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３００４９１０月２２日 曇 稍重 （２３京都５）第５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

４６ レッドクラウディア 牝２栗 ５４ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４８２＋２６１：２６．０ ２．２�

３４ タマノフウジン 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆国分 恭介玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 ４６４＋ ６１：２６．２１ ２４．４�

８１４ デンコウアクティブ 牡２鹿 ５５ 小牧 太田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 ４８２－ ２１：２６．７３ ４．８�
１１ ツキミハナミ 牡２芦 ５５ 川田 将雅木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 ４５４－ ４ 〃 ハナ ３．９�
５８ フミノメルキオール 牡２栗 ５５ 安藤 光彰谷 二氏 目野 哲也 日高 山際 辰夫 ４７６± ０１：２６．８� ３５．３�
２３ メイショウアサヒ 牡２栗 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３８＋ ６１：２７．２２� ４５．６�
６１０ ヒミノオオワシ 牡２栗 ５５ 和田 竜二佐々木八郎氏 鈴木 孝志 新冠 パカパカ

ファーム ４８６± ０１：２７．４１� ９４．５	
５９ スリーサンハーツ 牝２鹿 ５４ 川島 信二永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２８－１６１：２７．５クビ ９．５

２２ エーシンスキッパー 牡２鹿 ５５

５３ △国分 優作�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ４５６－１４１：２８．０３ ３８．０�
７１３ マイネルブラームス 牡２栗 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４８２＋ ８１：２８．３１� ８５．３�
３５ バトルオスマン 牡２鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂宮川 秋信氏 清水 久詞 登別 登別上水牧場 ４７６＋ ８１：２８．４� ３４８．５
４７ ドンスキマー 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８０＋ ２１：２８．６１� １４．６�
６１１ リワードプレンダ 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介宮崎忠比古氏 鶴留 明雄 浦河 有限会社

リワード ４３８－ ２１：２８．７クビ ３９９．０�
７１２ コトノクリチャン 牝２栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４５０－ ２１：２８．８� ５５３．４�
８１５ ユキノクンシラン 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦遠藤 宗義氏 梅内 忍 日高 川端 正博 ４７２＋１０１：２９．１１� １６５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，９７４，９００円 複勝： ２５，６６５，３００円 枠連： ９，２１７，９００円

馬連： ３５，４４９，０００円 馬単： ２６，１０３，６００円 ワイド： １６，８７０，２００円

３連複： ５３，１０６，２００円 ３連単： ８５，８２５，０００円 計： ２６６，２１２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ３２０円 � １５０円 枠 連（３－４） ２，０１０円

馬 連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ３，２００円

ワ イ ド �� ８９０円 �� ３１０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ３，２８０円 ３ 連 単 ��� １６，７００円

票 数

単勝票数 計 １３９７４９ 的中 � ５１９８０（１番人気）
複勝票数 計 ２５６６５３ 的中 � ７９２２３（１番人気）� １３４０７（５番人気）� ４８５１１（２番人気）
枠連票数 計 ９２１７９ 的中 （３－４） ３３９２（９番人気）
馬連票数 計 ３５４４９０ 的中 �� １０２２４（９番人気）
馬単票数 計 ２６１０３６ 的中 �� ６０２１（１０番人気）
ワイド票数 計 １６８７０２ 的中 �� ４３９７（１０番人気）�� １５３５９（２番人気）�� ３６２６（１３番人気）
３連複票数 計 ５３１０６２ 的中 ��� １１９８５（８番人気）
３連単票数 計 ８５８２５０ 的中 ��� ３７９４（４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．５―３５．５―４８．１―１：００．６―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドクラウディア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．７．３ 京都３着

２００９．４．４生 牝２栗 母 シェアザストーリー 母母 ディアブロズストーリー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。

３００５０１０月２２日 曇 稍重 （２３京都５）第５日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

２２ キャトルフィーユ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４４６＋ ４１：３４．５ １４．８�

４４ クラヴェジーナ 牝２栗 ５４ 四位 洋文�G１レーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６０－１２ 〃 ハナ ２．０�
６９ アルアマーナ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム ４２６＋ ２１：３４．８１� １１．０�
７１０ ニーレンベルギア 牝２黒鹿５４ 幸 英明吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム ４３２± ０１：３５．０１� ６．６�
５６ ブループルチェッラ 牝２黒鹿５４ 武 豊 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ４．９�
７１１ アイミーマイン 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４３８± ０１：３５．３２ ８５．０	
８１３ ラインキャメロン 牝２黒鹿５４ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４３２－ ８ 〃 ハナ ４２４．７

５７ ポップアイコン 牝２栗 ５４ 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 シンコーファーム ４７６－１２１：３５．４クビ ２４．９�
１１ アサヒノネネ 牝２黒鹿５４ 池添 謙一蔭山 尚正氏 長浜 博之 新ひだか 追分ファーム ４２０－ ４１：３５．５� ２７．４�
８１２ サクセスセレーネ 牝２黒鹿５４ 川田 将雅�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２０－ ６ 〃 ハナ ７．７
３３ カノヤベッピンサン 牝２黒鹿５４ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ １１８．４�
４５ フランスギャル 牝２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４５６－ ８１：３５．８１� ５７．６�
６８ テイエムベリーニ 牝２栗 ５４ 田村 太雅竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 長浜 秀昭 ４００－ ８１：３６．２２� ６０８．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，８３５，６００円 複勝： ３４，５０７，５００円 枠連： ８，８６８，８００円

