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３３０１３１１月６日 曇 稍重 （２３京都６）第２日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

３５ メイショウスザンナ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４４４＋ ４１：２３．４ ２１．９�

２３ 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 ４６０＋ ２ 〃 アタマ ３．６�
７１３ ボストンサクラ 牝２黒鹿５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４２＋ ２ 〃 クビ ３．９�
５１０ マイネボヌール 牝２青鹿５４ 北村 友一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ６１：２３．５� ４．９�
６１２ シ ュ ン マ リ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４６６± ０１：２３．６クビ ３８．７	
８１７ エーシンエムディー 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４６０＋ ６１：２３．７� ４．９

３６ クルクルリンクル 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎小田切 光氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４８０－ ２１：２４．１２� １４．９�
５９ デイジーバローズ 牝２栗 ５４ 酒井 学猪熊 広次氏 武田 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４８± ０１：２４．２� ２４．４�
７１４ ジョウノナタリー 牝２青鹿５４ 川田 将雅小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４２４－ ６ 〃 クビ ７１．９
８１５ 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 ４４２＋ ４１：２４．３クビ ２５．１�
６１１ ハートオブミニー 牝２黒鹿５４ 熊沢 重文津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４７６± ０１：２４．４� ２５０．４�
８１６ オサマジョール 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４３０－ ８１：２４．７１� ４６．３�
２４ ショウナンカリオン 牝２黒鹿５４ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム ４１０± ０１：２４．８� １７７．９�
１２ ヤマノクリスタル 牝２青鹿５４ 池添 謙一山住 勲氏 千田 輝彦 日高 竹島 幸治 ４５０－ ４ 〃 クビ ６６．６�
４８ リワードプレンダ 牝２栗 ５４ 川島 信二宮崎忠比古氏 鶴留 明雄 浦河 有限会社

リワード ４３６－ ２１：２５．１１� ５０７．９�
１１ コトノクリチャン 牝２栗 ５４ 安藤 光彰栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４５０± ０１：２５．９５ ２１７．６�
４７ セイランロンドン 牝２栗 ５４

５２ △国分 優作田中 芳郎氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４９６－１０ （競走中止） ３４．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １５，９８３，５００円 複勝： ２９，３４３，３００円 枠連： １０，８８５，７００円

馬連： ４０，３９４，１００円 馬単： ２８，７０２，４００円 ワイド： １８，５３４，９００円

３連複： ５８，７８８，２００円 ３連単： ９２，０８６，４００円 計： ２９４，７１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１９０円 複 勝 � ５１０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（２－３） １，４３０円

馬 連 �� ４，０７０円 馬 単 �� ９，９６０円

ワ イ ド �� １，０４０円 �� １，３５０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ５，８７０円 ３ 連 単 ��� ５１，０３０円

票 数

単勝票数 計 １５９８３５ 的中 � ５７７５（６番人気）
複勝票数 計 ２９３４３３ 的中 � ９８０１（８番人気）� ７０２６７（１番人気）� ６１８７８（２番人気）
枠連票数 計 １０８８５７ 的中 （２－３） ５６５６（７番人気）
馬連票数 計 ４０３９４１ 的中 �� ７３３３（１３番人気）
馬単票数 計 ２８７０２４ 的中 �� ２１２７（３２番人気）
ワイド票数 計 １８５３４９ 的中 �� ４１０２（１０番人気）�� ３０８７（１８番人気）�� １８４５３（１番人気）
３連複票数 計 ５８７８８２ 的中 ��� ７３９８（１６番人気）
３連単票数 計 ９２０８６４ 的中 ��� １３３２（１４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．３―４８．６―１：００．７―１：１１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．８
３ ３，１２（２，１３）（８，６，１７）（５，１１，１６）（１０，１４）４（９，１５）（１，７） ４ ３（１２，１３）（２，１７）８（６，１６）（５，１１）（１０，１４，１５）４，９，７，１
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

メイショウスザンナ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．１０ 京都６着

２００９．４．２７生 牝２鹿 母 グリーンオリーヴ 母母 メイシヨウスキー ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 セイランロンドン号は，競走中に疾病〔左大腿骨々折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

３３０１４１１月６日 曇 稍重 （２３京都６）第２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時３５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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

７９ 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 ４５４－ ２１：１３．２ １．７�

２２ ラガートモヒーロ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４５２± ０１：１３．３� ４．５�
６７ サクラアクティブ 牡２青鹿５５ 福永 祐一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 伊藤 敏明 ４６６－１０１：１４．１５ ４．９�
８１１ トキノビスコンティ 牡２栗 ５５ 北村 友一中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 ４７４＋ ４１：１４．６３ ２３．３�
７１０ カ ゼ カ オ ル 牡２鹿 ５５ 川田 将雅荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４７８－ ２１：１５．５５ １０．５�
１１ ヤマノスプリング 牡２鹿 ５５ 田中 克典山泉 恵宥氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 ４１８－ ２１：１５．７１� ３２．７�
８１２ シゲルオリーブ 牡２栗 ５５

５３ △国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 熊本 有限会社
宮村牧場 ４４４－ ２１：１５．９１� ５６．５	

３３ 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 ４３８＋ ８ 〃 クビ １３９．９

６８ リバーリンカーン 牝２栗 ５４ 幸 英明河越 武治氏 作田 誠二 浦河 日向牧場 ４０６± ０１：１６．１１� １４４．３�
５５ アストゥリアス 牡２栗 ５５

５４ ☆国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ３８２－ ２１：１６．２� １４５．４�
４４ ル メ ル シ エ 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 筒井 征文 ４６８－ ２１：１７．１５ １７７．６
５６ マーブルブリッツ 牡２栗 ５５ 酒井 学下村 直氏 西園 正都 新ひだか 三石川上牧場 ４５０－ ２１：１７．３� ３４．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，５２８，６００円 複勝： ３１，７９２，５００円 枠連： ９，００７，３００円

