
３２０２５１１月１５日 晴 良 （２０京都５）第３日 第１競走 ��
��１，８００�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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

６８ ローレルレガリス 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４５２－ ４１：５４．６ ２．７�

５６ ウインペンタゴン 牡２鹿 ５５
５４ ☆浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９２－ ２１：５４．７� ４９．９�

８１２ シゲルダイセン 牡２鹿 ５５ 角田 晃一森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４６０＋ ６１：５５．０１� ４．３�
４５ ハギノリベラ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５０８± ０１：５５．１� ６４．５�
２２ シルクフォーチュン 牡２鹿 ５５ 田島 裕和有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４５２± ０１：５５．２� ２６．６�
７１０ ピュアシルヴァー 牡２芦 ５５ 川島 信二畑 清介氏 田島 良保 三石 折手牧場 ５０４－ ２１：５５．３� １０．４�
５７ マイネルカルツェ 牡２栗 ５５ C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 浦河 信岡牧場 ５２４± ０１：５５．４� ６．３	
（仏）

７１１ ティアップワイルド 牡２栗 ５５ 幸 英明田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５１４－ ４１：５５．７１� ２４．０

８１３ テイエムシバスキー 牡２鹿 ５５

５３ △田中 克典竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４６４－１０１：５６．０２ １９９．５�
１１ マルタカアンデス 牡２鹿 ５５ 川田 将雅高橋 義和氏 池添 兼雄 新ひだか 水丸牧場 ４７４－ ８１：５６．４２� ２６．１�
３３ トーコータカシ 牡２芦 ５５ 小牧 太森田 藤治氏 湯窪 幸雄 三石 水上 習孝 ４７４± ０１：５６．５� ４．３
６９ ミヤジダイキチ 牡２芦 ５５ 福永 祐一曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 川越ファーム ５２８± ０１：５６．６クビ ８４．４�
４４ メイショウワザアリ 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 西橋 豊治 静内 三木田 明仁 ４３４＋ ６１：５６．７� ２９３．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，１２３，５００円 複勝： ２４，２９３，２００円 枠連： １０，３２８，４００円

普通馬連： ３７，６６０，８００円 馬単： ３１，０１８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６７４，４００円

３連複： ４９，９２６，０００円 ３連単： ７７，２９３，８００円 計： ２５８，３１８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １，２８０円 � １５０円 枠 連（５－６） ８６０円

普通馬連 �� １６，９５０円 馬 単 �� １９，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９１０円 �� ２７０円 �� ４，７００円

３ 連 複 ��� １８，５２０円 ３ 連 単 ��� １１５，２４０円

票 数

単勝票数 計 １２１２３５ 的中 � ３５４５０（１番人気）
複勝票数 計 ２４２９３２ 的中 � ６０９２８（１番人気）� ２９５９（１０番人気）� ５１０６７（２番人気）
枠連票数 計 １０３２８４ 的中 （５－６） ８９６４（４番人気）
普通馬連票数 計 ３７６６０８ 的中 �� １６４０（３７番人気）
馬単票数 計 ３１０１８３ 的中 �� １１５１（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６７４４ 的中 �� ８８５（３７番人気）�� １７３２０（１番人気）�� ７３３（４０番人気）
３連複票数 計 ４９９２６０ 的中 ��� １９９０（５４番人気）
３連単票数 計 ７７２９３８ 的中 ��� ４９５（２９９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１３．０―１３．４―１３．８―１２．８―１２．４―１２．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．８―５０．２―１：０４．０―１：１６．８―１：２９．２―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルレガリス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００８．１０．１９ 京都２着

２００６．３．１４生 牡２鹿 母 スロクルージュ 母母 シ ユ ア ン ス ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。



３２０２６１１月１５日 晴 良 （２０京都５）第３日 第２競走 ��１，４００�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

１：２０．８
１：２０．３

良

良

５９ トシザワイルド 牡２栗 ５５ 川田 将雅上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４８０＋ ２１：２２．３ ２．６�

５８ ラ フ ァ エ ロ 牡２芦 ５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５２０－ ６１：２２．５１� １３．０�
２３ ブルーライジング 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４４４－ ２１：２２．７１� ９８．４�
３５ エ ル シ ッ ド 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介前田 晋二氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２－ ４１：２２．８クビ ４．７�
７１３ マチカネコロモガワ 牡２栗 ５５ 酒井 学細川 益男氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ２３．５�
７１２ デ ア モ ン ト 牡２栗 ５５ 小牧 太岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 筒井 征文 ４８４－ ６１：２２．９� ９１．２	
４７ ゼットオージ 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦�フォーレスト 田所 清広 静内 今 牧場 ４４６± ０１：２３．０クビ ２０．６

１１ カネトシコウショウ 牡２青鹿５５ 武 幸四郎兼松 利男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４６０＋ ６ 〃 クビ ２．９�
８１４ カシノレオン 牡２黒鹿 ５５

５３ △田中 健柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 B４４６± ０１：２３．１クビ ４４．４�
３４ フィールドカフェ 牡２黒鹿５５ 武 英智地田 勝三氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４９６－１０１：２３．３１� １３６．８
４６ サチノユニヴァース 牝２鹿 ５４ 長谷川浩大佐藤 幸彦氏 中尾 正 新冠 新冠伊藤牧場 ４２４－ ４１：２３．６２ ２５．２�
８１５ トミケンドラゴン 牡２栗 ５５ 鮫島 良太冨樫 賢二氏 坂口 正則 日高 川島 良一 ４３０＋ ６１：２４．０２� ７７．１�
６１０ ニチドウダイヤ 牝２鹿 ５４ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 三石 大平牧場 ４３６－ ６ 〃 クビ ２８．０�
２２ エイユーレインボー 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉笹部 義則氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８０－ ２１：２５．３８ ２０６．１�

（１４頭）
６１１ クールボーイズ 牡２栗 ５５ 幸 英明川上 哲司氏 目野 哲也 三石 沖田 博志 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １２，２３４，７００円 複勝： １８，９１７，１００円 枠連： １０，１２７，５００円

普通馬連： ３７，１２８，３００円 馬単： ３１，４４１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８６５，６００円

３連複： ４７，４９１，１００円 ３連単： ７２，３１２，３００円 計： ２４３，５１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ３５０円 � １，７２０円 枠 連（５－５） １，７１０円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２，７３０円 �� ９，４１０円

３ 連 複 ��� ３２，７６０円 ３ 連 単 ��� １１０，７２０円

票 数

単勝票数 計 １２２３４７ 的中 � ３８１０６（１番人気）
複勝票数 計 １８９１７１ 的中 � ６０２６１（１番人気）� １１５２３（４番人気）� １９２６（１２番人気）
枠連票数 計 １０１２７５ 的中 （５－５） ４３７８（６番人気）
普通馬連票数 計 ３７１２８３ 的中 �� １５１４０（４番人気）
馬単票数 計 ３１４４１９ 的中 �� ９０２４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８６５６ 的中 �� ５４７４（４番人気）�� １２２０（２３番人気）�� ３４７（５０番人気）
３連複票数 計 ４７４９１１ 的中 ��� １０７０（７６番人気）
３連単票数 計 ７２３１２３ 的中 ��� ４８２（２５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３４．７―４６．７―５８．５―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トシザワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００８．１０．２５ 京都３着

２００６．４．２５生 牡２栗 母 ノルデンフリマー 母母 ヒダカサクセス ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔出走取消〕 クールボーイズ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ゼットオージ号は，発進不良〔急に内側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ゼットオージ号は，発走調教再審査。



３２０２７１１月１５日 晴 良 （２０京都５）第３日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時０５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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

３４ ブエナビスタ 牝２黒鹿５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５０－ ２１：３４．９ １．２�

６１０ 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 ４２６－ ４１：３５．４３ ７．０�
８１４ トーアクレセント 牝２栗 ５４ 小牧 太東亜駿馬� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 ４４４＋ ４１：３５．７１� １９．１�
５７ シゲルキリガミネ 牝２青 ５４ 佐藤 哲三森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ４６８＋ ８１：３５．９１� ５２．７�
４６ マイネフレア 牝２鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 松浦牧場 ４４４－ ２ 〃 クビ ８２．７�

６９ エ ヴ ェ ッ ト 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦 �ノースヒルズマネ
ジメント 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２－ ４１：３６．１１� ７４．６	

１１ ジョーセレス 牝２鹿 ５４ 武 豊上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大成牧場 ４８４－ ８１：３６．３１ １４．１

５８ マザーテーラー 牝２栗 ５４

５２ △田中 克典中西 浩一氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４６６－ ２ 〃 アタマ ３７２．２�
３３ ダンツペレット 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文山元 哲二氏 山内 研二 新冠 森 牧場 ４６４－ ２１：３６．５１� ２１７．７�
８１３ オーサンルビー 牝２黒鹿５４ 池添 謙一�大西牧場 村山 明 浦河 佐々木 恵一 ４６４－ ６ 〃 ハナ １６２．３
７１１ イメージドオリ 牝２黒鹿５４ 幸 英明西村新一郎氏 境 直行 鵡川 貞広 賢治 ４４６－ ４１：３６．６� ２８２．３�
２２ デンコウキララ 牝２黒鹿５４ 角田 晃一田中 康弘氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 ４５８－ ６１：３６．７クビ ９６．７�
４５ コスモクリスタル 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 荒井ファーム ４５８± ０１：３６．８� １７．８�
７１２ モダンバレエ 牝２鹿 ５４ 石橋 守 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 新ひだか 井高牧場 ４４８－ ６１：３８．４１０ ３０８．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，２１９，４００円 複勝： ４９，４２５，３００円 枠連： １３，２４１，１００円

普通馬連： ４５，０４３，２００円 馬単： ５４，４４６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２５４，４００円

３連複： ５６，０９７，２００円 ３連単： １３５，３０７，５００円 計： ３９９，０３４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２３０円 枠 連（３－６） ２３０円

普通馬連 �� ２５０円 馬 単 �� ３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ２３０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� １，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２５２１９４ 的中 � １７２９０８（１番人気）
複勝票数 計 ４９４２５３ 的中 � ３４６２０７（１番人気）� ５３５６２（２番人気）� １８２６８（５番人気）
枠連票数 計 １３２４１１ 的中 （３－６） ４２８５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４５０４３２ 的中 �� １３５１０１（１番人気）
馬単票数 計 ５４４４６６ 的中 �� １３２８８４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２５４４ 的中 �� ５４８６７（１番人気）�� １９６３９（２番人気）�� ６６０７（６番人気）
３連複票数 計 ５６０９７２ 的中 ��� ６６２３４（１番人気）
３連単票数 計１３５３０７５ 的中 ��� ７９５２７（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．６―１２．４―１２．１―１２．０―１２．０―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．０―４７．４―５９．５―１：１１．５―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブエナビスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１０．２６ 京都３着

２００６．３．１４生 牝２黒鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 ブエナビスタ号の騎手安藤勝己は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。



３２０２８１１月１５日 晴 良 （２０京都５）第３日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時３５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

４６ サラノロクサボード 牡２芦 ５５ 角田 晃一神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７６ ―１：１３．０ ６．７�

５８ マルカフリート 牡２鹿 ５５ 福永 祐一河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：１３．２１ １６．５�
７１１ フレーバーティー 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：１４．２６ ３．３�
５７ ピサノプレミアム 牡２鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４８６ ―１：１４．３� ３．３�
１１ キクノセンヒメ 牝２鹿 ５４ 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４６６ ― 〃 クビ １０８．９�
４５ ラヴソースウィート 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲大下 智�村田牧場 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７０ ―１：１４．４� ２４．０	
８１３ パラダイスデイ 牡２黒鹿５５ 上村 洋行後藤 繁樹氏 崎山 博樹 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６８ ―１：１４．５� ４１．４

３４ ク ン チ ャ ン 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６６ ―１：１４．７１� １３．５�
３３ バリアントバイオ 牡２栗 ５５ 小牧 太バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４６０ ―１：１５．０１� ６８．９�
２２ シルクボヌール 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥有限会社シルク目野 哲也 門別 ヤナガワ牧場 ４４４ ―１：１５．２１� １６７．４
８１４ ケイアイアスノカミ 牡２黒鹿５５ 川田 将雅 �啓愛義肢材料販売所 伊藤 圭三 新冠 新冠橋本牧場 ５０６ ― 〃 アタマ ４．４�
７１２ グリーンスキー 牝２栗 ５４

５２ △田中 克典荻野 猛夫氏 梅田 康雄 浦河 鮫川牧場 ４６２ ―１：１６．５８ １７５．２�
６９ ハートランドコロナ 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三豊田 稔氏 吉岡 八郎 静内 へいはた牧場 ４２６ ―１：１６．７１� １７５．８�
６１０ レジェトウショウ 牝２栗 ５４ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６ ― （競走中止） ２９．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，４８８，３００円 複勝： １５，６５７，９００円 枠連： １３，４４５，３００円

普通馬連： ３４，７３６，６００円 馬単： ２９，４３９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １２，００２，９００円

３連複： ４１，６５１，６００円 ３連単： ６６，０５１，９００円 計： ２２５，４７３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２２０円 � ４１０円 � １７０円 枠 連（４－５） ６６０円

普通馬連 �� ５，３１０円 馬 単 �� １２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６６０円 �� ５９０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ６，３５０円 ３ 連 単 ��� ５３，１６０円

票 数

単勝票数 計 １２４８８３ 的中 � １４７４２（４番人気）
複勝票数 計 １５６５７９ 的中 � １８５４６（４番人気）� ８０４０（６番人気）� ３１１５２（２番人気）
枠連票数 計 １３４４５３ 的中 （４－５） １５０８０（３番人気）
普通馬連票数 計 ３４７３６６ 的中 �� ４８３２（２０番人気）
馬単票数 計 ２９４３９３ 的中 �� １７２１（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２００２９ 的中 �� １７０４（１８番人気）�� ５３１４（５番人気）�� ３４９１（９番人気）
３連複票数 計 ４１６５１６ 的中 ��� ４８４５（１９番人気）
３連単票数 計 ６６０５１９ 的中 ��� ９１７（１５６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．０―１１．９―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．８―４７．７―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サラノロクサボード �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

２００６．４．１４生 牡２芦 母 ガッドロクサーヌ 母母 プリンセスヒムカ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 レジェトウショウ号は，発進不良〔急に外側に逃避〕。
〔競走中止〕 レジェトウショウ号は，発走直後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 レジェトウショウ号は，平成２０年１１月１６日から平成２０年１２月１５日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。



３２０２９１１月１５日 曇 良 （２０京都５）第３日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時２５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
１：３３．１

良

良

４７ タキオンクール 牡２栗 ５５
５４ ☆浜中 俊野村 春行氏 領家 政蔵 新冠 ハクツ牧場 ４７４ ―１：３７．１ ３．２�

２３ トウショウデザイア 牡２鹿 ５５ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４６ ―１：３７．３１ ３．９�
５１０ レインフォーレスト 牡２芦 ５５ 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：３７．４� ７．８�
３５ サダムダンディ 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三大西 定氏 西園 正都 新ひだか 藤原牧場 ４７８ ― 〃 ハナ ８．３�
３６ エーシンカハナモク 牡２鹿 ５５ C．ルメール 平井 宏承氏 野中 賢二 三石 下屋敷牧場 ４４４ ―１：３７．５� ５５．８�

（仏）

８１６ キ ー ヤ マ ト 牡２青 ５５ 福永 祐一北前孔一郎氏 飯田 雄三 新冠 田渕牧場 ４４０ ― 〃 アタマ １７．１�
１２ レッドサーパス 牡２鹿 ５５ 武 豊 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９４ ― 〃 クビ ６．４	
７１４ マコトエレンシア 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠眞壁 明氏 川村 禎彦 様似 出口 繁夫 ４６４ ―１：３７．７１ ３５．４

４８ メイショウボルト 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 日田牧場 ４３４ ―１：３８．１２� １４．３�
８１７ パープルラッキー 牡２栗 ５５ 小林 徹弥中野 銀十氏 大橋 勇樹 新ひだか 三石川上牧場 ４５４ ―１：３８．２� ２３４．３�
６１２ マッキーシリコン 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４０６ ―１：３８．３� ３０４．９
５９ ユウキグッドラン 牡２鹿 ５５ 橋本 美純雪本 秀樹氏 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４５０ ― 〃 アタマ ２２４．５�
２４ メイショウケンロク 牡２鹿 ５５ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ５０８ ― 〃 アタマ ５１．５�
７１３ ヤマニンバジリック 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４７４ ―１：３８．５１� ４２．５�
１１ ドリームバンブー 牝２黒鹿５４ 川田 将雅�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４２２ ―１：３８．７１ １３１．９�
６１１ タイトーキャップ 牡２青鹿５５ 幸 英明後藤 進氏 木原 一良 浦河 浦河日成牧場 ４３２ ― 〃 クビ ４５．３�
８１８	 ダノンブリッジ 牡２栗 ５５ O．ペリエ �ダノックス 森 秀行 露 Voskhod Stud ４６０ ―１：３８．９１� ５３．５�

（仏）

７１５ カタンジャレ 牡２栗 ５５ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ５０６ ―１：３９．０� １４５．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，８９６，０００円 複勝： ２０，５６１，０００円 枠連： １５，６４６，４００円

普通馬連： ４１，９７８，０００円 馬単： ３０，５８１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２４９，９００円

３連複： ５２，３１８，９００円 ３連単： ７８，７８６，４００円 計： ２７０，０１７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（２－４） ４８０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ４９０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ５，８９０円

票 数

単勝票数 計 １４８９６０ 的中 � ３７２６９（１番人気）
複勝票数 計 ２０５６１０ 的中 � ４３７１６（１番人気）� ４１８９４（２番人気）� ２２１７４（５番人気）
枠連票数 計 １５６４６４ 的中 （２－４） ２４３６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１９７８０ 的中 �� ４８４８６（１番人気）
馬単票数 計 ３０５８１２ 的中 �� １５７０９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２４９９ 的中 �� １１８９５（１番人気）�� ７６１０（４番人気）�� ６３９７（５番人気）
３連複票数 計 ５２３１８９ 的中 ��� ２６４２４（２番人気）
３連単票数 計 ７８７８６４ 的中 ��� ９８７３（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．５―３６．３―４９．０―１：０１．６―１：１３．８―１：２５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３５．５
３ ・（５，１１）１８（３，１０）（２，７，１４，８）６（１２，１７）（９，１３）（１５，１６）４－１ ４ ５（１１，１８）（３，１０）（２，７，１４）（６，８）（９，１２，１７）（４，１３，１５，１６）－１

勝馬の
紹 介

タキオンクール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヤマニンスキー 初出走

２００６．４．３０生 牡２栗 母 フラワーケープ 母母 スイートジヤネツト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 レッドサーパス号は，枠入り不良。
※マコトエレンシア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３２０３０１１月１５日 曇 良 （２０京都５）第３日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時５５分 （ダート・右）

５００万円以下；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

６７ ラインオブナイト 牡２鹿 ５５ C．ルメール �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４９８± ０１：１２．１ １７．８�
（仏）

７９ ヒシコモンズ 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４６４＋ ２ 〃 ハナ １２．１�
６６ � ゼットサンサン 牡２栗 ５５ 武 豊�フォーレスト 山内 研二 米 Sebastian

L. Varney ５０２＋ ４ 〃 ハナ １．６�
４４ シゲルカサギヤマ 牡２栗 ５５ 角田 晃一森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４９６－ ４１：１２．３１� １０．７�
５５ � モエレサマー 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 松山 増男氏 坂口 正則 新ひだか 中村 和夫 ４６４＋ ４１：１２．６２ ４６．７�

（仏）

２２ 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 ４７６± ０ 〃 ハナ １４．１�
８１１ タイガーストーン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠後藤 繁樹氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５００－ ８１：１３．２３	 ４．０	
７８ アンジュアイル 牝２鹿 ５４ 幸 英明安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 赤田牧場 ４６４＋ ８１：１３．６２	 ７７．１

１１ マルカゼウス 牡２栗 ５５ 池添 謙一河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６１：１３．９２ ３４．５�
８１０ プリティマリ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４５０－ ２１：１４．０	 １１７．２
３３ � ミッキーダイブ 牝２鹿 ５４ 小牧 太栗本 博晴氏 須貝 彦三 日高 三輪牧場 ４５８－ ６１：１５．２７ ８９．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，０６５，４００円 複勝： ２９，４５０，３００円 枠連： １２，６５２，２００円

普通馬連： ５１，２８７，２００円 馬単： ４６，０４５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８４７，２００円

３連複： ５７，３１０，９００円 ３連単： １２２，１３０，３００円 計： ３５８，７８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７８０円 複 勝 � ２８０円 � ２７０円 � １１０円 枠 連（６－７） ６４０円

普通馬連 �� ４，５６０円 馬 単 �� １１，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ４５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ２，６４０円 ３ 連 単 ��� ３３，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２１０６５４ 的中 � ９３６２（６番人気）
複勝票数 計 ２９４５０３ 的中 � １７２６９（６番人気）� １７９１９（５番人気）� １３８７８２（１番人気）
枠連票数 計 １２６５２２ 的中 （６－７） １４６７８（３番人気）
普通馬連票数 計 ５１２８７２ 的中 �� ８３０４（１４番人気）
馬単票数 計 ４６０４５０ 的中 �� ２９５７（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８４７２ 的中 �� ３７５５（１５番人気）�� １０６６４（４番人気）�� １２３５５（３番人気）
３連複票数 計 ５７３１０９ 的中 ��� １６０４９（８番人気）
３連単票数 計１２２１３０３ 的中 ��� ２６９４（１０１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．６―１１．８―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３４．９―４６．７―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．２
３ ９（６，７）４（８，１１）１０，１，５＝２－３ ４ ９，６（４，７）８，１１－（１，１０）５－２－３

勝馬の
紹 介

ラインオブナイト �
�
父 バトルライン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．９．１５ 阪神２着