馬連： ３８，２８２，４００円 馬単： ２７，２４６，９００円 ワイド： １９，２６１，６００円

３連複： ５４，６０７，３００円 ３連単： ９３，６１２，０００円 計： ２９４，２２２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ４７０円 � １２０円 � ２９０円 枠 連（２－４） ２，３５０円

馬 連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ６，３１０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ２，７３０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ６，６９０円 ３ 連 単 ��� ５３，３１０円

票 数

単勝票数 計 １７８３５６ 的中 � ９５２３（６番人気）
複勝票数 計 ３４５０７５ 的中 � １３４２３（６番人気）� １１７９７４（１番人気）� ２５０３１（５番人気）
枠連票数 計 ８８６８８ 的中 （２－４） ２７８８（１０番人気）
馬連票数 計 ３８２８２４ 的中 �� １１８３１（１０番人気）
馬単票数 計 ２７２４６９ 的中 �� ３１８９（２２番人気）
ワイド票数 計 １９２６１６ 的中 �� ６５６８（７番人気）�� １６１７（２９番人気）�� １０２８３（５番人気）
３連複票数 計 ５４６０７３ 的中 ��� ６０２８（２５番人気）
３連単票数 計 ９３６１２０ 的中 ��� １２９６（１６０番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．３―１１．９―１２．１―１２．０―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．５―３４．８―４６．７―５８．８―１：１０．８―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャトルフィーユ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tejano Run デビュー ２０１１．１０．９ 京都９着

２００９．３．３生 牝２鹿 母 ワンフォーローズ 母母 Saucyladygaylord ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

第５回　京都競馬　第５日



３００５１１０月２２日 曇 稍重 （２３京都５）第５日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

１１ ブランアマン 牡２黒鹿５５ 武 豊�三嶋牧場 高橋 義忠 浦河 上田 五十詞 ４７４－１０１：２２．１ ２．６�

３６ ツヨシノブルーム 牡２芦 ５５ 藤岡 佑介横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４７０－ ４ 〃 クビ ４．６�
５９ スズカヘリオス 牡２栗 ５５ 小牧 太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４５６＋ ６１：２２．３１� ９．８�
３５ タ マ ラ マ 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００－ ４１：２２．５１� ２３．７�
８１６ サクラルモンド 牡２黒鹿５５ 浜中 俊�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ５００＋ ２１：２２．７１� ５８．２�
２３ シゲルザクロ �２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 長浜 秀昭 ４１６＋ ６ 〃 クビ １２３．７	
５１０ メイショウアサアケ 牡２黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 B４８２＋ ６１：２２．８� ６６．１

４７ 	 マイネヴォヤージ 牝２黒鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 愛 Curtasse
S A S ４２４± ０１：２３．０� １０．４�

６１２ キリシマハッピー 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋牧場 ４５８＋ ４１：２３．１
 ６８７．６�
６１１ ナガラクラウン 牡２鹿 ５５ 川島 信二長良レーシングクラブ 田中 章博 浦河 向別牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ ５２５．６
１２ モンハピネス 牝２青鹿 ５４

５２ △国分 優作星野 壽市氏 大根田裕之 日高 前野牧場 ３９２－ ６１：２３．３１� １７．７�
４８ エーシンプラチナム 牝２鹿 ５４ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４２２± ０１：２３．７２
 １０９．２�
７１４ タガノプラージュ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８２± ０ 〃 アタマ ６．２�

８１５ ロードエストレーラ 牡２栗 ５５ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 丸幸小林牧場 ４８０＋ ４ 〃 アタマ ７．５�
７１３ ディアハンター 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂永田 和彦氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４２４± ０１：２３．９� ４３０．１�

２４ シゲルオリーブ 牡２栗 ５５ 中村 将之森中 蕃氏 梅内 忍 熊本 有限会社
宮村牧場 ４４６－ ２１：２４．６４ ２５３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，００７，１００円 複勝： ２７，３３４，２００円 枠連： １１，５１１，２００円

馬連： ３７，１８４，４００円 馬単： ２６，１０８，２００円 ワイド： １７，２９１，６００円

３連複： ５０，９４８，１００円 ３連単： ８１，２９０，８００円 計： ２６６，６７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（１－３） ５３０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ５１０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２，０３０円 ３ 連 単 ��� ７，４００円

票 数

単勝票数 計 １５００７１ 的中 � ４６４９４（１番人気）
複勝票数 計 ２７３３４２ 的中 � ７０１３３（１番人気）� ４４５８８（２番人気）� ２４８３７（６番人気）
枠連票数 計 １１５１１２ 的中 （１－３） １６１５５（１番人気）
馬連票数 計 ３７１８４４ 的中 �� ３４０３０（１番人気）
馬単票数 計 ２６１０８２ 的中 �� １６６０９（１番人気）
ワイド票数 計 １７２９１６ 的中 �� １７４０８（１番人気）�� ８０００（４番人気）�� ６５６７（７番人気）
３連複票数 計 ５０９４８１ 的中 ��� １８５７５（５番人気）
３連単票数 計 ８１２９０８ 的中 ��� ８１１０（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１１．４―１１．７―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．４―４５．８―５７．５―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランアマン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１０．９ 京都３着