馬連： ２９，８１４，９００円 馬単： ２９，５１９，９００円 ワイド： １４，８２８，４００円

３連複： ４３，３５４，６００円 ３連単： ９８，９０７，８００円 計： ２７２，７５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（２－７） ２６０円

馬 連 �� ２９０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド �� １４０円 �� １８０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ３２０円 ３ 連 単 ��� ９２０円

票 数

単勝票数 計 １５５２８６ 的中 � ７２６６０（１番人気）
複勝票数 計 ３１７９２５ 的中 � １８０４０３（１番人気）� ５３５５１（２番人気）� ２９８６３（３番人気）
枠連票数 計 ９００７３ 的中 （２－７） ２６１１２（１番人気）
馬連票数 計 ２９８１４９ 的中 �� ７７８９２（１番人気）
馬単票数 計 ２９５１９９ 的中 �� ５１３３９（１番人気）
ワイド票数 計 １４８２８４ 的中 �� ３１２７２（１番人気）�� １９５２８（２番人気）�� １３９００（３番人気）
３連複票数 計 ４３３５４６ 的中 ��� １０２４００（１番人気）
３連単票数 計 ９８９０７８ 的中 ��� ７９５７５（１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．０―１２．４―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．４―３６．４―４８．８―１：００．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３６．８
３ ９，２，７（１，８）５（１０，１２）－（３，１１）４－６ ４ ９，２，７（１，８）５，１０（３，１１）１２－４＝６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカヘリオス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２０１１．９．１８ 阪神１０着

２００９．３．２１生 牡２栗 母 セトアンゼラ 母母 ダンシングフアイタ ４戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーブルブリッツ号は，平成２３年１２月６日まで平地競走に出走できない。

第６回　京都競馬　第２日



３３０１５１１月６日 曇 稍重 （２３京都６）第２日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時０５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：００．７
１：５９．９

良

良

６７ ダノンムーン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２８＋ ２２：０２．６ １．４�

８１１ ダノングーグー 牡２黒鹿５５ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１２－１４２：０２．７� １１．７�
７１０ プレザントライフ 牡２青鹿５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９４± ０２：０２．９１� ５．０�
５５ ブレイズアトレイル 牡２芦 ５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ６２：０３．０� ７．５�
２２ マイネルアイザック 牡２黒鹿５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４５６± ０２：０３．２１ ４７．２�
１１ マキハタテノール 牡２鹿 ５５ 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ６１．９	
４４ テイエムオペラドン 牡２鹿 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４６０－ ２ 〃 ハナ １２０．８

８１２ サンライズガイア 牡２黒鹿５５ 浜中 俊松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４７２＋１６２：０３．７３ ４３．３�
６８ 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 ４８８－ ４２：０４．１２� １３１．８�
７９ キクエチャン 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦ロイヤルパーク 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ３９０± ０２：０４．５２� １９．９
３３ ヒシマイケル 牡２栗 ５５ 小坂 忠士阿部雅一郎氏 佐山 優 新冠 三村 卓也 ４５６－ ４２：０４．９２� ４５２．２�
５６ ナンヨーウゼン 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介中村 �也氏 山内 研二 浦河 三好牧場 ４２８－ ２２：０５．１１� ２３９．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，９６０，４００円 複勝： ６７，８６６，１００円 枠連： １０，８４１，９００円

馬連： ３９，６５５，７００円 馬単： ３９，４８７，６００円 ワイド： １８，９２９，１００円

３連複： ５１，０２５，３００円 ３連単： １３２，９４５，２００円 計： ３８５，７１１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（６－８） ６２０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １４０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ２，４００円

票 数

単勝票数 計 ２４９６０４ 的中 � １４０８０３（１番人気）
複勝票数 計 ６７８６６１ 的中 � ４７０５００（１番人気）� ２９８２９（４番人気）� ７２９７２（２番人気）
枠連票数 計 １０８４１９ 的中 （６－８） １３０３８（３番人気）
馬連票数 計 ３９６５５７ 的中 �� ４０９２５（３番人気）
馬単票数 計 ３９４８７６ 的中 �� ３２８２５（３番人気）
ワイド票数 計 １８９２９１ 的中 �� １６８９８（３番人気）�� ４５７７０（１番人気）�� ７１８９（６番人気）
３連複票数 計 ５１０２５３ 的中 ��� ５７７５５（２番人気）
３連単票数 計１３２９４５２ 的中 ��� ４０９４８（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．６―３６．８―５０．５―１：０３．２―１：１５．５―１：２７．３―１：３９．０―１：５０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンムーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Platini デビュー ２０１１．１０．８ 京都３着

２００９．４．１４生 牡２鹿 母 ムーンレディ 母母 Midnight Fever ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円

３３０１６１１月６日 小雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２３京都６）第２日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 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

８１４ マ サ ヤ マ ト 牡６栗 ６０ 西谷 誠丸井 正貴氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５３４± ０３：１４．５ １．６�

４６ � ニホンピロキリバス �６栃栗６０ 田村 太雅小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４５２－ ２３：１４．７１� ６．６�
２２ 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 ４６０－ ４ 〃 クビ ２３．３�
５８ オンワードデューク 牝３栗 ５６ 熊沢 重文�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４４０＋１０３：１４．８クビ ４１．０�
６９ トムコウクン 牡３鹿 ５８ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４７４－ ４３：１５．５４ ２４９．９�
５７ 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 ４６４＋ ２３：１５．６� ７．５�
７１１ シゲルジュウヤク 牡３栗 ５８ 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４８６＋ ２３：１５．８１	 ３８．３	
４５ ウェザーサイド 牡５鹿 ６０ 小坂 忠士吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ８３：１８．３大差 ８２．７

