッキーフォルテ 牡３鹿 ５４ 長谷川浩大三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５２６＋１２１：２４．９１� １０．８�
１１ ヘイローフジ 牝５栗 ５３ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８４－ ２１：２５．０� ９．３�
５９ � セ レ ス ケ イ 牡５鹿 ５６ 石橋 守岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５４４＋ ８１：２５．１クビ ２５．１	
５１０� ミスターモナルコス 牡４鹿 ５７．５ 佐藤 哲三加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. ５００＋２２ 〃 アタマ １２．７

２４ ナリタブラック 牡６芦 ５３ 生野 賢一�オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ４９８－ ４１：２５．３１� １１２．２�
７１３ スマートサイクロン 牡５鹿 ５５ 渡辺 薫彦大川 徹氏 高木 登 門別 野島牧場 ５２４± ０１：２５．４クビ ５０．３
６１２	 ロングベネフィット 牡７鹿 ５３ 太宰 啓介中井 敏雄氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５１８＋１２１：２５．５� ２２３．２�
７１４ アグネスボゾン 牡７鹿 ５３ 角田 晃一渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４９４＋ ８ 〃 クビ １４７．７�
４７ マイネルラファエロ 牡７栗 ５３ 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５３８＋ ４１：２５．７１
 １０９．６�
１２ メイショウディオ 牡６鹿 ５１ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５８０＋ ２ 〃 クビ ９５．６�
８１６ スターボイジャー 牡７鹿 ５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ２１：２５．８クビ ４１．２�
２３ ローレルウェルシュ 牡５黒鹿５３ 野元 昭嘉 �ローレルレーシング 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４９２＋１２１：２７．４１０ ７８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，７５４，２００円 複勝： ５０，２２１，６００円 枠連： ４１，００７，１００円

普通馬連： １８１，７６８，５００円 馬単： １１４，５１０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，２１３，１００円

３連複： １８７，７５９，３００円 ３連単： ４３３，８７９，６００円 計： １，０８８，１１３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ２９０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（４－８） １，７７０円

普通馬連 �� １，７６０円 馬 単 �� ５，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ９９０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ２，８５０円 ３ 連 単 ��� ２３，９００円

票 数

単勝票数 計 ３３７５４２ 的中 � １７０２１（７番人気）
複勝票数 計 ５０２２１６ 的中 � ３２１６０（７番人気）� １５４０５５（１番人気）� ６８２０７（３番人気）
枠連票数 計 ４１００７１ 的中 （４－８） １７１３４（８番人気）
普通馬連票数 計１８１７６８５ 的中 �� ７６４１７（７番人気）
馬単票数 計１１４５１０４ 的中 �� １６３８２（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５２１３１ 的中 �� １８６５９（４番人気）�� １０２５１（１２番人気）�� ４５２８５（２番人気）
３連複票数 計１８７７５９３ 的中 ��� ４８７１１（９番人気）
３連単票数 計４３３８７９６ 的中 ��� １３４０３（６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３４．８―４７．１―５９．６―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイショウジェット �
�
父 クリプティックラスカル �

�
母父 マグニテユード デビュー ２００６．２．２５ 阪神２着

２００３．４．２２生 牡５鹿 母 デューティエコー 母母 シルクエコー ２５戦５勝 賞金 ９３，９３０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 ウインサウザー号・クィーンオブキネマ号・コロナグラフ号・コンプレッソ号・ザシークレット号・

シルクアルボーレ号・シーサンダー号・スピードタッチ号・ダイイチミラクル号・タイキフェアレディ号・
ナリタジューン号・ピサノアルハンブラ号・ペプチドルビー号・ボーナスフィーバー号・マルブツバンダリー号



２９０２３１０月１２日 曇 良 （２０京都４）第２日 第１１競走
第４３回農林水産省賞典

��
��２，４００�京 都 大 賞 典（ＧⅡ）

発走１５時４５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５４�４歳以上５７�，牝馬
２�減，１９．１０．６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，１９．１０．５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 ６５，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ６，５００，０００円
付 加 賞 ７５６，０００円 ２１６，０００円 １０８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