２００９．３．３１生 牡２黒鹿 母 メイショウベルバラ 母母 ハツノナタリー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円

３００５２１０月２２日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２３京都５）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３０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

１１ ルールプロスパー 牡６青鹿６０ 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７８＋ ６３：１３．４ ５．３�

３３ タッチマイハート 牡４黒鹿６０ 小坂 忠士武田 茂男氏 田島 良保 新冠 河原育成牧場 ５００＋１４３：１４．４６ ９．７�
７１１ ナリタシャトル 牡６黒鹿６０ 西谷 誠�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５１０－ ４３：１４．５� ３．２�
７１２ アグネスハイヤー 牡５鹿 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４６２＋ ８３：１５．０３ ３．１�
６１０ ビコーコルサコフ 牝４栗 ５８ 田村 太雅�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４７４＋ ４３：１５．６３� ３２６．１�
８１３ クレバーウエスタン 牡３芦 ５８ 植野 貴也田	 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４７８＋ ８３：１５．７クビ ６８．０

６９ シ ャ ロ ー ム 牡６栗 ６０ 高田 潤田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４６４＋１６３：１５．８� ２０．７�
３４ � メジャーテースト 牡４黒鹿６０ 岩崎 祐己阿部榮乃進氏 崎山 博樹 日高 森本牧場 ４７６＋１４３：１６．０１� ３９．６�
４５ ナムラバーク 牡３黒鹿５８ 難波 剛健奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７４＋ ８３：１７．５９ １８．７
５８ シングルショット 牡６青 ６０ 熊沢 重文深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ５０８－１０３：１８．６７ ７．６�
４６ マイネルオークベイ 牡７鹿 ６０ 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋ ６３：１９．６６ ５６．３�
２２ � タケカエルダ 牝４黒鹿５８ 林 満明池永 靖子氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ４２４＋１２３：２３．１大差 １７３．６�
５７ スズカルンバ 牡３鹿 ５８ 南井 大志永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４６０＋ ４３：２７．９大差 ５０．６�
８１４ ダイヤモンドハウス �３黒鹿５８ 中村 将之原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４３４＋１０ （競走中止） ９５．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，６２８，６００円 複勝： １４，２７４，１００円 枠連： １２，４５０，４００円

馬連： ２８，３７８，３００円 馬単： ２２，５５３，６００円 ワイド： １３，３３３，０００円

３連複： ４５，２３０，１００円 ３連単： ７２，３２６，０００円 計： ２２０，１７４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（１－３） ２，６３０円

馬 連 �� ３，０９０円 馬 単 �� ５，１８０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ５１０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ３，２４０円 ３ 連 単 ��� ２５，４８０円

票 数

単勝票数 計 １１６２８６ 的中 � １７５５２（３番人気）
複勝票数 計 １４２７４１ 的中 � １８５０２（３番人気）� １５９２０（５番人気）� ３０６３４（１番人気）
枠連票数 計 １２４５０４ 的中 （１－３） ３５０１（９番人気）
馬連票数 計 ２８３７８３ 的中 �� ６７８４（１４番人気）
馬単票数 計 ２２５５３６ 的中 �� ３２１５（１９番人気）
ワイド票数 計 １３３３３０ 的中 �� ３１０５（１２番人気）�� ６７４１（５番人気）�� ６１９１（７番人気）
３連複票数 計 ４５２３０１ 的中 ��� １０３１７（１１番人気）
３連単票数 計 ７２３２６０ 的中 ��� ２０９５（７７番人気）

上り １マイル １：４６．８ ４F ５２．８－３F ３９．１
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルールプロスパー �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 グ ロ ウ デビュー ２００７．１２．２３ 阪神１着

２００５．２．２８生 牡６青鹿 母 グロウリボン 母母 グリーンアーク 障害：１戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔発走状況〕 スズカルンバ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻６分遅延。
〔競走中止〕 ダイヤモンドハウス号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スズカルンバ号は，平成２３年１０月２３日から平成２３年１１月１３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 テイエムライジン号
（非抽選馬） ２頭 テイエムロックダン号・ノーブルエース号



３００５３１０月２２日 曇 稍重 （２３京都５）第５日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

７１１ タガノグーフォ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 ４８２ ―１：２１．６ ４．７�

１１ シ ェ ル ビ ー 牡２栗 ５５ 浜中 俊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム ４８０ ―１：２１．８１� １１．０�
６９ マルカファイン 牡２栗 ５５ 武 豊河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 ５１０ ―１：２２．１２ ５．５�
８１４ ハナズルナピエナ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム ４１８ ―１：２２．４２ ５．４�
４６ アクシーバンダム 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４６２ ―１：２２．５� １４４．２�
５８ マイネアンティーク 牝２黒鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４６２ ―１：２３．１３� ６．０�
３３ サ フ ィ ラ 牝２栗 ５４

５３ ☆国分 恭介山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４６ ―１：２３．４１� ７２．４	
４５ ミークレイチェル 牝２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 ４４４ ―１：２３．５� ４０．８