１１ ヘイセイレジェンド 牡３鹿 ５８ 石神 深一松岡 研司氏 大和田 成 新ひだか マツケン農場 ４８８－ ２３：１９．７９ １５８．０�
３３ アラタマポケット 牡５鹿 ６０ 田嶋 翔荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７０± ０３：１９．９１ １２６．６�
８１３ プレスインザサン 牡３黒鹿５８ 難波 剛健廣村 茂一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４４６＋ ２３：２０．２１� ３６．２
３４ ノーワンエルス 牡４芦 ６０ 五十嵐雄祐 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ５１４＋ ４３：２０．４１ ２５．１�
６１０� シーフィアレス 牡４黒鹿６０ 林 満明藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ５２４＋１２３：２１．５７ ２０１．３�
７１２ マイネルファルケ 牡６鹿 ６０ 穂苅 寿彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５１６－ ６３：２１．７１� ６．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，０１０，８００円 複勝： ２６，３０８，４００円 枠連： １０，８９４，５００円

馬連： ３１，３６１，２００円 馬単： ２８，１７８，９００円 ワイド： １５，２９５，６００円

３連複： ４７，８７３，５００円 ３連単： ９４，４９９，３００円 計： ２７０，４２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２８０円 枠 連（４－８） ５００円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ５１０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １，８１０円 ３ 連 単 ��� ４，９１０円

票 数

単勝票数 計 １６０１０８ 的中 � ７９３９７（１番人気）
複勝票数 計 ２６３０８４ 的中 � １５０８８１（１番人気）� ２２８８３（３番人気）� １１９１６（５番人気）
枠連票数 計 １０８９４５ 的中 （４－８） １６０８１（３番人気）
馬連票数 計 ３１３６１２ 的中 �� ４２３０８（２番人気）
馬単票数 計 ２８１７８９ 的中 �� ２５５３５（２番人気）
ワイド票数 計 １５２９５６ 的中 �� １８５４７（２番人気）�� ７０６１（５番人気）�� ３８５９（１０番人気）
３連複票数 計 ４７８７３５ 的中 ��� １９５３２（５番人気）
３連単票数 計 ９４４９９３ 的中 ��� １４２２６（１０番人気）

上り １マイル １：４６．９ ４F ５１．７－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ サ ヤ マ ト �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００７．１１．１８ 京都２着

２００５．３．５生 牡６栗 母 エーピージェリカ 母母 サクラアンジエリカ 障害：４戦１勝 賞金 １５，１００，０００円
※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 エメラルドコースト号・クレバーウエスタン号



３３０１７１１月６日 曇 稍重 （２３京都６）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
１：４６．６

良

良

７１１ ト リ ッ プ 牡２芦 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５０２ ―１：５１．７ ２．７�

６９ アシュケナージ 牡２栗 ５５
５３ △国分 優作前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 武田 寛治 ４５４ ―１：５２．１２� １９．９�

１１ エックスマーク 牡２鹿 ５５ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６２ ― 〃 ハナ ４．０�

６８ ヤマニンカヴァリエ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ４９０ ― 〃 アタマ ５７．８�
４４ シルクキングリー 牡２鹿 ５５ 池添 謙一有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４８２ ―１：５２．３１� ３１．８�
８１３ スズカチャンプ 牡２鹿 ５５ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７２ ― 〃 クビ ３．３�
５７ エーシンハッブル 牡２青 ５５ 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４８８ ―１：５２．４� ９．１	
４５ ウイングザムーン 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史
�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８４ ― 〃 ハナ １５．４�
５６ キ ー メ ー ル 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 ４８６ ―１：５２．５� １８７．３�
７１０ ミッキージュピター 牡２栗 ５５ 幸 英明三木 久史氏 福島 信晴 新冠 武田 寛治 ４５６ ―１：５２．８１� １１７．２
３３ エトワールセブン 牝２黒鹿５４ 北村 友一ジャパンフードビジネス� 沖 芳夫 新冠 村上 雅規 ４５２ ―１：５３．０１� １２３．７�
２２ スリーヴェローチェ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５８ ―１：５３．４２� ３４．５�
８１２ トウショウヘイロー 牡２鹿 ５５ 小牧 太トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０４ ―１：５３．８２� ２１５．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，１９３，２００円 複勝： ３０，４３０，７００円 枠連： １１，６０２，１００円

馬連： ４９，３１４，０００円 馬単： ３６，９８２，２００円 ワイド： １９，６４８，０００円

３連複： ６０，６４８，０００円 ３連単： １１８，４４７，９００円 計： ３５２，２６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � ３２０円 � １７０円 枠 連（６－７） １，６６０円

馬 連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ３，４６０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ２６０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ２，８３０円 ３ 連 単 ��� １４，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２５１９３２ 的中 � ７４７２７（１番人気）
複勝票数 計 ３０４３０７ 的中 � ９１７８１（１番人気）� １７３５４（６番人気）� ４６１０７（３番人気）
枠連票数 計 １１６０２１ 的中 （６－７） ５１６６（８番人気）
馬連票数 計 ４９３１４０ 的中 �� １４０９７（１０番人気）
馬単票数 計 ３６９８２２ 的中 �� ７８９３（１３番人気）
ワイド票数 計 １９６４８０ 的中 �� ５９０５（９番人気）�� ２１９５９（２番人気）�� ４４２１（１２番人気）
３連複票数 計 ６０６４８０ 的中 ��� １５８３９（７番人気）
３連単票数 計１１８４４７９ 的中 ��� ６１１９（４１番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．３―１２．６―１２．９―１３．６―１３．１―１１．９―１１．１―１１．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．５―３８．１―５１．０―１：０４．６―１：１７．７―１：２９．６―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．０
３ ６（９，１３）（７，１１，８）４，１（３，５）２，１２，１０ ４ ・（６，９，１３，８）（７，１１，１０）４（１，５）（３，２）－１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ト リ ッ プ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．４．１８生 牡２芦 母 ビーポジティブ 母母 フェアリードール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ウイングザムーン号・エトワールセブン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３３０１８１１月６日 曇 稍重 （２３京都６）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１３時００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

