
２９０３７１０月１７日 晴 良 （２２京都５）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

３３ サダムグランジュテ 牝２鹿 ５４
５１ ▲川須 栄彦大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－１０１：２５．８ ６．８�

５７ レッドマロン 牝２栃栗５４ 蛯名 正義�コオロ 境 直行 日高 藤本ファーム ４７０－２２１：２６．５４ １６．８�
２２ ニイハオジュウクン 牡２鹿 ５５ 柴原 央明鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４３０＋ ４１：２６．６� ７．０�
１１ ビットプレスト 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三礒川 正明氏 安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５２＋ ２１：２７．１３ １．８�
６８ ヴ ァ ー ル 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３２± ０ 〃 クビ １８．４�
６９ ダブルエッグ 牡２栗 ５５

５４ ☆松山 弘平越田 英喜氏 坪 憲章 新ひだか 松田牧場 ４５２－ ２１：２７．３１� ４８．８	
４４ サチノパートナー 牡２鹿 ５５ 浜中 俊佐藤 幸彦氏 武 宏平 新冠 競優牧場 ５０８＋ ４１：２７．７２� ５．２

８１３ ゼ ロ セ ン �２鹿 ５５ 酒井 学長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 ヒダカフアーム ４６０－２２１：２８．２３ １０５．３�
７１０ マ ギ ー メ イ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４１２＋ ２ 〃 クビ １３１．５�
８１２ サンレイワイルド 牡２黒鹿５５ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 ５０８－ ２１：２８．７３ １８．２
４５ レッドジュバ 牡２鹿 ５５ 高橋 亮杉本千賀子氏 高橋 隆 新ひだか 中村 和夫 ４６０＋ ４１：２８．８クビ １８６．４�
７１１ テイエムシェイク 牡２鹿 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 パカパカ

ファーム ４５０－ ４１：３０．４１０ ２１０．０�

（１２頭）
５６ カシノリミテッド 牡２鹿 ５５ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６，６２５，４００円 複勝： ２６，２６３，８００円 枠連： ９，６９９，２００円

普通馬連： ３６，８３９，９００円 馬単： ３３，５８５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８３５，５００円

３連複： ５５，２５９，４００円 ３連単： １０３，３１３，１００円 計： ２９６，４２２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２５０円 � ５００円 � １９０円 枠 連（３－５） ５，９７０円

普通馬連 �� ４，１３０円 馬 単 �� ９，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� ６６０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ９，５５０円 ３ 連 単 ��� ５９，２００円

票 数

単勝票数 差引計 １６６２５４（返還計 ３１） 的中 � １９３６１（３番人気）
複勝票数 差引計 ２６２６３８（返還計 ７７） 的中 � ２７６３１（４番人気）� １１５５５（６番人気）� ４４０９２（２番人気）
枠連票数 差引計 ９６９９２（返還計 ８ ） 的中 （３－５） １２０１（１８番人気）
普通馬連票数 差引計 ３６８３９９（返還計 ３００） 的中 �� ６５８４（１４番人気）
馬単票数 差引計 ３３５８５７（返還計 １３３） 的中 �� ２６４６（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １４８３５５（返還計 １４５） 的中 �� ２８４５（１７番人気）�� ５７６４（８番人気）�� ３０６２（１４番人気）
３連複票数 差引計 ５５２５９４（返還計 ８７２） 的中 ��� ４２７３（２５番人気）
３連単票数 差引計１０３３１３１（返還計 １５０１） 的中 ��� １２８８（１５４番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．５―１２．５―１２．６―１２．５―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．６―３６．１―４８．７―１：０１．２―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サダムグランジュテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Boundary デビュー ２０１０．８．２２ 札幌７着

２００８．１．１９生 牝２鹿 母 シーズライクリオ 母母 Leading Rhyme ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔出走取消〕 カシノリミテッド号は，疾病〔創傷性左角膜炎〕のため出走取消。
※出走取消馬 カシノマイラヴ号（疾病〔頭部挫創〕のため）



２９０３８１０月１７日 晴 良 （２２京都５）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （芝・右・外）

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

１：４６．７
１：４６．６

良

良

６１０ エクスビート 牡２鹿 ５５ 長谷川浩大前原 敏行氏 松永 昌博 むかわ 上水牧場 ４４８＋ ４１：４８．４ １３８．８�

３５ ヴ ィ ジ ャ イ 牡２鹿 ５５ 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 ４８８－ ４１：４８．５� ２．２�

２３ タガノエベンヌ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４５６－ ２１：４８．６クビ ８．８�

３４ ゼンノルジェロ 牡２青 ５５ 武 豊大迫久美子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８８－ ４ 〃 アタマ ４．３�
１１ ジャックバローズ 牡２鹿 ５５ 幸 英明猪熊 広次氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６６＋ ４１：４８．７� ２４．９�
４６ モ エ ロ ッ ク 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８８＋１８ 〃 ハナ ６８．３�
６１１ テンシノイツル 牡２黒鹿５５ 中村 将之杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 新冠 ラツキー牧場 ４４４± ０１：４８．９１� ９３．０	
８１５ ヒットザターゲット 牡２栗 ５５ 福永 祐一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６－ ６ 〃 クビ ４．２