２００６．５．８生 牡２鹿 母 モスフロックス 母母 センボンザクラ ３戦２勝 賞金 １４，８００，０００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。



３２０３１１１月１５日 晴 良 （２０京都５）第３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

３３ タートルベイ 牡３芦 ５５ 福永 祐一後藤 繁樹氏 田島 良保 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４９８－ ４１：５１．５ １３．９�

４６ シャインモーメント 牡３栗 ５５ 安藤 勝己�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ３．０�
５７ トーセンスターン 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５８± ０ 〃 ハナ ２．８�
６９ ゴールドスミス 牡４鹿 ５７ 武 豊 �ゴールドレーシング 小崎 憲 三石 飯岡牧場 ５０２＋ ４ 〃 ハナ ５．０�
８１３ ホッコーキングオー 牡３鹿 ５５ 秋山真一郎矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５０２± ０１：５２．１３� ２１．６	
５８ ワンダーポテンシア 牡５青鹿 ５７

５５ △田中 克典山本 信行氏 河内 洋 浦河 信岡牧場 ４５４＋ ２１：５３．１６ ８４．２

７１２ バンブーアズーリ 牡３栗 ５５ 幸 英明�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５２６± ０１：５３．２� ４４．３�
３４ 	
 エーシンエヴァン 牡４黒鹿５７ 野元 昭嘉平井 淑郎氏 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ４９４＋ ６１：５３．６２� ６６．５�
８１４ パレスミサイル 牡３黒鹿５５ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４７０± ０１：５３．８１� ９．６
４５ 	 セイウンロデム 牡４青鹿 ５７

５６ ☆浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 英 L. Dettori B４９０＋ ８ 〃 ハナ ３９．９�
７１１ テンザンメダリスト 牡４鹿 ５７ 橋本 美純平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ５１２－１８１：５４．０� ５４．２�
１１ エアタイタン 牡３黒鹿５５ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５２８± ０ 〃 ハナ ２１．６�
２２ 
 ウォータートリック 牡５栗 ５７ 高橋 亮山岡 良一氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ５２８＋ ６１：５４．２１� ３０４．７�
６１０ テンザンオトヒメ 牝５鹿 ５５ 高野 容輔平野 澄江氏 庄野 靖志 白老 白老ファーム ４５０± ０１：５６．６大差 ２３７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，３１８，３００円 複勝： ２７，３６７，１００円 枠連： １７，４４３，６００円

普通馬連： ６５，５４０，８００円 馬単： ４４，１７１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８７８，６００円

３連複： ７３，５６２，５００円 ３連単： １３３，１１２，７００円 計： ４００，３９５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ２８０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（３－４） １，７７０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ５，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ５６０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� １３，７３０円

票 数

単勝票数 計 １７３１８３ 的中 � ９８５５（５番人気）
複勝票数 計 ２７３６７１ 的中 � １６９３７（５番人気）� ６７０５５（２番人気）� ６８９３１（１番人気）
枠連票数 計 １７４４３６ 的中 （３－４） ７２７４（８番人気）
普通馬連票数 計 ６５５４０８ 的中 �� ２２２４０（７番人気）
馬単票数 計 ４４１７１６ 的中 �� ６０４３（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８７８６ 的中 �� ７８８２（７番人気）�� ８３１６（６番人気）�� ３９４８８（１番人気）
３連複票数 計 ７３５６２５ 的中 ��� ３９２５９（３番人気）
３連単票数 計１３３１１２７ 的中 ��� ７１６０（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．２―３５．８―４７．８―１：００．６―１：１３．４―１：２６．３―１：３８．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

タートルベイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Miswaki デビュー ２００７．９．９ 阪神６着

２００５．４．５生 牡３芦 母 リキマドレード 母母 Wink At Danger １３戦２勝 賞金 １８，４４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンザンオトヒメ号は，平成２０年１２月１５日まで平地競走に出走できない。



３２０３２１１月１５日 晴 良 （２０京都５）第３日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５５分 （芝・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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

３３ � ネヴァキングダム 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己�ティーエイチ 藤沢 和雄 英 W. and R.
Barnett Ltd B４９０－ ２２：００．５ ５．５�

８９ ブラックシャンツェ 牡４鹿 ５７ 武 豊畑佐 博氏 長浜 博之 門別 坂戸 節子 ５２６＋ ４２：００．６� ３．３�
５５ タイセイファイター 牡４鹿 ５７ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５２６± ０ 〃 ハナ ８．１�
７７ マルカハンニバル 牡４黒鹿５７ 角田 晃一河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６２：００．９１	 ８．３�
６６ アヴェンティーノ 牡４鹿 ５７

５６ ☆浜中 俊吉田 和子氏 中尾 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６－ ６２：０１．１１
 ６．６�

４４ 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 ５１４－ ２２：０１．３１
 ３．４�
１１ テンザンコノハナ 牝４鹿 ５５

５３ △田中 克典平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４８４＋ ４２：０１．５１
 ４８．２	
２２ アドマイヤカンナ 牝５鹿 ５５ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４５０＋２０２：０２．４５ ５２．３

８８ � コアレスストーム �５鹿 ５７ 川田 将雅小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ５０４－ ４２：０７．８大差 ２１．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： １７，４５０，１００円 複勝： ２６，９６８，８００円 枠連： １１，６１３，８００円

普通馬連： ５２，６１８，８００円 馬単： ４０，１６５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０４５，２００円

３連複： ５７，３１６，５００円 ３連単： １３３，８２８，３００円 計： ３５６，００６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（３－８） ８００円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ７００円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� １２，１２０円