３６ アースソニック 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４７６ ―１：２２．９ ８．１�

７１３� エイシンピューマ 牝２青鹿５４ 福永 祐一平井 豊光氏 小崎 憲 米
O’Rourkes Silver
Springs Stud
Farm LLC

４６８ ―１：２３．１１� ５．１�
５９ � オ オ ミ カ ミ 牡２栃栗５５ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 McKee Sta-

bles Inc. ４９２ ― 〃 クビ １１．２�
６１２� ベルエアメイダン 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson ４４８ ― 〃 ハナ １３．２�
４７ タツストロング 牡２栗 ５５ 四位 洋文鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４９８ ―１：２３．２� ４．０�
１１ ローレルレジェンド 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４５０ ―１：２３．４１� １３．９�
７１４ ワタシマッテルワ 牝２鹿 ５４ 小牧 太	ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 ４４６ ― 〃 クビ ６６．６

１２ マイネルクルタナ 牡２鹿 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 ４７６ ―１：２３．６１� １７．２�
２４ バハドゥール 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２ ― 〃 クビ ４．６�
３５ ニホンピロロプロス 	２栗 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 友田牧場 ４５６ ―１：２４．０２
 ５２．８
４８ メイショウカワカゼ 牝２栗 ５４ 北村 友一松本 好雄氏 佐山 優 浦河 磯野牧場 ４３０ ―１：２４．６３
 ９８．５�
８１６ シゲルデコポン 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 ４６８ ―１：２４．８１� ６１．２�
８１８ ト ッ プ ワ ン 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥本間 義和氏 日吉 正和 新ひだか 木田牧場 ４３８ ―１：２５．０１� ２４１．１�
２３ アトハオボロ 牝２栗 ５４ 秋山真一郎小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４３６ ―１：２５．４２
 ２３９．２�
６１１ メイショウヤギュウ 牡２栗 ５５ 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４３４ ―１：２５．５
 ４０．４�
８１７ カネトシヴェルス 牡２黒鹿５５ 浜中 俊兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４６８ ―１：２５．９２
 １５．２�
５１０ キ ワ ミ 牝２鹿 ５４ 川島 信二	イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 ４４６ ―１：２６．０� ７７．４�
７１５ リッカシェクル 牡２鹿 ５５ 和田 竜二立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 ４１０ ―１：２６．３２ ２７６．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，７８２，７００円 複勝： ２８，３３５，４００円 枠連： １５，１１８，９００円

馬連： ４７，３５６，１００円 馬単： ３２，２７８，０００円 ワイド： ２１，２８２，４００円

３連複： ６２，６１０，８００円 ３連単： １００，６３９，３００円 計： ３２６，４０３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２８０円 � ２００円 � ３５０円 枠 連（３－７） ２，０００円

馬 連 �� ２，２００円 馬 単 �� ４，９３０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� １，２６０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ５，５３０円 ３ 連 単 ��� ３５，７６０円

票 数

単勝票数 計 １８７８２７ 的中 � １８４７１（４番人気）
複勝票数 計 ２８３３５４ 的中 � ２６３５１（４番人気）� ４４３７５（３番人気）� １９５００（５番人気）
枠連票数 計 １５１１８９ 的中 （３－７） ５５７９（９番人気）
馬連票数 計 ４７３５６１ 的中 �� １５９５８（９番人気）
馬単票数 計 ３２２７８０ 的中 �� ４８４０（１９番人気）
ワイド票数 計 ２１２８２４ 的中 �� ６５５８（８番人気）�� ４０５２（１５番人気）�� ７１４２（６番人気）
３連複票数 計 ６２６１０８ 的中 ��� ８３５６（１６番人気）
３連単票数 計１００６３９３ 的中 ��� ２０７７（９８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．０―１２．２―１２．２―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．６―４７．８―１：００．０―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．１
３ １６，９，６，１２（２，７）１３（１，１０）１４（５，１７，１８）（３，４）８－１５，１１ ４ ・（１６，９）（６，７，１２）２（１，１３）－（５，１４）（１０，１８）（８，４）３，１７（１５，１１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アースソニック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラユタカオー 初出走

２００９．４．３生 牡２鹿 母 ダイヤモンドピアス 母母 タマモダイヤモンド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔その他〕 カネトシヴェルス号は，３コーナーから４コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ケイウンニシキ号



３３０１９１１月６日 曇 稍重 （２３京都６）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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

２２ アンティークカラー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 ４４２－ ２１：２４．１ ３．２�

３３ サダムグランジュテ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊大西 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 B４６６＋ ２１：２４．３１� ４．２�

１１ ニホンピロエリナ 牝４芦 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４３８－ ４１：２４．９３� ５９．６�
４５ サイズミックレディ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 ４８６－ ４１：２５．２２ １５．５�
５６ ブロードピーク 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４１０－ ８１：２５．５２ １８．４�
７１１ メロークーミス 牝３鹿 ５４ 幸 英明井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４６４± ０ 〃 クビ ４８．２�
７１０� アイスメアー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤平 和実 ４４６＋ ２１：２５．６� ２７７．３	
４４ ミキノクレシェンド 牝５栗 ５５

５３ △国分 優作谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ５００＋１０１：２６．１３ ３０．６