５９ シゲルリジチョウ 牡２鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ５０２－ ８ 〃 ハナ １５．３�
７１２ ゴ ー ズ オ ン 牡２鹿 ５５ 和田 竜二前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 小島牧場 ５０６＋ ４１：４９．３２� １９３．０�
５８ ミライポケット 牝２黒鹿５４ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 北出 成人 新ひだか ケイアイファーム ４４２± ０１：５０．０４ １５．７
７１３ スプリングディナン 牡２鹿 ５５ 鷹野 宏史加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 様似共栄牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ３５９．２�
４７ ミッキーソング 牡２鹿 ５５ 安藤 光彰三木 久史氏 福島 信晴 青森 伊藤牧場 ４６２＋ ２１：５０．２１� ４０３．９�
８１４ ガトーディマンシュ 牝２青鹿５４ 熊沢 重文有限会社シルク宮本 博 新ひだか 千代田牧場 ３９６－ ８１：５０．３� １８８．２�
２２ ダイナミックワルツ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４０４－１４１：５０．７２� ３２４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，６５３，９００円 複勝： ４３，５８９，９００円 枠連： １８，３７２，５００円

普通馬連： ５４，２７６，２００円 馬単： ４１，５９１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４６１，４００円

３連複： ７４，８３０，０００円 ３連単： １３２，１６８，４００円 計： ４１０，９４４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３，８８０円 複 勝 � ２，６５０円 � １３０円 � ２７０円 枠 連（３－６） ３，３６０円

普通馬連 �� １８，０４０円 馬 単 �� ５９，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７９０円 �� ８，５９０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ３３，７２０円 ３ 連 単 ��� ４９０，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２２６５３９ 的中 � １２８７（１０番人気）
複勝票数 計 ４３５８９９ 的中 � ２７２２（１０番人気）� １４１９５１（１番人気）� ３６４７１（４番人気）
枠連票数 計 １８３７２５ 的中 （３－６） ４０４６（９番人気）
普通馬連票数 計 ５４２７６２ 的中 �� ２２２１（３０番人気）
馬単票数 計 ４１５９１７ 的中 �� ５１３（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４６１４ 的中 �� １１４５（３０番人気）�� ６３４（４１番人気）�� １３４６２（４番人気）
３連複票数 計 ７４８３００ 的中 ��� １６３８（６２番人気）
３連単票数 計１３２１６８４ 的中 ��� １９９（５８２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３５．７―４８．０―１：００．８―１：１３．１―１：２５．３―１：３６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクスビート �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Fairy King デビュー ２０１０．９．２０ 札幌６着

２００８．３．１２生 牡２鹿 母 コンプトンエンジェル 母母 Embla ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２９０３９１０月１７日 晴 良 （２２京都５）第４日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

２２ � スクウェルチャー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義前田 幸治氏 中竹 和也 米
Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

４９２ ―１：５７．８ ３．４�

８１２ ボ レ ア ス 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７４ ―１：５８．２２� ６．１�

７９ ミヤジメーテル 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 笹島 政信 ４８２ ―１：５８．３クビ ４．６�
６８ キングオブフェイス 牡２栗 ５５ 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５１８ ―１：５８．８３ １０６．４�
７１０ デーヴァローカ 牡２栗 ５５ 福永 祐一吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５１４ ―１：５８．９� ３．７�
１１ サフランディライト 牡２鹿 ５５ 浜中 俊海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４７６ ―１：５９．０� １７．９�
６７ マーブルハート 牝２栗 ５４

５３ ☆松山 弘平下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４５０ ―１：５９．６３� １６．４	
４４ ラプスドール 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 
サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：５９．９２ １０．０�
３３ レアリサール 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎 �ローレルレーシング 笹田 和秀 新冠 石田牧場 ４１６ ―２：００．３２� ３９．４�
５６ マイネルソラーナ 牡２栗 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４４８ ―２：０２．１大差 ２０．６
５５ アスカノタップ 牡２鹿 ５５ 川島 信二豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 門別牧場 B４９０ ―２：０２．５２� １２８．８�
８１１ ポートエンジェル 牝２黒鹿５４ 和田 竜二水戸眞知子氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４６２ ―２：０２．６クビ １４０．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，９３４，６００円 複勝： ２５，１０８，３００円 枠連： １５，３４６，５００円

普通馬連： ４２，６８０，３００円 馬単： ３４，３５０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７９１，５００円

３連複： ５５，５８１，４００円 ３連単： ９４，９３３，６００円 計： ３０２，７２６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � １９０円 枠 連（２－８） １，３００円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ３７０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ２，２００円 ３ 連 単 ��� １０，７６０円

票 数

単勝票数 計 １７９３４６ 的中 � ４１９０３（１番人気）
複勝票数 計 ２５１０８３ 的中 � ４９６５２（２番人気）� ３０６５６（４番人気）� ３４９９６（３番人気）
枠連票数 計 １５３４６５ 的中 （２－８） ８７４２（５番人気）
普通馬連票数 計 ４２６８０３ 的中 �� ２６０２２（４番人気）
馬単票数 計 ３４３５０１ 的中 �� １１７１５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７９１５ 的中 �� ８９５３（４番人気）�� １１９５８（３番人気）�� ５１６７（１０番人気）
３連複票数 計 ５５５８１４ 的中 ��� １８６９２（５番人気）
３連単票数 計 ９４９３３６ 的中 ��� ６５１５（２５番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．９―１４．９―１４．８―１２．９―１２．９―１２．２―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．７―４０．６―５５．４―１：０８．３―１：２１．２―１：３３．４―１：４５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３６．６
１
３
２，１０（６，１２）３（１，９，８）－（４，７）－１１－５
２（１０，９）（３，１２，８）１－７（６，４）－１１，５

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

勝馬の
紹 介

�スクウェルチャー �
�
父 Suave �

�
母父 Polish Pro 初出走

２００８．４．１４生 牡２鹿 母 Our Resurgence 母母 Ruby Wax １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２９０４０１０月１７日 晴 良 （２２京都５）第４日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０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

１：３３．７
１：３３．１

良

良

４７ ケイティーズジェム 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４２４ ―１：３６．９ ２．８�

１１ サダムパテック 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６ ―１：３７．１１� １５．８�

６１２ プリティアクィーン 牝２鹿 ５４ 酒井 学�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ４４８ ―１：３７．３１� １１５．３�
７１４ ハーイスマイル 牡２黒鹿５５ 小牧 太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 ４６４ ― 〃 クビ ４４．９�
１２ アンクレット 牝２栗 ５４ 武 豊山本 英俊氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４２４ ―１：３７．６２ ４．４�
５９ ハーキュリーズ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：３７．７� ３．７	
３６ スズカロジック 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４８０ ―１：３８．１２� ２３．１

２３ スリーマウンテン 牡２黒鹿５５ 小林 徹弥永井商事� 目野 哲也 様似 林 時春 ４６８ ― 〃 ハナ ２８．７�
５１０	 スマートオーシャン 牝２栗 ５４ 内田 博幸大川 徹氏 小崎 憲 米 Summer

Wind Farm ４８２ ― 〃 アタマ ２１．６�
７１３ ラインレグルス 牡２鹿 ５５ 和田 竜二大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４９６ ―１：３８．２� １３．４
４８ マイネルティンラン 牡２栗 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４２８ ―１：３８．４１ ７６．１�
８１６ スリーロビンソン 牡２青 ５５ 浜中 俊永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４４４ ―１：３９．１４ ８５．８�
２４ ベルベットキス 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義加藤 厚子氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４０２ ― 〃 アタマ ８４．０�
３５ ウインマクレガー 牡２黒鹿５５ 幸 英明�ウイン 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８ ―１：３９．６３ ４５．６�
６１１ ヤマカツダリア 牝２黒鹿５４ 長谷川浩大山田 和夫氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４６６ ―１：３９．７� ２０３．３�
８１５ サトノスパイダー 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝里見 治氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９８ ―１：４２．２大差 ２２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２１６，０００円 複勝： ２９，３８７，３００円 枠連： １８，１７４，２００円

普通馬連： ５２，２５０，９００円 馬単： ４０，９８５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０３６，３００円

３連複： ６８，４０１，９００円 ３連単： １１７，２２３，４００円 計： ３７０，６７５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ３８０円 � ２，５５０円 枠 連（１－４） ４６０円

普通馬連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ４，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� ５，８６０円 �� １０，７３０円

３ 連 複 ��� ６８，５００円 ３ 連 単 ��� ３３２，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２３２１６０ 的中 � ６６３３０（１番人気）
複勝票数 計 ２９３８７３ 的中 � ７９３９３（１番人気）� １７６２５（５番人気）� ２１３７（１５番人気）
枠連票数 計 １８１７４２ 的中 （１－４） ２９３４７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２２５０９ 的中 �� １３３６５（８番人気）
馬単票数 計 ４０９８５９ 的中 �� ７２９８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０３６３ 的中 �� ５５７３（７番人気）�� ８６６（５２番人気）�� ４７０（６８番人気）
３連複票数 計 ６８４０１９ 的中 ��� ７３７（１３６番人気）
３連単票数 計１１７２２３４ 的中 ��� ２６０（６５８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１２．４―１３．１―１２．９―１１．９―１１．１―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．４―３６．８―４９．９―１：０２．８―１：１４．７―１：２５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．１
３ １４（７，１２）（２，１０，８）（１，６，１３）（３，４，５，１５）（１１，１６）９ ４ １４（７，１２）（２，８）（１，１０，１３）６（３，４，５）（１６，１５）（１１，９）

勝馬の
紹 介

ケイティーズジェム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kris 初出走

２００８．５．５生 牝２鹿 母 ケイティーズファースト 母母 Katies １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノスパイダー号は，平成２２年１１月１７日まで平地競走に出走できない。



２９０４１１０月１７日 晴 良 （２２京都５）第４日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時２０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
１：２１．８

重

稍重

３４ ピ ュ ー タ ー 牡３芦 ５５ 四位 洋文細川祐季子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６１：２３．６ ６．６�

６９ ピサノプリヴェ 牝４栗 ５５ 福永 祐一市川 義美氏 坂口 正大 日高 下河辺牧場 ４８４± ０１：２４．１３ ４．１�
７１２ アイディンパワー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８０－ ２１：２４．４１� １４．７�
５８ ジ ュ モ ー 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝吉田 和美氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４５２－ ６１：２４．５� ７．９�
６１０ ウォーターサムデイ 牡４鹿 ５７ 池添 謙一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４７４＋ ４１：２４．６� ４９．３�
５７ カシノヘラクレス 牡４鹿 ５７ 上野 翔柏木 務氏 鈴木 孝志 日高 島瀬 順一 ４６８－ ６１：２４．９１� ６６．４�
３３ � エイシンフルハート 牡３栗 ５５ 酒井 学平井 豊光氏 西園 正都 米

James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５０８＋ ２ 〃 アタマ ３．０�
４５ パーフェクトバイオ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜バイオ	 坪 憲章 安平 ノーザンファーム B４６０＋１０１：２５．２２ １３．０

１１ タガノアルデバラン 牝４芦 ５５ 中村 将之八木 良司氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－１０１：２５．３� ３７．４�
８１３ タガノディーバ 牝３栗 ５３ 幸 英明八木 良司氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４± ０１：２５．５� １４．２�
２２ ロケットダイヴ 牡３鹿 ５５ 松岡 正海山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５６－１０１：２５．７１	 ６３．４
８１４ ナリタシーズン 牡３栗 ５５

５２ ▲川須 栄彦	オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４８２＋１０ 〃 クビ ４２．９�
７１１ デンコウラッキー 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４７６＋１８１：２６．２３ ８５．５�
４６ トウカイブラスト 牡３黒鹿５５ 熊沢 重文内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 ５１０＋ ２１：２６．３クビ １４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，０２８，３００円 複勝： ３５，６２１，２００円 枠連： １７，６８１，８００円