７１２ サントスシチー 牡２黒鹿 ５５

５３ △国分 優作 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 ４９２ ―１：２４．４５ １１１．２�
３４ オースミイチバン 牡２栗 ５５ 秋山真一郎�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５２０ ― 〃 アタマ ２５．７�
６１０ クールキャメロン 牝２黒鹿５４ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 様似 ホウセイ牧場 ４３０ ―１：２４．５� １０１．８
５７ アストゥリアス 牡２栗 ５５ 川島 信二薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ３８４ ―１：２５．３５ ２４７．０�
８１３	 エーシングリフォン 牝２黒鹿５４ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 米 Colts and Fillies

Investments,LLC ４７２ ―１：２６．６８ ８．４�
２２ トウショウクルス 牡２黒鹿５５ 幸 英明トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６２ ―１：２６．８１� ５．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，８５３，９００円 複勝： ２４，１４３，５００円 枠連： １２，２３２，３００円

馬連： ３９，５６２，７００円 馬単： ２６，７８３，４００円 ワイド： １６，６２４，９００円

３連複： ５０，９０３，８００円 ３連単： ８２，０８５，５００円 計： ２６７，１９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ３１０円 � １９０円 枠 連（１－７） ２，９６０円

馬 連 �� ２，７６０円 馬 単 �� ５，０６０円

ワ イ ド �� ９２０円 �� ５６０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ５，１００円 ３ 連 単 ��� ３４，８４０円

票 数

単勝票数 計 １４８５３９ 的中 � ２４９５５（１番人気）
複勝票数 計 ２４１４３５ 的中 � ３５４８９（４番人気）� １８１６０（６番人気）� ３７０７７（３番人気）
枠連票数 計 １２２３２３ 的中 （１－７） ３０５０（１５番人気）
馬連票数 計 ３９５６２７ 的中 �� １０５９３（１９番人気）
馬単票数 計 ２６７８３４ 的中 �� ３９１２（３４番人気）
ワイド票数 計 １６６２４９ 的中 �� ４３８０（１７番人気）�� ７５８１（５番人気）�� ４７５９（１５番人気）
３連複票数 計 ５０９０３８ 的中 ��� ７３７９（２８番人気）
３連単票数 計 ８２０８５５ 的中 ��� １７３９（１７３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１１．３―１１．６―１１．７―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．０―３４．３―４５．９―５７．６―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノグーフォ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ 初出走

２００９．４．１７生 牡２黒鹿 母 タガノサファイヤ 母母 イージームービング １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウショウクルス号は，平成２３年１１月２２日まで平地競走に出走できない。

３００５４１０月２２日 晴 稍重 （２３京都５）第５日 第６競走 ��１，９００�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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

８８ グッドスピード 牡３栗 ５５ 藤田 伸二�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４６６－ ８２：００．１ ６．２�

６６ コ ル ー ジ ャ 牡３鹿 ５５ 川田 将雅野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４８８± ０２：００．２� ４．９�
７７ サ ー ノ 牡４鹿 ５７ 幸 英明藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６＋ ２２：００．３� １１．８�
５５ スーサンストリーム 牡４芦 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６６＋ ６２：００．４クビ ２．８�
１１ ブリリアントシチー 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５１２－ ８２：００．６１� ３５．１�
２２ スプリングルシオ 牡３栗 ５５ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４８６－ ２ 〃 クビ ３．０�
４４ � ハギノスピリッツ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B４６８± ０２：０１．８７ １２．９	
３３ サンライズエルソル 牡５栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ５１０± ０２：０１．９クビ ９５．１


（８頭）

売 得 金

単勝： １４，０００，５００円 複勝： ２０，７６２，６００円 枠連： 発売なし

馬連： ３６，０４２，０００円 馬単： ２６，０５９，３００円 ワイド： １３，４８６，８００円

３連複： ３８，２９０，５００円 ３連単： ９４，６３５，５００円 計： ２４３，２７７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２７０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ３，２７０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ９４０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，８９０円 ３ 連 単 ��� １８，９７０円

票 数

単勝票数 計 １４０００５ 的中 � １７９６１（４番人気）
複勝票数 計 ２０７６２６ 的中 � １９５０１（４番人気）� ３１７７３（３番人気）� １８２３６（５番人気）
馬連票数 計 ３６０４２０ 的中 �� １８５６３（８番人気）
馬単票数 計 ２６０５９３ 的中 �� ５８９０（１４番人気）
ワイド票数 計 １３４８６８ 的中 �� ６４８５（８番人気）�� ３４４１（１３番人気）�� ４１００（１１番人気）
３連複票数 計 ３８２９０５ 的中 ��� ７２７７（１３番人気）
３連単票数 計 ９４６３５５ 的中 ��� ３６８３（６５番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１１．９―１３．６―１３．２―１３．６―１３．２―１２．４―１１．７―１２．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．４―３０．３―４３．９―５７．１―１：１０．７―１：２３．９―１：３６．３―１：４８．０

コーナー
通過順位

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

２
４
８，６，５，７，４，１－３，２
８（５，６，７）（１，２）４－３

勝馬の
紹 介

グッドスピード �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．４．９ 阪神１０着

２００８．４．２４生 牡３栗 母 フリーバード 母母 オースミサツキ ８戦２勝 賞金 １４，５２０，０００円



３００５５１０月２２日 晴 良 （２３京都５）第５日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０分（番組第８競走を順序変更） （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 スカイスクレイパー 牡３栗 ５５ 赤木高太郎前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ４１：５１．８ １．８�

１１ メイショウカルロ 牡３鹿 ５５ 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６０－ ２１：５２．１１� ２．８�
２２ アドマイヤアゲイン 牡５青鹿５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７２－１０ 〃 アタマ １４．３�
７７ トップチェッカー 牡３黒鹿５５ 池添 謙一吉田 正志氏 長浜 博之 安平 追分ファーム ４４４－ ８１：５３．９大差 ７．３�
５５ � コイスキャーレ 牡４黒鹿５７ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５４４－ ２１：５４．２２ ３４．７�
６６ スズノオオタカ 牡３鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介阿部 雅子氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 ５１４－１６１：５４．３� １２．３�
４４ � ナスムネタカ 牡４黒鹿５７ 幸 英明小山田兼敏氏 清水 出美 浦河 高松牧場 B４５０± ０１：５４．５１ ５５．４	
８８ フミノフェイマス 牡３栗 ５５ 大下 智谷 二氏 目野 哲也 浦河 村下農場 ４８６－ ６１：５４．９２	 ３３５．４


（８頭）

売 得 金

単勝： ２０，９４１，１００円 複勝： ５７，０５１，９００円 枠連： 発売なし

馬連： ４８，５５０，８００円 馬単： ４１，４３３，９００円 ワイド： １９，７０２，０００円

３連複： ４７，０４９，４００円 ３連単： １５９，７３８，８００円 計： ３９４，４６７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １８０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １８０円 馬 単 �� ３１０円

ワ イ ド �� １２０円 �� ２４０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 ��� １，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２０９４１１ 的中 � ９２４４２（１番人気）
複勝票数 計 ５７０５１９ 的中 � ３６３８７２（１番人気）� ９０９０９（２番人気）� ２９６５３（４番人気）
馬連票数 計 ４８５５０８ 的中 �� ２０６４６９（１番人気）
馬単票数 計 ４１４３３９ 的中 �� １０１４１９（１番人気）
ワイド票数 計 １９７０２０ 的中 �� ６４３０７（１番人気）�� １６３２６（２番人気）�� ９０５２（７番人気）
３連複票数 計 ４７０４９４ 的中 ��� ７６８６９（２番人気）
３連単票数 計１５９７３８８ 的中 ��� １０２８７７（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１３．２―１２．３―１２．３―１２．６―１２．５―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３７．２―４９．５―１：０１．８―１：１４．４―１：２６．９―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．４
１
３

・（６，３，７）（１，４）５，２，８
６，３（１，７）（２，４，５）－８

２
４
６（３，７）１，４（２，５）８・（６，３）（１，７）２，５，４－８

勝馬の
紹 介

スカイスクレイパー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Sky Classic デビュー ２０１１．１．５ 京都９着

２００８．５．２生 牡３栗 母 スウィフトオブフライト 母母 Sails Unfurled １１戦２勝 賞金 ３３，４２９，０００円

３００５６１０月２２日 晴 良 （２３京都５）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分（番組第７競走を順序変更） （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１２ ラガーリンリン 牝４芦 ５５ 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４８２－ ２１：１１．１ ２．０�

６７ レディオブパーシャ 牝３栗 ５３
５１ △国分 優作 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４＋１８ 〃 ハナ １４．８�
７９ サダムグランジュテ 牝３鹿 ５３ 岩田 康誠大西 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 B４６４－ ２１：１１．２� ４．１�
３３ シグナルストーン 牝３黒鹿５３ 和田 竜二森 保彦氏 清水 久詞 新冠 松浦牧場 ４５４－ ６１：１１．９４ ４１．５�
８１１ マイディアソング 牝３青鹿５３ 秋山真一郎有限会社シルク野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４５０－１８１：１２．０� ９．４�
４４ プリンセスエリー 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎�ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４９４＋ ４１：１２．２１� １１．３�
５５ ミッドタウンレディ 牝４黒鹿５５ 川田 将雅吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５１０－ ４１：１２．６２� ７．１	
７１０� アイスメアー 牝３栗 ５３ 渡辺 薫彦村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤平 和実 ４４４－１４ 〃 クビ ３１５．１

２２ ロ ン ド 牝３青鹿５３ 藤岡 佑介水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４６４＋１０１：１３．２３� １３．１�
５６ エメラルドコースト 牝３栗 ５３

５２ ☆国分 恭介木村 信彦氏 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 ４８６＋ ２１：１３．４� ２３０．７�
１１ ツカサリボン 牝３栗 ５３ 上野 翔中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４１８－ ８１：１４．２５ ２３６．４
６８ � ディアセイレーン 牝４鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂河原 義宏氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４５８± ０１：１５．３７ ２５３．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，８２６，５００円 複勝： ４５，１３４，９００円 枠連： １３，４７７，８００円