５７ シシリアンブリーズ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７６＋２４１：２６．６３ ３．１�
６８ アースソング 牝３鹿 ５４ 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８＋ ６１：２６．９１� ７．２�
８１３ ラブリイステラ 牝３芦 ５４ 和田 竜二リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド ４８０± ０ 〃 クビ ３２．４�
６９ サトノティアラ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：２８．８大差 １０３．０�
８１２� ペプチドパラス 牝３鹿 ５４ 武 英智沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 杵臼牧場 ４２８－２０１：２９．２２� ５２２．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，０８２，１００円 複勝： ３７，７６０，２００円 枠連： １３，５１９，４００円

馬連： ５８，９５９，０００円 馬単： ４３，２８２，７００円 ワイド： ２４，７４３，６００円

３連複： ７５，５３８，０００円 ３連単： １５０，０６８，６００円 計： ４２８，９５３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ９５０円 枠 連（２－３） ４４０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ２，１２０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ５，７５０円 ３ 連 単 ��� ２０，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２５０８２１ 的中 � ６３６１２（２番人気）
複勝票数 計 ３７７６０２ 的中 � １１０７７２（１番人気）� ７６７１５（２番人気）� ５９３６（１０番人気）
枠連票数 計 １３５１９４ 的中 （２－３） ２２８４１（１番人気）
馬連票数 計 ５８９５９０ 的中 �� １０２７１０（１番人気）
馬単票数 計 ４３２８２７ 的中 �� ３９９１５（１番人気）
ワイド票数 計 ２４７４３６ 的中 �� ４０９３６（１番人気）�� ２４２５（２４番人気）�� ２５２４（２３番人気）
３連複票数 計 ７５５３８０ 的中 ��� ９７０３（２０番人気）
３連単票数 計１５００６８６ 的中 ��� ５３３１（６５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．７―１２．２―１２．３―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３５．０―４７．２―５９．５―１：１１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３６．９
３ ・（５，３）８（１，１１，１２）１３，９（６，１０）２，７，４ ４ ・（５，３）（１，１１，８）（６，１０，１３）９（１２，２）（７，４）

勝馬の
紹 介

アンティークカラー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Spinning World デビュー ２０１０．１２．１９ 阪神４着

２００８．３．４生 牝３栗 母 ロ ー ズ ボ ー 母母 Minister’s Song ７戦２勝 賞金 ２０，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペプチドパラス号は，平成２３年１２月６日まで平地競走に出走できない。

３３０２０１１月６日 小雨 稍重 （２３京都６）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 （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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１２ オースミイレブン 牡４芦 ５７ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 高瀬牧場 ５０４＋ ２１：５０．７ ９．７�

１１ エ ン リ ル 牡３栃栗５５ 赤木高太郎前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ２１：５０．８� ４．６�
６１２ ダノンジュピター 牡６栗 ５７ 福永 祐一�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４９０－ ６１：５１．４３� ４２．７�
４７ スマートルシファー 牡３黒鹿５５ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ５１６＋１６１：５１．７２ ７．４�
４８ ドリームアライブ 	５黒鹿５７ 川島 信二前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３６＋２２１：５２．０１� ７８．２�
５１０
 メイショウタクミ 牡５黒鹿５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 ４８４－ ２１：５２．１クビ ７５．８�
８１５ タイムズアロー 牡３栗 ５５

５３ △国分 優作 	社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８＋ ４１：５２．４２ １０．７


７１４ デスペラード 牡３鹿 ５５ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４７４－ ２１：５２．５� ３．２�
２３ オーバーヘッド 牡３栗 ５５ 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４８６＋ ２ 〃 アタマ ２９．６�
３６ カタンジャレ 牡５栗 ５７ 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ５１４＋ ２１：５２．８１� １４９．７
２４ ロ ッ ソ ネ ロ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎 	キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B５３８± ０ 〃 クビ １９．１�
５９ マイネルガネーシャ 牡３栗 ５５ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 日高 今井牧場 ４８８－ ６１：５３．２２� ７２．２�
８１６ エイシンナナツボシ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B５４０＋ ４１：５３．４１� ５．７�
７１３ ナリタシルクロード 牡４鹿 ５７ 小牧 太�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５１２－ ２１：５３．５クビ １７．７�
６１１ シゲルアサマヤマ 牡５青鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介森中 蕃氏 藤岡 範士 浦河 冨岡牧場 ４９８± ０１：５４．７７ １２３．８�
３５ 
 タガノショータイム 牡７黒鹿５７ 高田 潤八木 良司氏 牧浦 充徳 浦河 川越牧場 ５１０－ ４１：５４．８� ２３８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，８７０，９００円 複勝： ４５，０６６，３００円 枠連： ２４，６２７，７００円

馬連： ７０，３７５，７００円 馬単： ４６，１４３，３００円 ワイド： ２９，２７５，６００円

３連複： ９４，００１，３００円 ３連単： １５９，９８８，５００円 計： ４９５，３４９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３７０円 � １９０円 � １，１２０円 枠 連（１－１） ２，３９０円

馬 連 �� ２，３００円 馬 単 �� ４，９１０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ５，９４０円 �� ３，６８０円

３ 連 複 ��� ３８，４００円 ３ 連 単 ��� １４８，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２５８７０９ 的中 � ２１０２９（５番人気）
複勝票数 計 ４５０６６３ 的中 � ３０３４２（６番人気）� ７８７０４（２番人気）� ８５９９（１０番人気）
枠連票数 計 ２４６２７７ 的中 （１－１） ７６３４（１１番人気）
馬連票数 計 ７０３７５７ 的中 �� ２２６２８（１０番人気）
馬単票数 計 ４６１４３３ 的中 �� ６９４３（２３番人気）
ワイド票数 計 ２９２７５６ 的中 �� ９５８０（８番人気）�� １１７５（５１番人気）�� １９１２（３７番人気）
３連複票数 計 ９４００１３ 的中 ��� １８０７（１０１番人気）
３連単票数 計１５９９８８５ 的中 ��� ７９７（４０２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．５―１２．７―１２．６―１２．７―１２．３―１２．１―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．６―３６．３―４８．９―１：０１．６―１：１３．９―１：２６．０―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８
１
３
１，７，２（９，１６）（５，６，１４）１５，１２（８，１０，１３）－４（３，１１）・（１，７）２，６（５，９，１６）（１２，１４，１５）（１０，１１）（８，４）３，１３