普通馬連： ５７，８５７，０００円 馬単： ３９，７７１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４２４，９００円

３連複： ８０，６５８，３００円 ３連単： １２５，１０５，８００円 計： ４０１，１４８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ３００円 � １８０円 � ４６０円 枠 連（３－６） ３８０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ３，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２，０１０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� １１，１１０円 ３ 連 単 ��� ５８，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２１０２８３ 的中 � ２５３４５（３番人気）
複勝票数 計 ３５６２１２ 的中 � ３０４５９（４番人気）� ６３９０４（２番人気）� １７２６１（８番人気）
枠連票数 計 １７６８１８ 的中 （３－６） ３５１８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７８５７０ 的中 �� ２７１６７（６番人気）
馬単票数 計 ３９７７１０ 的中 �� ７７６７（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４２４９ 的中 �� ９０７１（６番人気）�� ２７７９（２３番人気）�� ４５０１（１５番人気）
３連複票数 計 ８０６５８３ 的中 ��� ５３５９（３６番人気）
３連単票数 計１２５１０５８ 的中 ��� １５８５（１７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．０―３４．８―４７．１―５９．４―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ュ ー タ ー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１２．６ 阪神７着

２００７．３．２７生 牡３芦 母 ユノブラウニー 母母 オ エ ノ セ ラ ６戦２勝 賞金 １４，４００，０００円



２９０４２１０月１７日 晴 良 （２２京都５）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３３ ヒラボクキング 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５３２＋１０１：５２．８ ３．７�

７１２ マーリンシチー 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４６２± ０１：５２．９� ７．４�
５７ ツルマルシルバー 牡６芦 ５７ 幸 英明鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８８± ０１：５３．５３� １７．２�
６１０ オリエンタルコール 牡３鹿 ５５ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４４４± ０１：５３．８１� ２５．１�
２２ メイショウモネ 牡４芦 ５７ 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４５８± ０ 〃 クビ １１．１�
８１３� エアリアルショット 牡５黒鹿５７ 浜中 俊 �キャロットファーム 村山 明 新冠 田渕牧場 ４８２＋ ６１：５３．９クビ ４７．９	
７１１ ホウライブライアン 牡５黒鹿５７ 和田 竜二橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４８６－ ６ 〃 クビ ４４．５

４６ オースミマリオン 牡３栗 ５５ 武 幸四郎�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４６０＋ ８１：５４．０クビ ７．８�
３４ タマモビート 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム ４８４＋ ８１：５４．１� ７０．７�
８１４� レッドライオン 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ５１６＋ ６１：５４．３１� １３８．７
５８ � メイショウダイクン 牡４鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ５０８＋ ６１：５４．５１� ９３．１�
４５ ダノンエクスプレス 牡４栗 ５７ 内田 博幸�ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４６８＋ ４１：５４．６� ４．３�
６９ ガ リ ア ー ノ 牡４栗 ５７

５６ ☆松山 弘平 �キャロットファーム 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム ４４２－１４１：５５．２３� ４９．５�
１１ アドマイヤアゲイン 牡４青鹿５７ 池添 謙一近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６８－ ６１：５７．７大差 ４．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，９６６，６００円 複勝： ３１，５４０，９００円 枠連： １７，４７１，３００円

普通馬連： ５７，２１１，６００円 馬単： ３９，６７２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８８６，５００円

３連複： ７６，０２１，３００円 ３連単： １１８，９６４，２００円 計： ３８２，７３５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � ３２０円 枠 連（３－７） １，０４０円

普通馬連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，０８０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ６，４１０円 ３ 連 単 ��� ２７，７９０円

票 数

単勝票数 計 １８９６６６ 的中 � ４０６０５（１番人気）
複勝票数 計 ３１５４０９ 的中 � ４６８０７（３番人気）� ４４４０６（４番人気）� ２２７６１（６番人気）
枠連票数 計 １７４７１３ 的中 （３－７） １２４８０（５番人気）
普通馬連票数 計 ５７２１１６ 的中 �� ３２７３１（４番人気）
馬単票数 計 ３９６７２６ 的中 �� １１８２６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８８６５ 的中 �� ９３１８（６番人気）�� ５１２７（１４番人気）�� ４９２４（１７番人気）
３連複票数 計 ７６０２１３ 的中 ��� ８７６０（２１番人気）
３連単票数 計１１８９６４２ 的中 ��� ３１６０（８５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１３．４―１３．０―１３．０―１２．６―１２．４―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３６．９―４９．９―１：０２．９―１：１５．５―１：２７．９―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rahy デビュー ２０１０．１．９ 京都３着

２００７．２．９生 牡３鹿 母 エンキャンタドゥ 母母 Floramera ４戦２勝 賞金 １５，３００，０００円



２９０４３１０月１７日 晴 良 （２２京都５）第４日 第７競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減

本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 ９２０，０００
９２０，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

８１６ ニシノメルモ 牝３青鹿５２ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４４８－ ６２：２８．３ １９．１�

２３ ファイアレッド 牡５青鹿５７ 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 三石 追分ファーム ４６２－ ４２：２８．５１� ５．２�
４８ メイショウユウシャ 牡５栗 ５７

５４ ▲高倉 稜松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ４９４－ ２２：２８．６� ９９．６�
５１０ ナムラアーガス 牡４黒鹿５７ 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４８６± ０ 〃 クビ ３５．５�
７１４ ロ グ 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝石瀬 浩三氏 須貝 尚介 日高 大平ファーム ４９０＋ ６ 〃 同着 ６０．８�
６１１ ロードホーリー 牡３鹿 ５４ 武 豊 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 浦河 村下 清志 ４６８－ ４２：２８．７クビ ５．２	
５９ ピエナファンタスト 牡４鹿 ５７ 内田 博幸本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４５６－ ４ 〃 クビ ２９．５