票 数

単勝票数 計 １７４５０１ 的中 � ２５０６５（３番人気）
複勝票数 計 ２６９６８８ 的中 � ３３８７９（４番人気）� ６２２０９（１番人気）� ２９４０２（６番人気）
枠連票数 計 １１６１３８ 的中 （３－８） １０７１７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５２６１８８ 的中 �� ３９５８４（２番人気）
馬単票数 計 ４０１６５２ 的中 �� １４３９２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０４５２ 的中 �� １０２８６（４番人気）�� ５４５８（１５番人気）�� ７３９４（１０番人気）
３連複票数 計 ５７３１６５ 的中 ��� ２０２５０（９番人気）
３連単票数 計１３３８２８３ 的中 ��� ８１４９（５４番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．２―１３．２―１２．９―１１．９―１１．６―１１．３―１１．３―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．７―３７．９―５０．８―１：０２．７―１：１４．３―１：２５．６―１：３６．９―１：４８．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ネヴァキングダム �

父 King’s Best �


母父 Polish Precedent デビュー ２００６．１０．１５ 東京４着

２００４．２．８生 牡４黒鹿 母 Pure Grain 母母 Mill Line １５戦４勝 賞金 ５３，４０５，０００円
〔その他〕 コアレスストーム号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



３２０３３１１月１５日 晴 良 （２０京都５）第３日 第９競走 ��３，９３０�第１０回京都ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１４時３０分 （ 芝 ）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 ５０，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，５００，０００円 ５，０００，０００円
付 加 賞 ５２５，０００円 １５０，０００円 ７５，０００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４：２３．２良

６９ キングジョイ 牡６鹿 ６０ 高田 潤松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ５１２＋ ８４：２６．２ ８．３�

４５ コウエイトライ 牝７鹿 ５８ 小坂 忠士伊東 政清氏 田所 清広 鹿児島 伊東 政清 ４９６＋ ６４：２６．８３� ２．５�
３３ エイシンニーザン 牡６栗 ６２ 西谷 誠平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５０６＋ ６４：２８．４１０ ３．０�
７１１ クールジョイ 牡１０栗 ６０ 金折 知則菱田 健氏 松元 茂樹 浦河 久保 時夫 ４７６－ ２４：２８．５� １７１．７�
８１３ ドングラシアス 牡４黒鹿６０ 高野 容輔山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５１２＋ ６４：２８．６� ６２．９�
３４ テイエムエース 牡５栗 ６２ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４８８＋２０４：２８．８１� ６．０�
６１０ ライトニングボール �６鹿 ６０ 林 満明 �キャロットファーム 作田 誠二 早来（有）ノーザンレーシング ４５２＋ ２４：２９．０１� ４６．１	
２２ メイケイグリーン �４黒鹿６０ 出津 孝一名古屋競馬
 木原 一良 静内 寺越 政幸 ４７８＋ ６４：２９．１� １４５．３�
７１２ アグネスヘルメス 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４４：３０．０５ １０８．２�
１１ テイエムトッパズレ 牡５青鹿６０ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６０＋１０４：３０．４２� ２９．２
５７ ニホンピロファイブ 牡５栗 ６０ 熊沢 重文小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４８０－ ４４：３０．５クビ １４．４�
４６ 	 エイシンペキン 牡７鹿 ６０ 白浜 雄造平井 豊光氏 坂口 正則 米 Belvedere

Farm, Inc. ４８２＋１８４：３３．５大差 ６９．７�
８１４ ミヤビペルセウス 牡８栗 ６０ 穂苅 寿彦村上 義勝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７２＋ ４４：３６．９大差 ２３．１�
５８ 
 クリノダイマオー 牡６黒鹿６０ 水出 大介栗本 博晴氏 内藤 一雄 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２４：３９．５大差 １７２．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，９８５，７００円 複勝： ３３，４１６，５００円 枠連： ２６，５６２，７００円

普通馬連： ９３，２９０，２００円 馬単： ７２，２９４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３４１，７００円

３連複： １１５，５４４，４００円 ３連単： ２６２，６１９，７００円 計： ６５８，０５５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（４－６） ７４０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ４２０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� ７，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２５９８５７ 的中 � ２４８７１（４番人気）
複勝票数 計 ３３４１６５ 的中 � ３８８７６（４番人気）� １０９９１９（１番人気）� ６６８７２（２番人気）
枠連票数 計 ２６５６２７ 的中 （４－６） ２６８０２（３番人気）
普通馬連票数 計 ９３２９０２ 的中 �� ８８５４４（３番人気）
馬単票数 計 ７２２９４２ 的中 �� ２２０３７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８３４１７ 的中 �� ２６３２０（２番人気）�� １４１６８（５番人気）�� ４４９３５（１番人気）
３連複票数 計１１５５４４４ 的中 ��� ９５８１６（２番人気）
３連単票数 計２６２６１９７ 的中 ��� ２４６８４（２０番人気）

上り １マイル １：４４．９ ４F ５２．９－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングジョイ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００４．８．１ 小倉５着

２００２．４．１６生 牡６鹿 母 プリンセスエイブル 母母 メインディッシュ 障害：１３戦３勝 賞金 １９２，４６２，０００円
※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。
（非抽選馬） １頭 スリーブラボー号



３２０３４１１月１５日 晴 良 （２０京都５）第３日 第１０競走 ��
��１，２００�

ま る や ま

円 山 特 別
発走１５時０５分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

５１０ マハーバリプラム 牝３青 ５４ 武 豊吉田 勝己氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６４－ ４１：１０．８ ８．０�

５９ � ミリオンディスク 牡４栗 ５７ 武 幸四郎 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５１４＋１２ 〃 クビ ４．９�
６１１ ヒシオフェンス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 パカパカ