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

勝馬の
紹 介

オースミイレブン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１０．１．１６ 京都１着

２００７．３．２３生 牡４芦 母 ロ ジ ー タ 母母 メロウマダング １２戦４勝 賞金 ４２，４４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トップミノル号



３３０２１１１月６日 小雨 稍重 （２３京都６）第２日 第９競走 ��
��１，４００�

ながおかきょう

長岡京ステークス
発走１４時３５分 （芝・右・外）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

８１３� エーシンハーバー 牝３芦 ５４ 武 豊�栄進堂 藤岡 健一 米
Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

４７４± ０１：２１．４ ４．０�

６１０ スプリングサンダー 牝４鹿 ５５ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ ２．７�
３３ チャームポット 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４６２＋ ６１：２１．５クビ １３．９�
６９ � マジンプロスパー 牡４栗 ５７ 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム ５０８＋２０ 〃 クビ ５．２�
１１ トーホウシンバル 牝４青鹿５５ 池添 謙一東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４４＋ ２１：２１．６	 ７．５�
４５ � スーパーワシントン 牡８鹿 ５７ 北村 友一�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４７４＋ ８１：２１．７	 １４１．７	
５７ カイシュウボナンザ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４９２－ ４１：２１．８
 ６８．７

３４ ホーカーハリケーン 牝５青鹿５５ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：２１．９
 ２７．０�
７１２ ラインアンジュ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 ４９２－ ４１：２２．０
 １１．５�
２２ マイネルプルート 牡７黒鹿５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 門別 庄野牧場 ４６２－ ８１：２２．１
 １４１．４
７１１� オールブランニュー 牝５黒鹿５５ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４７０± ０ 〃 ハナ ２２．８�
４６ チョウサンデイ 牡６鹿 ５７ 酒井 学丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 ４９２＋１０１：２２．３１� ３２９．７�
８１４ メモリーパフィア 牝５黒鹿５５ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４８２＋ ８１：２２．５１
 ３８．９�
５８ � メイショウシオギリ 牝７鹿 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 高柳 隆男 B５２４± ０１：２２．６	 １３４．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，８４４，５００円 複勝： ５６，６８７，３００円 枠連： ２６，２０２，８００円

馬連： １０９，０９６，６００円 馬単： ６６，２０８，４００円 ワイド： ４０，３８６，４００円

３連複： １３９，４３７，３００円 ３連単： ２５８，４２８，９００円 計： ７３１，２９２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ２３０円 枠 連（６－８） ３８０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ７３０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� ８，０３０円

票 数

単勝票数 計 ３４８４４５ 的中 � ６９６７２（２番人気）
複勝票数 計 ５６６８７３ 的中 � ９７５１３（２番人気）� １６１６７７（１番人気）� ４７０９４（５番人気）
枠連票数 計 ２６２０２８ 的中 （６－８） ５２２２３（１番人気）
馬連票数 計１０９０９６６ 的中 �� １４１３５１（１番人気）
馬単票数 計 ６６２０８４ 的中 �� ３４９６５（４番人気）
ワイド票数 計 ４０３８６４ 的中 �� ４８４５１（１番人気）�� １２２２０（１０番人気）�� １８４０９（７番人気）
３連複票数 計１３９４３７３ 的中 ��� ６７４８０（３番人気）
３連単票数 計２５８４２８９ 的中 ��� ２３７７１（１７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．８―１１．７―１１．５―１１．２―１１．６

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．３
３ １４，３（１，９）４，１３，７（２，８）１０，１２，５，６，１１ ４ １４，３（１，９）（４，１３）７（２，８，１０）１２，５，６－１１

勝馬の
紹 介

�エーシンハーバー �
�
父 Cozzene �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神２着

２００８．２．９生 牝３芦 母 Echo Harbor 母母 Echo Echo Echo ８戦４勝 賞金 ６２，８８９，０００円

３３０２２１１月６日 小雨 稍重 （２３京都６）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

きょうらく

京洛ステークス
発走１５時１０分 （芝・右）

３歳以上，２２．１１．６以降２３．１０．３０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 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

７１４ ロードカナロア 牡３鹿 ５５ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４９６＋１０１：０８．０ ２．９�

４７ キョウワマグナム 牡４鹿 ５５ 小牧 太�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５５６＋ ４１：０８．２１� ３．３�
３６ スカイノダン 牝５黒鹿５３ 浜中 俊江 賦晨氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２＋１４１：０８．４１ １６．６�
６１２ スギノエンデバー 牡３鹿 ５４ 池添 謙一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４８± ０１：０８．５� １０．５�
４８ ミキノバンジョー 牡４鹿 ５４ 武 豊谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５１０＋ ２１：０８．６� １１．４�
８１６ コパノオーシャンズ 牝７黒鹿５３ 岩田 康誠小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４３２± ０ 〃 クビ １９．４	
５１０ ワイルドラズベリー 牝４鹿 ５４ 北村 友一近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４７８＋１４１：０８．７クビ ６．４