２４ カネトシパサージュ 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４５４± ０ 〃 ハナ ５．８�
３６ トップミノル 牡３青鹿５４ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６０－ ２ 〃 ハナ ４７．２�
７１３ スーパーオービット 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４５４＋ ２２：２８．９１� １２．９
１２ シルクランスロット 牡３栗 ５４ 福永 祐一有限会社シルク増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４９２－ ４ 〃 ハナ ７．５�
３５ サンライズトリプル 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ４ 〃 ハナ ４．１�
８１７ スティアヘッド 牡４鹿 ５７ 松岡 正海�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４５８＋１６２：２９．０	 ６１．８�
８１５ ポーラシークエンス 牝４栗 ５５ 安藤 光彰 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４２：２９．２１� ４４．４�
１１ スナークスペイン 牡３青鹿５４ 太宰 啓介杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 ４５０＋２０ 〃 ハナ ２９．７�
４７ シャイニングデイ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦安原 浩司氏 本田 優 浦河 上田 五十詞 ４８０－１６２：２９．４１	 ９７．８�
６１２ テイエムモモタロー 牡５青鹿５７ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ４５４－ ８ （競走中止） ２８５．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２３，０６４，９００円 複勝： ３８，２０２，８００円 枠連： ２２，８６８，４００円

普通馬連： ７０，６９９，８００円 馬単： ４２，１５０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１０６，８００円

３連複： ９６，１０９，７００円 ３連単： １４９，２９３，２００円 計： ４７０，４９５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ６４０円 � ２１０円 � ２，３４０円 枠 連（２－８） １，７６０円

普通馬連 �� ４，８９０円 馬 単 �� １１，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７１０円 �� ２０，８８０円 �� ７，０４０円

３ 連 複 ��� １４４，４６０円 ３ 連 単 ��� ９５８，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２３０６４９ 的中 � ９５３７（７番人気）
複勝票数 計 ３８２０２８ 的中 � １４４４６（７番人気）� ６１０８３（１番人気）� ３５７２（１６番人気）
枠連票数 計 ２２８６８４ 的中 （２－８） ９６２８（８番人気）
普通馬連票数 計 ７０６９９８ 的中 �� １０６８２（１６番人気）
馬単票数 計 ４２１５００ 的中 �� ２７８２（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１０６８ 的中 �� ４１４５（１７番人気）�� ３２６（１０３番人気）�� ９７４（６３番人気）
３連複票数 計 ９６１０９７ 的中 ��� ４９１（２６８番人気）
３連単票数 計１４９２９３２ 的中 ��� １１５（１６３１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．９―１２．８―１３．２―１３．２―１３．７―１３．５―１２．４―１１．３―１１．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．３―３５．２―４８．０―１：０１．２―１：１４．４―１：２８．１―１：４１．６―１：５４．０―２：０５．３―２：１６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．３
１
３

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

２
４

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

ニシノメルモ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．１０．１１ 京都４着

２００７．２．１６生 牝３青鹿 母 ナ ド ラ 母母 Bint Pasha ９戦２勝 賞金 １９，６８８，０００円
〔競走中止〕 テイエムモモタロー号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



２９０４４１０月１７日 晴 良 （２２京都５）第４日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８８ トーセンスターン 牡５鹿 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：５２．９ ３．４�

３３ サンマルボス 牡３鹿 ５５ 和田 竜二相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４７８＋ ６１：５３．０� ２．８�
１１ キ ラ ウ エ ア 牡３黒鹿５５ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：５３．２１� ３．１�
４４ スパークルシチー 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新冠 グリー牧場 B４９０＋ ６１：５３．３� １８．４�
８９ アドマイヤプレミア 牡３芦 ５５ 上村 洋行近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４０６± ０ 〃 クビ １８．３�
６６ アグネスヨジゲン 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４８６＋ ４１：５３．４� ２４．４	
２２ タイセイレジェンド 牡３栗 ５５ 芹沢 純一田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B５１２－ ８１：５４．０３� ９．６

５５ キクノプログレッソ 牡７鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 B５０８＋ ２ 〃 ハナ １２９．８�
７７ パワーエース 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４８６－ ５１：５５．２７ ４２．４

（９頭）

売 得 金

単勝： ２１，３１７，０００円 複勝： ２７，９２６，６００円 枠連： １３，６５９，４００円

普通馬連： ５８，８１０，４００円 馬単： ４６，７８８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５３０，４００円

３連複： ７７，９２０，３００円 ３連単： １８３，７６３，５００円 計： ４５０，７１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（３－８） ３８０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� １９０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ２８０円 ３ 連 単 ��� １，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２１３１７０ 的中 � ４９６２４（３番人気）
複勝票数 計 ２７９２６６ 的中 � ７０３２０（２番人気）� ７２２９２（１番人気）� ５３４８０（３番人気）
枠連票数 計 １３６５９４ 的中 （３－８） ２６６６７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５８８１０４ 的中 �� １１９５９４（１番人気）
馬単票数 計 ４６７８８４ 的中 �� ４２５６７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５３０４ 的中 �� ４１３８４（１番人気）�� ２５７４２（２番人気）�� ２４１３４（３番人気）
３連複票数 計 ７７９２０３ 的中 ��� ２１１６６１（１番人気）
３連単票数 計１８３７６３５ 的中 ��� ８０７２９（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．１―１３．７―１３．５―１１．８―１２．０―１２．２―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．８―３８．５―５２．０―１：０３．８―１：１５．８―１：２８．０―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンスターン �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００８．１．２６ 京都４着