ファーム ４９４－１４１：１１．１１� ３．８�
７１４ リバータウン 牡３青鹿５６ O．ペリエ 後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４９４± ０１：１１．４２ １７．４�

（仏）

４８ ワンダーグラス 牝５鹿 ５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５２６－ ４１：１１．５	 ５１．９�
２４ ランブルジャンヌ 牝３鹿 ５４ C．ルメール �ターフ・スポート的場 均 浦河 谷川牧場 ４９８－１４ 〃 クビ １０．９�

（仏）

８１６ エリモハルカ 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦山本 敏晴氏 沖 芳夫 浦河 中島牧場 ５０４± ０１：１１．６クビ ３３．６	
３５ リーガルスキーム 牡３栗 ５６ 安藤 勝己 �キャロットファーム 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４７２＋１０ 〃 ハナ ４．１

１２ テイエムフルパワー 牡４栗 ５７ 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３４－ ４１：１１．７クビ ４９．８�
４７ テイエムハヤテオー 牡３栗 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 三枝牧場 ４７０± ０１：１１．８	 ７．６�
３６ ゴービハインド 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋ ２１：１１．９	 ３１．９
２３ ダイゴカムイ 牡６鹿 ５７ 幸 英明長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 宮内牧場 ５０４± ０ 〃 クビ ６８．９�
８１５ トウショウモード 牡４栗 ５７ 角田 晃一トウショウ産業� 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B５０６＋ ４１：１２．０� ７８．８�
１１ ケンブリッジマイア 牝５栃栗５５ 田中 健中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム B４４０－ ６１：１２．３１� １１２．９�
７１３� ビ ッ グ ボ ス 牡５黒鹿５７ 川田 将雅渡
 伸一氏 森 秀行 白老 白老ファーム ５１４－ ４１：１２．７２	 ２１４．７�
６１２ インプリシット 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 村上 雅規 ４９０＋ ２１：１４．６大差 ２０９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，１４８，７００円 複勝： ４８，２２５，５００円 枠連： ３３，０８６，５００円

普通馬連： １５２，１７１，９００円 馬単： ９２，３１８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，２８８，０００円

３連複： １６４，５８４，２００円 ３連単： ３２７，２５２，３００円 計： ８９１，０７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２２０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（５－５） ２，０７０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ４，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ５４０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 ��� １６，４１０円

票 数

単勝票数 計 ３２１４８７ 的中 � ３１８９３（５番人気）
複勝票数 計 ４８２２５５ 的中 � ５０２４８（５番人気）� ６２３７９（４番人気）� １１０３５２（１番人気）
枠連票数 計 ３３０８６５ 的中 （５－５） １１８１１（１０番人気）
普通馬連票数 計１５２１７１９ 的中 �� ５３８９８（１０番人気）
馬単票数 計 ９２３１８６ 的中 �� １５４９８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１２８８０ 的中 �� １３０２８（１０番人気）�� １８９９２（４番人気）�� ２２４５８（３番人気）
３連複票数 計１６４５８４２ 的中 ��� ４９６２１（４番人気）
３連単票数 計３２７２５２３ 的中 ��� １４７２１（３８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１２．０―１２．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．４―４６．４―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マハーバリプラム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００８．３．２３ 阪神１３着

２００５．３．２０生 牝３青 母 マ ハ ー ブ 母母 Personal Business ７戦３勝 賞金 ３０，０８５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 アクセルファイヤー号・アグネスレプトン号・アンクルストロング号・ヴァンジェーロ号・グランドラッチ号・

ゴールドステイブル号・セトノヒット号・タイセイハニー号・トーセンベルファム号・パレスルビー号・
ブラックティー号・ポートジェネラル号・ラインプレアー号

※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。



３２０３５１１月１５日 晴 良 （２０京都５）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�アンドロメダステークス

発走１５時４０分 （芝・右）

３歳以上，１９．１１．１０以降２０．１１．９まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
賞 品

本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

７１０ ヤマニンキングリー 牡３栗 ５４ 武 豊土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４７８＋ ２１：５９．４ ２．７�

４４ ダブルティンパニー 牡６栗 ５３ 藤田 伸二金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５００＋ ６ 〃 アタマ ６．０�

５７ ホッコーパドゥシャ 牡６黒鹿５４ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 鵡川 片山 幹雄 ４８２＋ ２１：５９．５� １２．９�
２２ アグネストレジャー 牡６黒鹿５４ C．ルメール 渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：５９．７１� ７．５�

（仏）

４５ ニホンピロリビエラ 牡６鹿 ５４ 川島 信二小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 片岡牧場 ４７４－ ４１：５９．９１� ５．９�
５６ トウカイエリート 牡８黒鹿５６ 上村 洋行内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４８８＋ ２２：００．０クビ １７．５�
３３ ブレーヴハート 牡６黒鹿５３ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２０－ ２ 〃 クビ １４．５	
６９ メイショウオウテ 牡６鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ４５８± ０ 〃 アタマ ３４．７

７１１ マイネルハーティー 牡６青鹿５３ 角田 晃一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 鵡川 市川牧場 ５０２＋ ２２：００．１クビ ６０．４�
８１２ アサカディフィート 	１０黒鹿５８ 池添 謙一�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５２４＋ ４２：００．３１� １５．９
６８ パーフェクトジョイ 牝５青鹿５３ 秋山真一郎吉田 勝己氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４５６＋１８２：００．８３ ４４．０�
８１３ スクールボーイ 牡８黒鹿４９ 田中 健後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ４９８＋ ２２：０１．１２ ５１．０�
１１ ニホンピロキース 牡７芦 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４９０± ０２：０１．２� １５．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５３，０１０，２００円 複勝： ６１，４１４，３００円 枠連： ５３，７０１，２００円