８１５ ナ イ ア ー ド 牝５黒鹿５２ 四位 洋文�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８２－ ４１：０８．８� １８．４�
１１ アーバンストリート 牡７芦 ５４ 秋山真一郎佐藤 幸彦氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４４８± ０ 〃 クビ １３１．９�
１２ ブラウンワイルド 牡３鹿 ５３ 川田 将雅キャピタルクラブ 坂口 正則 新冠 田鎖牧場 ４６６＋ ４ 〃 アタマ １４９．１
２３ ベイリングボーイ 牡７栗 ５４ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４６０－ ６１：０８．９� ５８．４�
２４ ユキノハボタン 牝６栗 ５１ 国分 恭介遠藤 宗義氏 領家 政蔵 門別 川端 正博 ４８６＋ ６１：０９．０クビ １８４．５�
８１７ サワヤカラスカル 牝６鹿 ５２ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４６０＋ ２１：０９．３２ ３６．８�
７１３ シゲルキョクチョウ 牡３鹿 ５２ 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 ４５６－１０１：０９．５１� ２４９．２�
３５ ボストンゴールド 牡９栗 ５１ 酒井 学ボストンホース� 岩元 市三 浦河 大西 能彦 ５３０＋ ４１：０９．７１ ３８６．６�
５９ � シンボリグラン 牡９芦 ５５ 和田 竜二シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５３２－１０１：０９．８� ３８．１�

（１６頭）
６１１ アポロフェニックス 牡６黒鹿５６ 藤田 伸二アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４５，３３１，６００円 複勝： ６６，６１９，２００円 枠連： ３２，３３９，９００円

馬連： １５１，８６２，１００円 馬単： ９０，１５５，８００円 ワイド： ５２，１３４，６００円

３連複： １８５，５８１，７００円 ３連単： ３６８，４９０，９００円 計： ９９２，５１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ３３０円 枠 連（４－７） ４００円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ９９０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 ��� ８，２３０円

票 数

単勝票数 差引計 ４５３３１６（返還計 ９７３） 的中 � １２７４０７（１番人気）
複勝票数 差引計 ６６６１９２（返還計 ９６８） 的中 � １６７１７８（１番人気）� １４４７０７（２番人気）� ３５３２６（７番人気）
枠連票数 差引計 ３２３３９９（返還計 ６９） 的中 （４－７） ５９６８０（１番人気）
馬連票数 差引計１５１８６２１（返還計 ８３４３） 的中 �� ２２２５２７（１番人気）
馬単票数 差引計 ９０１５５８（返還計 ４１２９） 的中 �� ６８６１４（１番人気）
ワイド票数 差引計 ５２１３４６（返還計 ２５７６） 的中 �� ６４５６２（１番人気）�� １１５９２（１２番人気）�� １３６０６（９番人気）
３連複票数 差引計１８５５８１７（返還計 １８９８６） 的中 ��� ５８１０５（５番人気）
３連単票数 差引計３６８４９０９（返還計 ４１６４６） 的中 ��� ３３０６４（１２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．２―１１．４―１１．０―１１．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３４．６―４６．０―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．６―３F３３．４
３ ・（６，１５）（２，１０）７（４，１４）（５，８）１２（１，１６，１７）（３，１３，９） ４ ・（６，１５）（２，１０）（４，７）（５，１４）８（１，１２）（１６，１７）（３，１３，９）

勝馬の
紹 介

ロードカナロア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１２．５ 小倉１着

２００８．３．１１生 牡３鹿 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー ６戦４勝 賞金 ６８，６４１，０００円
〔出走取消〕 アポロフェニックス号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。

２レース目



３３０２３１１月６日 曇 稍重 （２３京都６）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第２回みやこステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （ダート・右）
３歳以上；負担重量は，３歳５４�４歳以上５６�，牝馬２�減，２２．１１．６以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�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２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２２．１１．５以前の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（ただし２歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３６ エスポワールシチー 牡６栗 ５８ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 ４９８＋ ２１：４８．４ １．６�

３５ トウショウフリーク 牡４鹿 ５６ 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 ４７４－ ２１：４９．０３� １１．２�
２４ ニホンピロアワーズ 牡４青鹿５６ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 ５２２＋ ３１：４９．１� １６．６�
４８ ワンダーアキュート 牡５鹿 ５８ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５０４± ０１：４９．２� ６．３�
８１６ ヒラボクキング 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５２６± ０１：４９．４１� ４３．５�
１２ � メダリアビート 牡５黒鹿５６ 藤田 伸二門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. ４６４＋ ２１：４９．８２� １２５．３�
８１５ キングスエンブレム 牡６青 ５６ 福永 祐一 	サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：５０．０	 ２６．０

１１ � イ ン バ ル コ 牡５鹿 ５６ 北村 友一藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita B５１４± ０ 〃 ハナ ２５．７�
５９ シ ャ ア 牡５栗 ５６ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４７６＋ ８１：５０．１� １８０．４�
７１３ ダイシンオレンジ 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ４９８－１０１：５０．８４ ２５．８
７１４
 サクラロミオ 牡６鹿 ５６ 国分 恭介�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ４９０－ ８１：５０．９� ３３０．７�
６１１ メイショウタメトモ 牡６鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 斉藤 英 ４４４－ ４１：５１．５３� １０１．３�
５１０ ドリームライナー 牡５鹿 ５６ 幸 英明青山 洋一氏 矢野 英一 静内 井高牧場 B４９４－ ６１：５１．６� ４０５．９�
２３ エイシンダッシュ 牡５鹿 ５６ 小牧 太平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４８６＋１４１：５１．８１� ２３１．２�
４７ 
 ゴルトブリッツ 牡４栗 ５７ 川田 将雅 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ６１：５５．７大差 ６．８�

（１５頭）
６１２ トーホウオルビス 牡６栗 ５６ 浜中 俊東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： １５２，５３８，３００円 複勝： ２５６，８０２，４００円 枠連： １２０，６８５，０００円 馬連： ５１３，３９５，４００円 馬単： ３２４，４０５，５００円