２００５．４．２４生 牡５鹿 母 ミズストライクゾーン 母母 Bat Prospector ３１戦４勝 賞金 ７３，３６２，０００円
〔制裁〕 サンマルボス号の騎手和田竜二は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１番・４番への進路影

響）



２９０４５１０月１７日 晴 良 （２２京都５）第４日 第９競走 ��
��１，２００�

み ぶ

壬 生 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．１０．１７以降２２．１０．１０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 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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

４４ � メイショウシオギリ 牝６鹿 ５２ 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５２２＋ ２１：０７．９ ２９．９�

６９ リッピアピンク 牝４鹿 ５２ 後藤 浩輝村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４７６＋ ８１：０８．０� ８．８�
３３ � エーシンシークルー 牝４栗 ５３ 池添 謙一�栄進堂 岡田 稲男 米 John James

Revocable Trust ４８４－ ６１：０８．２１	 ３．３�
５６ アルーリングライフ 牝３鹿 ５２ 幸 英明 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ８ 〃 ハナ ３．３�
１１ ビーチアイドル 牝５鹿 ５５ 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：０８．４１
 ８．３�
８１３ ショウリュウアクト 牡６栗 ５４ 小牧 太上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４８６－ ２１：０８．６１
 ３８．７	
８１２� トミノドリーム 牝６黒鹿５０ 高倉 稜�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４８０－ ２ 〃 ハナ ３５．０

２２ ニホンピロシェリー 牝６鹿 ５２ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４７４＋ ４１：０８．８１ ２７．８�
７１１ サンゴシック 牡４栗 ５４ 松山 弘平幅田 昌伸氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ５０６－ ２ 〃 クビ １６．４�
５７ ジニオマッジョーレ 牝４栗 ５２ 渡辺 薫彦畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ ６５．８
７１０ キヲウエタオトコ 牡５鹿 ５６ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４６４＋ ４１：０９．０１ ９．３�
６８ ミッシングナンバー 牡４栗 ５４ 松岡 正海石瀬 浩三氏 領家 政蔵 日高 高山牧場 B４７０＋ ２１：０９．７４ １０．１�
４５ トウカイポプリ 牝５青鹿５１ 上村 洋行内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 B４６２＋１０１：１１．６大差 １１１．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，１９１，９００円 複勝： ３８，１２１，５００円 枠連： ２２，１９４，３００円

普通馬連： ９７，８６７，３００円 馬単： ５８，５３４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３８０，１００円

３連複： １２７，１１７，８００円 ３連単： ２３５，７７８，８００円 計： ６３７，１８６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９９０円 複 勝 � ５６０円 � ２８０円 � １５０円 枠 連（４－６） ４，９９０円

普通馬連 �� ９，３１０円 馬 単 �� ２０，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４００円 �� １，５４０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ９，０６０円 ３ 連 単 ��� ９３，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２５１９１９ 的中 � ６６４５（９番人気）
複勝票数 計 ３８１２１５ 的中 � １３７６１（９番人気）� ３３１２６（５番人気）� ９２１９５（１番人気）
枠連票数 計 ２２１９４３ 的中 （４－６） ３２８９（１９番人気）
普通馬連票数 計 ９７８６７３ 的中 �� ７７６３（３０番人気）
馬単票数 計 ５８５３４３ 的中 �� ２１３４（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３８０１ 的中 �� ３１７９（３１番人気）�� ５０５０（１７番人気）�� １５６５６（４番人気）
３連複票数 計１２７１１７８ 的中 ��� １０３５５（２９番人気）
３連単票数 計２３５７７８８ 的中 ��� １８６７（２９９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．１―１１．１―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．９―４５．０―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．１―３F３４．０
３ ・（３，７，８）（１，４）（６，１０）（９，１２）（１１，１３）２＝５ ４ ・（３，７）（１，４，８）１０（９，６）１２（１１，１３）２＝５

勝馬の
紹 介

�メイショウシオギリ �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 キンググローリアス

２００４．５．３１生 牝６鹿 母 メイショウエビータ 母母 デ ザ ー ト ４６戦２勝 賞金 ４７，８０４，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイポプリ号は，平成２２年１１月１７日まで平地競走に出走できない。



２９０４６１０月１７日 晴 良 （２２京都５）第４日 第１０競走 ��
��１，６００�

きよみず

清水ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，２１．１０．１７以降２２．１０．１０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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．４

良

良

５５ ゴールスキー 牡３黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース池江 泰郎 安平 追分ファーム ４６８＋１２１：３３．１ １．７�

３３ トゥニーポート 牝３黒鹿５３ 酒井 学�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４４６＋ ６１：３３．３１� ９．９�
８１０ ホーカーハリケーン 牝４青鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８０－ ６ 〃 ハナ １１．４�
７８ ダブルウェッジ 牡４鹿 ５７ 小牧 太深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 B５４０＋ ８ 〃 クビ ６．２�
８１１ ラインブラッド 牡４栗 ５７．５ 池添 謙一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０２± ０１：３３．６１� １４．１�
４４ � エックスダンス 牡５鹿 ５６ 武 豊吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ６ 〃 ハナ １４．７�
１１ モーニングフェイス 牝３栗 ５２ 吉田 豊井高 義光氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ４９４± ０ 〃 ハナ ８０．９	
６７ マッシヴエンペラー 牡５栗 ５４ 太宰 啓介小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４９２＋ ４１：３３．９１� ４７．０

６６ ブレイブファイト 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１４－ ６ 〃 クビ １６．８�
２２ 	 サザンギャラクシー 牡５鹿 ５５ 藤岡 佑介吉田 和美氏 橋田 満 新 Jungle Pocket