普通馬連： ２７３，５５１，１００円 馬単： １５３，４１８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，６８６，８００円

３連複： ２７７，０４９，２００円 ３連単： ６００，９５５，９００円 計： １，５３４，７８７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ３６０円 枠 連（４－７） ４００円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ７００円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，９４０円 ３ 連 単 ��� １１，２９０円

票 数

単勝票数 計 ５３０１０２ 的中 � １５７９７０（１番人気）
複勝票数 計 ６１４１４３ 的中 � １４０２９７（１番人気）� ９８１９３（２番人気）� ３３７３６（６番人気）
枠連票数 計 ５３７０１２ 的中 （４－７） １０１５８０（１番人気）
普通馬連票数 計２７３５５１１ 的中 �� ２４６５７３（１番人気）
馬単票数 計１５３４１８３ 的中 �� ８７６６６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１６８６８ 的中 �� ４４７６６（１番人気）�� ２１２６３（６番人気）�� １５８０３（９番人気）
３連複票数 計２７７０４９２ 的中 ��� ６９６５９（６番人気）
３連単票数 計６００９５５９ 的中 ��� ３９２９９（１８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．３―１２．２―１２．３―１２．３―１１．７―１１．３―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．４―３６．７―４８．９―１：０１．２―１：１３．５―１：２５．２―１：３６．５―１：４７．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンキングリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．２ 札幌１着

２００５．５．１６生 牡３栗 母 ヤマニンアリーナ 母母 ティファニーラス １２戦４勝 賞金 ８１，８１１，０００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。



３２０３６１１月１５日 晴 良 （２０京都５）第３日 第１２競走 ��
��１，６００�

ひがしやま

東 山 特 別
発走１６時２０分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

７１０ ケイアイケイマン 牡４鹿 ５７ O．ペリエ �啓愛義肢材料販売所 池江 泰郎 新冠 村田牧場 ４７０－ ４１：３３．７ ６．４�
（仏）

７９ トレノジュビリー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４６８＋ ８ 〃 アタマ １８．９�
２２ � ライブコンサート �４黒鹿５７ 上村 洋行清水 一功氏 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４９２＋ ４１：３３．８	 ７．３�
６７ ルールプロスパー 牡３青鹿５６ 角田 晃一儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７４＋ ４ 〃 ハナ １９．２�
８１２ パッションレッド 牝４栗 ５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：３４．０１	 ３．７�
６８ タマモナイスプレイ 牡３黒鹿５６ 武 豊タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８２＋ ４ 〃 クビ ２．６	
３３ トーセンマエストロ 牡６鹿 ５７ 上野 翔島川 
哉氏 飯田 雄三 浦河 日優牧場 ４６８＋ ２１：３４．１クビ １１．７�
５６ ハンターキリシマ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 鹿児島 ニルキング牧場 ４２６－ ６ 〃 クビ ３０．１�
１１ バージンフォレスト 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋ ６１：３４．２
 ３６．１
５５ � ストールンブライド 牝５鹿 ５５ 福永 祐一�野 葉子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４７４－１２１：３４．４１� ４６．１�
４４ ローザブランカ 牝３芦 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４３６－１２ 〃 クビ ３７．１�
８１１ ウイングビート �５青鹿５７ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４７２＋１０１：３５．４６ ２０１．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４７，６０５，１００円 複勝： ６９，３５４，０００円 枠連： ４３，５４６，８００円

普通馬連： １９８，８１３，７００円 馬単： １２５，４７７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，００７，７００円

３連複： １９７，８７５，６００円 ３連単： ４９８，１７１，４００円 計： １，２３６，８５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２２０円 � ４９０円 � ２７０円 枠 連（７－７） ３，６１０円

普通馬連 �� ４，５３０円 馬 単 �� ６，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ８２０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� １２，７９０円 ３ 連 単 ��� ６８，０１０円

票 数

単勝票数 計 ４７６０５１ 的中 � ５８７６９（３番人気）
複勝票数 計 ６９３５４０ 的中 � ９５３９０（３番人気）� ３２６６７（６番人気）� ６８５８８（４番人気）
枠連票数 計 ４３５４６８ 的中 （７－７） ８９２４（１３番人気）
普通馬連票数 計１９８８１３７ 的中 �� ３２３９９（１５番人気）
馬単票数 計１２５４７７４ 的中 �� １４１７７（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６００７７ 的中 �� １１９５９（１２番人気）�� １７４３５（８番人気）�� ５６７４（２３番人気）
３連複票数 計１９７８７５６ 的中 ��� １１４２５（３７番人気）
３連単票数 計４９８１７１４ 的中 ��� ５４０６（１９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３５．８―４７．８―５９．４―１：１０．４―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイケイマン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Cutlass デビュー ２００６．１１．２６ 京都１１着

２００４．５．１４生 牡４鹿 母 ブリーダーズフライト 母母 Flight １９戦４勝 賞金 ７６，９９７，０００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。



（２０京都５）第３日 １１月１５日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６２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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３００，２００，０００円
４，２６０，０００円
１２，６９０，０００円
２，２００，０００円
３３，９７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，５７２，０００円
５，４４６，８００円
１，６３６，２００円

勝馬投票券売得金
２９１，５４５，４００円
４２５，０５１，０００円
２６１，３９５，５００円
１，０８３，８２０，６００円
７５０，８１７，６００円
３２１，１４２，４００円
１，１９０，７２８，１００円
２，５０７，８２２，５００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 ６，８３２，３２３，１００円

総入場人員 ２２，８５９名 （有料入場人員 ２１，１２３名）