ワイド： １７２，２０３，０００円 ３連複： ６６９，７０２，３００円 ３連単： １，６００，６５０，３００円 ５重勝： ９９４，５０９，５００円 計： ４，８０４，８９１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � ２８０円 枠 連（３－３） １，０００円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ４１０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� ６，８７０円

５ 重 勝
対象競走：東京１０R／京都１０R／新潟１１R／東京１１R／京都１１R

キャリーオーバー なし����� １３，７２０円

票 数

単勝票数 差引計１５２５３８３（返還計 ２４） 的中 � ７７００９９（１番人気）
複勝票数 差引計２５６８０２４（返還計 １１） 的中 � １３００６０９（１番人気）� １３８６００（５番人気）� １４４８６５（４番人気）
枠連票数 差引計１２０６８５０（返還計 １ ） 的中 （３－３） ８９２２５（３番人気）
馬連票数 差引計５１３３９５４（返還計 １２５） 的中 �� ３８７２７８（４番人気）
馬単票数 差引計３２４４０５５（返還計 ２９） 的中 �� １７３５５３（４番人気）
ワイド票数 差引計１７２２０３０（返還計 ４６） 的中 �� １１１２１３（３番人気）�� １０８７１９（４番人気）�� ３９０６６（１１番人気）
３連複票数 差引計６６９７０２３（返還計 ３０５） 的中 ��� ２４０９６２（６番人気）
３連単票数 差引計１６００６５０３（返還計 ５３６） 的中 ��� １７２１００（１５番人気）
５重勝票数 差引計９９４５０９５（返還計１１１５２３） 的中 ����� ５３５０９

ハロンタイム １１．９―１１．０―１２．３―１２．０―１２．３―１２．２―１２．１―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１１．９―２２．９―３５．２―４７．２―５９．５―１：１１．７―１：２３．８―１：３５．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エスポワールシチー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．３．９ 阪神３着

２００５．４．２２生 牡６栗 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー １８戦９勝 賞金 ４２３，１９１，０００円
［他本会外：８戦４勝］

〔出走取消〕 トーホウオルビス号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔その他〕 ゴルトブリッツ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。

３３０２４１１月６日 曇 稍重 （２３京都６）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

８１１ エーシンヒットマン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 ４８０＋ ４１：０８．１ ２．５�

６７ ルアーズストリート 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４５０＋ ４１：０８．４２ ３．６�
２２ リーサムハーツ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 ４９２－ ４１：０８．５� ５．０�
７９ メイショウツガル 牡３鹿 ５６

５４ △国分 優作松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４６０＋ ６１：０８．６� ７７．３�
１１ � フレッドバローズ 	５鹿 ５７ 和田 竜二猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５１４＋ ４１：０８．７� １１．２�
８１０� オ ー セ ロ ワ 	５栗 ５７ 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.

Rutherford ４９８＋ ６ 〃 クビ ６．８�
３３ 
 シ テ ィ ボ ス 牡８鹿 ５７ 酒井 学服部 新平氏 日吉 正和 新冠 アラキフアーム ４７６＋１０１：０８．８� ６０．３	
４４ グッドルッキング 牝５芦 ５５ 幸 英明長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０１：０９．０１ １６．０

５５ ニホンピログッデン 	８鹿 ５７ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４８２＋ ６１：０９．２１� ８５．５�
７８ キョウワシャドー 牡４芦 ５７ 熊沢 重文�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４３６－ ６１：０９．３� ２３０．７
６６ � エーシンジェイワン 牡３栗 ５６ 福永 祐一�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm ５３６－ ４１：０９．７２� ２７．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５４，８１２，８００円 複勝： ６６，４０７，２００円 枠連： ３７，７２３，６００円

馬連： １５８，２２４，９００円 馬単： １０８，４５０，３００円 ワイド： ５５，６３６，０００円

３連複： １８０，９８７，８００円 ３連単： ４９８，７９６，０００円 計： １，１６１，０３８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（６－８） ３２０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ２６０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ２，６１０円

票 数

単勝票数 計 ５４８１２８ 的中 � １７２７７５（１番人気）
複勝票数 計 ６６４０７２ 的中 � １７６６０１（１番人気）� １３３８７５（２番人気）� ９０６４７（３番人気）
枠連票数 計 ３７７２３６ 的中 （６－８） ８７１４４（１番人気）
馬連票数 計１５８２２４９ 的中 �� ２５７６７９（１番人気）
馬単票数 計１０８４５０３ 的中 �� １０２７３２（１番人気）
ワイド票数 計 ５５６３６０ 的中 �� ７３４９１（１番人気）�� ５２０８３（２番人気）�� ３８２３４（４番人気）
３連複票数 計１８０９８７８ 的中 ��� １８８５４０（１番人気）
３連単票数 計４９８７９６０ 的中 ��� １４１１７９（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１０．９―１１．２―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．０―４５．２―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンヒットマン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エイシンワシントン デビュー ２０１０．８．２１ 小倉４着

２００８．４．３生 牡３栗 母 エイシンヘーベ 母母 エイシンオープン ９戦３勝 賞金 ３３，６７０，０００円

５レース目



（２３京都６）第２日 １１月６日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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

２７０，５７０，０００円
１８，８３０，０００円
１，９００，０００円
２５，６００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，８５１，５００円
５，３７５，８００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
４５４，９３９，４００円
７４３，４１９，０００円
３２３，４４８，８００円
１，２９９，８０９，７００円
８７３，７９５，０００円
４８２，８９７，６００円
１，６６９，５４８，８００円
３，６７３，９４９，１００円
９９４，５０９，５００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
５ 重 勝
計 １０，５１６，３１６，９００円

総入場人員 ２０，５２４名 （有料入場人員 １８，６１７名）