Pty Ltd ５１４± ０１：３４．０クビ １６．０
７９ 	 ゼットカーク 牡６鹿 ５３ 柴田 善臣�フォーレスト 山内 研二 英 Chippenham

Lodge Stud Ltd ４７０－ ８１：３４．３２ １４１．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４４，９９２，９００円 複勝： ６８，３００，１００円 枠連： ３０，６７０，６００円

普通馬連： １３７，１８４，７００円 馬単： １００，５３２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，３６０，７００円

３連複： １５４，５３９，０００円 ３連単： ３７０，１００，９００円 計： ９４９，６８１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ８９０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ３５０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� １，９７０円 ３ 連 単 ��� ７，５１０円

票 数

単勝票数 計 ４４９９２９ 的中 � ２１７４１７（１番人気）
複勝票数 計 ６８３００１ 的中 � ２７４０５８（１番人気）� ５１８０８（４番人気）� ６５６２２（３番人気）
枠連票数 計 ３０６７０６ 的中 （３－５） ２５５０１（３番人気）
普通馬連票数 計１３７１８４７ 的中 �� １１５５２４（３番人気）
馬単票数 計１００５３２１ 的中 �� ５８６５０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３３６０７ 的中 �� ２９８１２（３番人気）�� ３３３６７（２番人気）�� ９０１２（１３番人気）
３連複票数 計１５４５３９０ 的中 ��� ５８１６１（６番人気）
３連単票数 計３７０１００９ 的中 ��� ３６３８４（１５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．８―１２．０―１１．４―１１．２―１１．９―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．２―４７．２―５８．６―１：０９．８―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールスキー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Nureyev デビュー ２００９．１２．２０ 阪神１着

２００７．５．２４生 牡３黒鹿 母 ニ キ ー ヤ 母母 Reluctant Guest ８戦４勝 賞金 ５０，５７２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２９０４７１０月１７日 晴 良 （２２京都５）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第１５回秋 華 賞（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
京都市長賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ８９，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，９００，０００円
付 加 賞 ３，７８０，０００円 １，０８０，０００円 ５４０，０００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

レースレコード

１：５７．５
１：５６．４
１：５８．１

良

良

良

７１５ ア パ パ ネ 牝３鹿 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９０－ ４１：５８．４ ２．３�

５１０ アニメイトバイオ 牝３栗 ５５ 後藤 浩輝バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４５８－ ６１：５８．５� １３．３�
２４ アプリコットフィズ 牝３黒鹿５５ 武 豊 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４２８－ ４１：５８．６� ７．１�
８１７ ワイルドラズベリー 牝３鹿 ５５ 池添 謙一近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４６８－ ６１：５８．７クビ １０．２�
１１ レディアルバローザ 牝３鹿 ５５ 幸 英明 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４７４－１２ 〃 クビ １３５．８�
７１３ ディアアレトゥーサ 牝３黒鹿５５ 安藤 勝己�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４８８＋ ６１：５８．９１ ２３．９	
８１６ クラックシード 牝３黒鹿５５ 吉田 豊 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１２－１２１：５９．０� ６１．７

４７ レインボーダリア 牝３栗 ５５ 秋山真一郎田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５２－１２１：５９．１� ５９．８�
５９ アグネスワルツ 牝３栗 ５５ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２ 〃 アタマ １３．６�
８１８ プリンセスメモリー 牝３鹿 ５５ 浜中 俊海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ３９６＋１６１：５９．２クビ １６１．５
４８ オウケンサクラ 牝３鹿 ５５ 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ５０４＋１０ 〃 クビ １８．３�
１２ ベストクルーズ 牝３芦 ５５ 三浦 皇成飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３０－１２１：５９．３� １２９．０�
６１２ アンティフリーズ 牝３黒鹿５５ 松岡 正海山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６４＋ ６ 〃 ハナ １７１．５�
３６ コスモネモシン 牝３青鹿５５ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４４８－ ４１：５９．４クビ ５３．７�
６１１ エーシンリターンズ 牝３栗 ５５ 福永 祐一�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６２＋ ６１：５９．５� ２０．３�
２３ ショウリュウムーン 牝３鹿 ５５ 四位 洋文上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４６０－ ２１：５９．６� １２．１�
７１４ タガノエリザベート 牝３黒鹿５５ 小牧 太八木 昌司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋ ４１：５９．７� １３７．３�
３５ サンテミリオン 牝３黒鹿５５ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６０± ０２：００．７６ ７．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３９０，００２，０００円 複勝： ４７９，８７０，５００円 枠連： ４７３，６６５，４００円

普通馬連： ２，０８１，９３２，３００円 馬単： １，１５１，３５７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５１５，４１６，４００円

３連複： ２，７３８，９３３，８００円 ３連単： ５，９７０，５４９，３００円 計： １３，８０１，７２６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ３００円 � ２３０円 枠 連（５－７） ６７０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ４００円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ３，２５０円 ３ 連 単 ��� １２，５５０円

票 数

単勝票数 計３９０００２０ 的中 � １３４５７７６（１番人気）
複勝票数 計４７９８７０５ 的中 � １７０７３６８（１番人気）� ３０２２８４（６番人気）� ４４６６３８（２番人気）
枠連票数 計４７３６６５４ 的中 （５－７） ５２９３８３（２番人気）
普通馬連票数 計２０８１９３２３ 的中 �� １０８６６０６（４番人気）
馬単票数 計１１５１３５７２ 的中 �� ４２８７１８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５１５４１６４ 的中 �� ２２３５８９（４番人気）�� ３４６１５１（１番人気）�� ７８３４３（１６番人気）
３連複票数 計２７３８９３３８ 的中 ��� ６２２９６３（６番人気）
３連単票数 計５９７０５４９３ 的中 ��� ３５１２５８（１３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１２．０―１１．９―１１．８―１２．８―１２．５―１１．６―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．０―２２．８―３４．８―４６．７―５８．５―１：１１．３―１：２３．８―１：３５．４―１：４６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ア パ パ ネ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Salt Lake デビュー ２００９．７．５ 福島３着