５５ トーホウアラン 牡５栗 ５７ 鮫島 良太東豊物産� 藤原 英昭 三石 前川 正美 ５０４＋ ８２：２６．９ ９．１�

８９ アドマイヤモナーク 牡７鹿 ５８ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４２：２７．０� １６．３�
３３ アイポッパー 牡８栗 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４５０－ ２ 〃 アタマ １８．１�
２２ メイショウカチドキ 牡８鹿 ５７ 浜中 俊松本 好雄氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４８８－ ２ 〃 クビ １２０．６�
４４ アルナスライン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５５０＋ ６２：２７．１� ２．０�
８１０ マンハッタンスカイ 牡４黒鹿５７ 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５２６＋１０ 〃 アタマ １５．３	
１１ ポップロック 牡７鹿 ５７ 内田 博幸吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２２：２７．２� ７．３

７８ マキハタサイボーグ �６鹿 ５８ 幸 英明�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ４９８＋ ４２：２７．６２� ９７．８�
６６ アドマイヤジュピタ 牡５栗 ５９ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４８０－１４２：２８．０２� ３．６�
７７ 	 テキサスイーグル 牡４鹿 ５７ 柿原 翔小菅 誠氏 藤ヶ崎一人 静内 千代田牧場 B５４４－１４２：２９．３８ ７４．９

（愛知） （愛知）

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２７，６６３，０００円 複勝： １３７，２２７，３００円 枠連： １０１，３３１，５００円

普通馬連： ６３５，０５６，３００円 馬単： ４３７，３３０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １３９，７４６，３００円

３連複： ５７８，７０８，０００円 ３連単： １，９０１，８６１，８００円 計： ４，０５８，９２４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２９０円 � ３８０円 � ３９０円 枠 連（５－８） ２，３９０円

普通馬連 �� ５，８３０円 馬 単 �� １１，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７５０円 �� １，３００円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� １６，３４０円 ３ 連 単 ��� １１４，２７０円

票 数

単勝票数 計１２７６６３０ 的中 � １１０９３４（４番人気）
複勝票数 計１３７２２７３ 的中 � １３５８１９（４番人気）� ９２７８７（５番人気）� ８９９０３（６番人気）
枠連票数 計１０１３３１５ 的中 （５－８） ３１３３６（１０番人気）
普通馬連票数 計６３５０５６３ 的中 �� ８０４０４（１８番人気）
馬単票数 計４３７３３０１ 的中 �� ２８１９１（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３９７４６３ 的中 �� １９５６６（１９番人気）�� ２６７５８（１７番人気）�� １８７８４（２０番人気）
３連複票数 計５７８７０８０ 的中 ��� ２６１４４（３６番人気）
３連単票数 計１９０１８６１８ 的中 ��� １２２８３（２１７番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．７―１１．７―１３．２―１３．３―１３．１―１２．８―１２．６―１２．１―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� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２３．６―３５．３―４８．５―１：０１．８―１：１４．９―１：２７．７―１：４０．３―１：５２．４―２：０３．９―２：１５．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーホウアラン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Nureyev デビュー ２００６．１．８ 京都１着

２００３．４．１６生 牡５栗 母 ヒドゥンダンス 母母 Hidden Light １３戦５勝 賞金 ２０４，０８４，０００円
※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。



２９０２４１０月１２日 曇 良 （２０京都４）第２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５５�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

４８ ラインストーム 牡４芦 ５７
５５ △田中 健大澤 繁昌氏 松永 昌博 静内 高橋 修 B４８０＋ ２１：２４．５ ７．３�

５９ ペプチドアトム 牡３鹿 ５５ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８４＋１０ 〃 クビ １０．３�
３５ スマートリーズン 牡３黒鹿５５ 赤木高太郎大川 徹氏 宮 徹 三石 萩澤 俊雄 ４７４－ ２ 〃 ハナ ３２．９�
２４ シークエスト 牡３黒鹿５５ 内田 博幸宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 秋場牧場 ５００－１２１：２４．７� １．９�
８１６ エリモハルカ 牝４栗 ５５