馬連： ５９，５０７，１００円 馬単： ４２，４０４，２００円 ワイド： ２５，７３４，７００円

３連複： ７３，７９９，２００円 ３連単： １５４，８７９，２００円 計： ４３７，７６３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １５０円 枠 連（６－８） １，０１０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� １９０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，３００円 ３ 連 単 ��� ５，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２２８２６５ 的中 � ９０１００（１番人気）
複勝票数 計 ４５１３４９ 的中 � １９８５７９（１番人気）� ３０９６０（４番人気）� ６７４９８（２番人気）
枠連票数 計 １３４７７８ 的中 （６－８） ９９３４（６番人気）
馬連票数 計 ５９５０７１ 的中 �� ３６１５３（６番人気）
馬単票数 計 ４２４０４２ 的中 �� １９１４０（７番人気）
ワイド票数 計 ２５７３４７ 的中 �� １３７２６（６番人気）�� ４３６５５（１番人気）�� ７２１０（１１番人気）
３連複票数 計 ７３７９９２ 的中 ��� ４１９６４（５番人気）
３連単票数 計１５４８７９２ 的中 ��� ２０８５５（１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１１．９―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．１―４７．０―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．０
３ ・（７，１２）（２，８）（３，９）（４，１１）６（５，１０）１ ４ ・（７，１２）９（２，３）（４，８，１１）（５，１０，１）６

勝馬の
紹 介

ラガーリンリン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．５ 阪神２着

２００７．３．１０生 牝４芦 母 サクラシルフィード 母母 サクラレデイⅡ １９戦３勝 賞金 ４２，６３２，０００円
〔制裁〕 プリンセスエリー号の騎手赤木高太郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアセイレーン号は，平成２３年１１月２２日まで平地競走に出走できない。



３００５７１０月２２日 晴 良 （２３京都５）第５日 第９競走 ��
��２，０００�

き た の

北 野 特 別
発走１４時２５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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：５６．８
１：５６．４

良

良

４４ ダノンスパシーバ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４９４± ０１：５８．４ １．４�

５５ アドマイヤラクティ 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２ 〃 クビ ４．３�
３３ メイショウウズシオ 牡４黒鹿５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７８－１０１：５８．６１ ５．４�
６６ � マヤノゴクウ 牡８鹿 ５７ 小牧 太田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 B５２６－ ６１：５９．３４ ４２．８�
２２ ウィズインライアン 牝５鹿 ５５ 国分 優作内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B４５０± ０１：５９．７２� １４５．７�
７７ トップミノル 牡４青鹿５７ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８０＋ ４２：００．３３� ４２．５�
１１ テンシノマズル 牡５鹿 ５７ 中村 将之岩� 僖澄氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４６４－ ４２：０１．７９ １８．９	

（７頭）

売 得 金

単勝： ２８，０１８，８００円 複勝： ６４，１６７，３００円 枠連： 発売なし

馬連： ５１，９２４，６００円 馬単： ５２，２８７，８００円 ワイド： ２１，７４７，６００円

３連複： ５７，０２０，０００円 ３連単： ２３７，７０６，８００円 計： ５１２，８７２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２３０円 馬 単 �� ２８０円

ワ イ ド �� １３０円 �� １４０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ２１０円 ３ 連 単 ��� ５５０円

票 数

単勝票数 計 ２８０１８８ 的中 � １６３１１３（１番人気）
複勝票数 計 ６４１６７３ 的中 � ４８６７７８（１番人気）� ６１５３９（２番人気）
馬連票数 計 ５１９２４６ 的中 �� １７１２２８（１番人気）
馬単票数 計 ５２２８７８ 的中 �� １４０１３３（１番人気）
ワイド票数 計 ２１７４７６ 的中 �� ５４０５３（１番人気）�� ４４３１１（２番人気）�� １７４３９（４番人気）
３連複票数 計 ５７０２００ 的中 ��� ２０２８８３（１番人気）
３連単票数 計２３７７０６８ 的中 ��� ３２２６３６（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．４―３５．７―４７．９―５９．７―１：１１．６―１：２３．４―１：３５．２―１：４６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．０
１
３
１，２－３－７，４（５，６）・（１，２）－３－（４，７）－（５，６）

２
４
１，２－３－７，４，６，５・（１，２）（３，４）（５，７）６

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンスパシーバ 

�
父 フレンチデピュティ 


�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００９．１０．１８ 京都１着

２００７．２．２８生 牡４鹿 母 レ ー ス カ ム 母母 Video １８戦４勝 賞金 ９４，８３２，０００円

３００５８１０月２２日 晴 良 （２３京都５）第５日 第１０競走
国民文化祭京都２０１１開催記念

��
��２，２００�

こ と

古都ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．１０．２３以降２３．１０．１６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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

３３ リッツィースター �４鹿 ５４ 浜中 俊岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ４８４－１０２：１３．１ １１．４�

６７ トレイルブレイザー 牡４鹿 ５７．５ 和田 竜二前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６－ ２ 〃 ハナ ２．５�
４４ レッドスパークル 牡４栗 ５５ 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 ４８０－ ２２：１３．４１� ６．５�
７９ メイショウジンム 牡５鹿 ５４ 小牧 太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４８＋１０２：１３．５� ２０．３�
１１ タガノファントム 牡７栗 ５５ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７２＋ ４２：１３．６� ４１．６�
５６ ドリームセーリング 牡４栗 ５６ 荻野 琢真セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４６２－ ６ 〃 クビ ３．５�
７１０ メイショウドンタク 牡５黒鹿５７ 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 ４９８－ ２２：１３．８１� １１．８	
８１２ アグネスミヌエット 牝６鹿 ５１ 国分 恭介渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３８＋ ８２：１４．０１	 １４４．６