２００７．４．２０生 牝３鹿 母 ソルティビッド 母母 Piper Piper ９戦６勝 賞金 ４００，０３８，０００円
※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） ３頭 スマートシルエット号・トゥニーポート号・ブルーミングアレー号
（非抽選馬） ８頭 アスカトップレディ号・アドマイヤテンバ号・オルレアンノオトメ号・クリスティロマンス号・コンカラン号・

テーブルスピーチ号・トーセンウィッチ号・モーニングフェイス号



２９０４８１０月１７日 晴 良 （２２京都５）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�京都オータムプレミアム

発走１６時２０分 （ダイワスカーレットメモリアル）（ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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
１：２１．８

重

稍重

５８ マルカベンチャー 牡４栗 ５７ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：２３．６ １．９�

６１１ フェイムロバリー 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ４９６＋ ８１：２３．９２ １２．０�
７１３ アデュラリア 牝４芦 ５５ 秋山真一郎�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４８８± ０ 〃 ハナ ５．１�
４６ スリーアリスト 牡５栗 ５７ 蛯名 正義永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４９２－ ２１：２４．０� ２３．２�
３４ メトロノース 牡４芦 ５７ 内田 博幸 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ４１：２４．２１� ３１．８�
２３ リリーハーバー 牡６黒鹿５７ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ４９６＋１０ 〃 クビ ３８．４	
１１ テイエムクレナイ 牝５栗 ５５ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４７８± ０１：２４．４１ ６０．７

８１４	 ネオフリーダム 牡５鹿 ５７ 高倉 稜伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５１２＋ ４ 〃 ハナ １０．５�
４７ 
 セレスダイナミック �７黒鹿５７ 酒井 学岡 浩二氏 鈴木 孝志 加 Stonyfield

Farm ４８０＋ ２１：２４．７１� ２６７．９�
５９ ブラックシャドウ 牡７青 ５７ 熊沢 重文田畑 法賢氏 崎山 博樹 新冠 川上 悦夫 ５３６＋１４ 〃 クビ ８３．１
７１２ ティアップハーレー 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４８２± ０１：２５．０１� ４１．０�
２２ 
 ミゼリコルデ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊吉田 和子氏 音無 秀孝 英 Meon Val-

ley Stud ５１８± ０１：２５．３２ １０４．７�
８１５ トウショウクエスト 牡５栗 ５７ 小牧 太トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１２－１４１：２５．９３� ２５．９�
３５ 
 ド ス ラ イ ス 牡４栗 ５７ 三浦 皇成小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC ５２０－１２１：２８．９大差 １３．７�

（１４頭）
６１０ マルカフリート 牡４鹿 ５７ 福永 祐一河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ６９，１６３，１００円 複勝： ９３，８１１，２００円 枠連： ５９，２３７，９００円

普通馬連： ２１５，８７９，４００円 馬単： １５４，０７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７７，３８４，２００円

３連複： ２６３，４３３，４００円 ３連単： ６０４，０３８，２００円 計： １，５３７，０１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １６０円 枠 連（５－６） ６００円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ２１０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ３，６５０円

票 数

単勝票数 差引計 ６９１６３１（返還計 ９０３９） 的中 � ３１２０１５（１番人気）
複勝票数 差引計 ９３８１１２（返還計 １３０５２） 的中 � ３８９０１２（１番人気）� ７３９３６（３番人気）� １４４３４６（２番人気）
枠連票数 差引計 ５９２３７９（返還計 ２３８３） 的中 （５－６） ７７５４２（２番人気）
普通馬連票数 差引計２１５８７９４（返還計１５９７４０） 的中 �� ２４３１７８（２番人気）
馬単票数 差引計１５４０７０３（返還計１０５２９４） 的中 �� １２４８８０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ７７３８４２（返還計 ３６５４４） 的中 �� ７０９２５（２番人気）�� １１２３９０（１番人気）�� ２９３４３（６番人気）
３連複票数 差引計２６３４３３４（返還計３０９５６７） 的中 ��� １７８４２５（１番人気）
３連単票数 差引計６０４０３８２（返還計７１６９３３） 的中 ��� １３０７２２（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．８―３４．６―４６．４―５８．５―１：１０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．２
３ ・（１４，１３）（４，１１）９（１，１２）（３，１５）（５，２）７，８－６ ４ ・（１４，１３）１１（４，９）（１，１２）３（７，１５，２）（５，８）－６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マルカベンチャー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００９．１．４ 京都５着

２００６．３．１６生 牡４栗 母 ランフォアロージス 母母 ロージズフオアママ １７戦５勝 賞金 ８８，１１４，０００円
〔出走取消〕 マルカフリート号は，疾病〔右前肢打撲傷〕のため出走取消。
〔その他〕 ドスライス号は，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。



（２２京都５）第４日 １０月１７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６５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

３７３，０１０，０００円
１９，５８０，０００円
６，７８０，０００円
３７，９９０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

５９，２０７，５００円
４，９５６，０００円
１，６３３，５００円

勝馬投票券売得金
６９４，１５６，６００円
９３７，７４４，１００円
７１９，０４１，５００円
２，９６３，４８９，８００円
１，７８３，３８９，３００円
８３９，６１４，７００円
３，８６８，８０６，３００円
８，２０５，２３２，４００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 ２０，０１１，４７４，７００円

総入場人員 ４２，８１７名 （有料入場人員 ４０，２４２名）