５４ ☆浜中 俊山本 敏晴氏 沖 芳夫 浦河 中島牧場 ４９８－１２１：２４．８� ４３．６�
６１１ シルクレセプション 牡３栗 ５５ 長谷川浩大有限会社シルク中村 均 新冠 村上牧場 ５０８＋１０１：２４．９クビ １４．２�
５１０� ネ オ ナ ー ト 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦藤田 孟司氏 中竹 和也 米

Rio Claro Thorough-
breds, R. D. Hubbard
& C. Sczesny

４９８－ ６ 〃 ハナ ３７．０�
７１４� アルシラート 牡４鹿 ５７ 小牧 太広尾レース	 森 秀行 米 Eve Kuhl-

mann ４８８－ ６１：２５．０	 １４．２

８１５ スペースフライト 牡４栃栗５７ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４６８－ ２ 〃 クビ ５．３�
１１ トウカイフラッグ 牡６青鹿５７ 四位 洋文内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 B４７６＋１４１：２５．１	 ６７．４
２３ 
 ケ ル ビ ッ ク 牝４鹿 ５５

５３ △田中 克典前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６＋ ８１：２５．８４ ９６．５�
６１２ ドリームクラウン 牡３栗 ５５ 角田 晃一セゾンレースホース	 中村 均 静内 へいはた牧場 ５０６－ ８１：２６．１１� ２８．７�
４７ スリースピニング �７鹿 ５７ 菊地 昇吾永井商事	 西浦 勝一 浦河 辻 牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ２８７．２�
３６ インディゴラヴ 牝４芦 ５５ 中村 将之�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム ５０８＋ ６１：２６．５２	 １０５．６�
７１３ クリノダイシス 牡３鹿 ５５ 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 鹿児島 徳重 正幸 B４５６－ ４１：２６．８１� １８９．１�
１２ カシノヨウスケ 牡３鹿 ５５ 白坂 聡柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５１４－ ８１：２７．５４ ３０５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６２，２７２，９００円 複勝： ６６，６５７，４００円 枠連： ５５，１７１，２００円

普通馬連： ２２８，４７９，６００円 馬単： １５８，３０４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，４３０，７００円

３連複： ２３６，３６６，２００円 ３連単： ６１３，４０７，４００円 計： １，４８５，０９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２４０円 � ２７０円 � ６８０円 枠 連（４－５） ２，０６０円

普通馬連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ５，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ２，８３０円 �� ３，１２０円

３ 連 複 ��� ２１，９７０円 ３ 連 単 ��� １０５，６００円

票 数

単勝票数 計 ６２２７２９ 的中 � ６７６９５（３番人気）
複勝票数 計 ６６６５７４ 的中 � ８３３２２（３番人気）� ６７９６４（４番人気）� ２２０２８（９番人気）
枠連票数 計 ５５１７１２ 的中 （４－５） １９８１７（９番人気）
普通馬連票数 計２２８４７９６ 的中 �� ６５３１１（９番人気）
馬単票数 計１５８３０４６ 的中 �� ２１１５７（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４４３０７ 的中 �� １８９７７（９番人気）�� ５４９７（３０番人気）�� ４９７５（３２番人気）
３連複票数 計２３６３６６２ 的中 ��� ７９４１（６６番人気）
３連単票数 計６１３４０７４ 的中 ��� ４２８７（２９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．９―３４．４―４６．９―５９．４―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインストーム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．６．２４ 京都４着

２００４．５．２０生 牡４芦 母 オートサンデー 母母 ヤマヒサエオリア ２９戦４勝 賞金 ６２，９８２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アグネスレプトン号・アンジェロバンダム号・エノク号・サクラワイズ号・ブライトロジック号・メガリス号・

ローランバーク号・ワンダーグラス号



（２０京都４）第２日 １０月１２日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５５頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３０３，９３０，０００円
１６，４２０，０００円
２，２６０，０００円
３３，６９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５６，５１９，０００円
４，２００，０００円
１，５６５，５００円

勝馬投票券売得金
４０９，１４７，９００円
５７２，９９０，５００円
３６４，７６４，３００円
１，６７０，５７７，６００円
１，２２３，７７０，５００円
４５４，３５６，２００円
１，７４０，６７２，７００円
４，４５２，９６７，６００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 １０，８８９，２４７，３００円

総入場人員 ３６，２６５名 （有料入場人員 ３４，５７４名）