２２ セタガヤフラッグ 牡８鹿 ５５ 池添 謙一千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム B４５６－ ６ 〃 ハナ ２０．２�
６８ ロイヤルネックレス 牝５青 ５４ 秋山真一郎吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４９６± ０２：１４．１� ２４．０�
５５ フィニステール 牡７鹿 ５６ 藤田 伸二�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１６－ ６２：１４．２� １７．９
８１１ ナリタキングパワー �６栗 ５１ 国分 優作�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２４＋ ４２：１４．５１� ２０５．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，００５，２００円 複勝： ３９，６５０，９００円 枠連： ２３，３２４，１００円

馬連： ９６，２７２，８００円 馬単： ５９，４４３，６００円 ワイド： ３３，６１０，６００円

３連複： １２０，３０１，８００円 ３連単： ２２３，０５５，２００円 計： ６２２，６６４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（３－６） １，３３０円

馬 連 �� １，４１０円 馬 単 �� ３，７３０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� １，０００円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ２，７００円 ３ 連 単 ��� ２０，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２７００５２ 的中 � １８７１２（４番人気）
複勝票数 計 ３９６５０９ 的中 � ２９０８２（４番人気）� １０２７５４（１番人気）� ４８７８２（３番人気）
枠連票数 計 ２３３２４１ 的中 （３－６） １２９９４（６番人気）
馬連票数 計 ９６２７２８ 的中 �� ５０７２１（４番人気）
馬単票数 計 ５９４４３６ 的中 �� １１７６８（１４番人気）
ワイド票数 計 ３３６１０６ 的中 �� １８０２３（３番人気）�� ７６４１（１４番人気）�� ２５６４０（２番人気）
３連複票数 計１２０３０１８ 的中 ��� ３２９２６（７番人気）
３連単票数 計２２３０５５２ 的中 ��� ７９４１（５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２４．０―３６．５―４９．１―１：０１．８―１：１４．６―１：２７．４―１：３９．２―１：４９．７―２：０１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．７―３F３３．９
１
３
６（７，１１）３，８，５，１，１０，２，４，９，１２・（６，７）（３，１１）１０（１，５，８）（９，２）４，１２

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

勝馬の
紹 介

リッツィースター �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１０．３１ 東京１３着

２００７．５．１６生 �４鹿 母 キョウエイミヤビ 母母 ダイナサマンサ ２４戦４勝 賞金 ６１，０１７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



３００５９１０月２２日 曇 良 （２３京都５）第５日 第１１競走 ��
��１，２００�

むろまち

室町ステークス
発走１５時３５分 （ダート・右）
３歳以上，２２．１０．２３以降２３．１０．１６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 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１３ レディルージュ 牝５青鹿５３ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム B４５０－ ２１：１０．２ ４．６�

１１ ワールドワイド 牡５芦 ５７ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９０－ ８１：１０．３� ５．９�
４５ マルカベンチャー 牡５栗 ５６ 幸 英明河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４８０－ １１：１０．４� ４．２�
５６ ケイアイテンジン 牡５栗 ５６ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４８０＋ ２ 〃 ハナ １１．２�
５７ マルカフリート 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４６６－１０ 〃 ハナ ２２．３�
６９ スリーアリスト 牡６栗 ５４ 浜中 俊永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ５０４＋ ６１：１０．８２� ９３．０�
４４ トーホウチェイサー 牡４栗 ５５ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４７８－ ２１：１１．１１� ４．１	
６８ � クイックリープ 牡６栗 ５３ 飯田 祐史松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４７８－ ２１：１１．４２ ６６．１

７１１	 ワールドハンター 牡７栗 ５３ 藤岡 佑介青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５１８＋ ６ 〃 ハナ １９９．１�
７１０ ア ナ モ リ 牝６鹿 ５２ 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４４２－ ２１：１１．６１� １０．０�
２２ ナムラカイシュウ 牡５鹿 ５４ 武 豊奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ５１８＋ ６１：１１．８１
 １０．２
８１２ マイプリティワン 牡７鹿 ５１ 国分 恭介松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 ４７８＋ ４１：１２．０１ ２７３．１�
３３ 	 トーセンクロス 牡７鹿 ５４ 熊沢 重文島川 �哉氏 小笠 倫弘 米

Robert N. Clay
& Fair Way
Equine, LLC

B４９８－ ２１：１２．２１
 ５０．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４５，９１７，７００円 複勝： ７５，５２７，６００円 枠連： ４４，２９９，５００円

馬連： ２１３，８１２，５００円 馬単： １１３，９０４，９００円 ワイド： ６１，３３０，２００円

３連複： ２５８，５９０，１００円 ３連単： ５１２，０７９，７００円 計： １，３２５，４６２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（１－８） １，３５０円

馬 連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ３６０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ９，３６０円

票 数

単勝票数 計 ４５９１７７ 的中 � ７９０８３（３番人気）
複勝票数 計 ７５５２７６ 的中 � １２６８０６（３番人気）� １０２７１３（４番人気）� １４４３６９（２番人気）
枠連票数 計 ４４２９９５ 的中 （１－８） ２４３９６（７番人気）
馬連票数 計２１３８１２５ 的中 �� １０９１００（６番人気）
馬単票数 計１１３９０４９ 的中 �� ３０９０４（１１番人気）
ワイド票数 計 ６１３３０２ 的中 �� ２９７５９（６番人気）�� ４３５７７（３番人気）�� ３７５９１（４番人気）
３連複票数 計２５８５９０１ 的中 ��� １２１６６１（３番人気）
３連単票数 計５１２０７９７ 的中 ��� ４０４１５（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．７―１１．４―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３５．１―４６．５―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディルージュ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００８．８．９ 小倉１着

２００６．３．１３生 牝５青鹿 母 サッカーマム 母母 Traverse City ２６戦５勝 賞金 １７３，４９２，０００円

３００６０１０月２２日 雨 重 （２３京都５）第５日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２３ ヒシコモンズ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８０－ ２１：０９．８ ８．８�

７１４ マルカバッケン 牡４鹿 ５７ 武 豊河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４１：０９．９� ２．９�
４７ クランチタイム 牡３鹿 ５５ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 ５１０＋ ６１：１０．３２� １４．６�
７１３ コウエイフラッシュ �５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４７４± ０１：１０．４� １０．３�
２４ ワンダーゴヴェルノ 牡３栗 ５５

５３ △国分 優作山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４２６－ ４１：１０．６１� ２２．６�
８１５ ガ ク ニ ホ シ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４９４± ０１：１０．８１ ２９．３�
５１０ ウ ラ ラ カ 牝５黒鹿５５ 和田 竜二 	社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５８－ ６ 〃 アタマ ３．１

１２ ピュアマリーン 牝５栗 ５５ 芹沢 純一	山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４４２－１６１：１０．９クビ ５９．７�
１１ ナイトレイダー �３鹿 ５５ 川島 信二	日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ５０２＋ ６１：１１．３２� ８５．６�
６１２ ロードハリアー 牡３鹿 ５５ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 ４６２－ ８１：１１．５１ ３９．８
３６ クィーンオブライフ 牝３鹿 ５３ 秋山真一郎西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ５１０＋１２ 〃 アタマ ９．５�
４８ フォレストルーラー 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４７６＋ ６１：１１．７１� ３２０．３�
６１１ ドクトルジバゴ 牡４鹿 ５７ 小牧 太馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４９８＋ ２ 〃 ハナ ２７．５�
５９ メイショウワカツキ 牝６青 ５５ 荻野 琢真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５３０－ ８１：１２．４４ ７５．４�
３５ アグネスハッピー 牡９鹿 ５７ 安藤 光彰渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４４８－１６ 〃 クビ ３３７．０�
８１６ ピサノプリヴェ 牝５栗 ５５ 浜中 俊市川 義美氏 安達 昭夫 日高 下河辺牧場 ５１２＋２０１：１２．５クビ １０２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，８４２，１００円 複勝： ４７，２８２，８００円 枠連： ３１，３１６，６００円

馬連： １１５，４９２，５００円 馬単： ６７，２２１，４００円 ワイド： ４３，７４２，４００円

３連複： １４８，１１７，４００円 ３連単： ２７７，１４４，７００円 計： ７６３，１５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � ３４０円 枠 連（２－７） ６８０円

馬 連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，８１０円

ワ イ ド �� ５００円 �� １，６９０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ４，８８０円 ３ 連 単 ��� ２９，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３２８４２１ 的中 � ２９５３０（３番人気）
複勝票数 計 ４７２８２８ 的中 � ５２６２３（４番人気）� １０２１５３（２番人気）� ３０４２６（６番人気）
枠連票数 計 ３１３１６６ 的中 （２－７） ３４２５５（２番人気）
馬連票数 計１１５４９２５ 的中 �� ８０２３０（３番人気）
馬単票数 計 ６７２２１４ 的中 �� １７７０２（８番人気）
ワイド票数 計 ４３７４２４ 的中 �� ２３２１４（４番人気）�� ６０３８（２０番人気）�� １３６０６（８番人気）
３連複票数 計１４８１１７４ 的中 ��� ２２４３１（１６番人気）
３連単票数 計２７７１４４７ 的中 ��� ６９８４（８０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．３―１１．８―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．４―４６．２―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．４
３ ・（７，１３）１６（６，１０，１４）－（３，９，１２）（１，４，１５）（２，１１）５，８ ４ ７（１３，１６）（６，１０，１４）（３，１２）９（１，４，１５，２）（５，１１）８

勝馬の
紹 介

ヒシコモンズ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２００８．１０．２５ 京都１着

２００６．２．２０生 牡５栗 母 ヒシアタランタ 母母 ヒ シ タ エ コ １６戦３勝 賞金 ３５，９８０，０００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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アヤナルベルス号・ワンモアジョー号



（２３京都５）第５日 １０月２２日（土曜日） 曇一時晴後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １４８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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１９，７８０，０００円
９，４５０，０００円
１０，４００，０００円
１，０９０，０００円
２０，０２０，０００円
５１，５４７，２５０円
４，５２２，８００円
１，４６５，２００円

勝馬投票券売得金
２６４，８５２，０００円
４７５，５０２，６００円
１６６，６９８，６００円
８００，４５９，１００円
５３１，５５０，８００円
３０２，７３５，６００円
９９７，９６３，９００円
２，０７４，３７９，２００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 ５，６１４，１４１，８００円

総入場人員 １７，９３３名 （有料入場人員 １６，２８４名）


