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３３０３７１１月１３日 晴 良 （２３京都６）第４日 第１競走 ��１，４００�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

１：２３．６
１：２３．１

重

重

５８ ジョーラプター 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ
モファーム ４７４± ０１：２６．９ ２３．５�

６１０ ハンズアップ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋ ４１：２７．１１� ４．８�
４６ チキウミサキ 牝２青鹿５４ 幸 英明三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド ４４４± ０１：２７．３１� ２．０�
６９ 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± ０１：２７．４� ３１．５�
３３ 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 ４５２－ ２１：２７．５クビ ３．６�
３４ コウエイロックオン 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４８６－ ２１：２７．６� １１５．０�
５７ キョウワドリーム 牡２芦 ５５ 渡辺 薫彦	協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ ２０６．８

７１２ ミッキーヘネシー 牡２栃栗５５ 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 ４８８－ ８ 〃 アタマ １０．０�
８１３ メイショウマサシゲ 牡２栗 ５５ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 新冠橋本牧場 ４８８± ０１：２７．７� ３４．４�
４５ ヤマカツティラノ 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 ４６４＋ ２１：２８．０１� ２６８．１
１１ ビッグファイア 牡２黒鹿５５ 和田 竜二中辻 明氏 白井 寿昭 新ひだか 片岡 博 ４７２＋ ２１：２８．３２ ２０３．５�
８１４ エーシンスキッパー 牡２鹿 ５５ 浜中 俊�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ４５２－ ４ 〃 ハナ ３９．２�
７１１ エーシンスコルピオ 牡２栗 ５５ 田辺 裕信�栄進堂 田所 秀孝 浦河 室田 千秋 ４６８＋２４ 〃 ハナ １８４．２�
２２ シゲルバンペイユ 牡２栗 ５５

５４ ☆国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 新ひだか 田中 春美 ５０８－ ２１：２８．８３ １７７．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，６８７，３００円 複勝： ４１，０７１，０００円 枠連： ９，２５６，８００円

馬連： ３５，８３４，０００円 馬単： ３０，３７６，８００円 ワイド： １６，３７２，７００円

３連複： ５０，９７６，５００円 ３連単： ９５，１９４，０００円 計： ２９６，７６９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３５０円 複 勝 � ４４０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（５－６） ３，４１０円

馬 連 �� ４，０３０円 馬 単 �� １１，０３０円

ワ イ ド �� ９５０円 �� ８４０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ３，４８０円 ３ 連 単 ��� ４７，０６０円

票 数

単勝票数 計 １７６８７３ 的中 � ５９３３（５番人気）
複勝票数 計 ４１０７１０ 的中 � １１３２９（７番人気）� ４７７８８（３番人気）� ２１４４４７（１番人気）
枠連票数 計 ９２５６８ 的中 （５－６） ２００５（１２番人気）
馬連票数 計 ３５８３４０ 的中 �� ６５６４（１３番人気）
馬単票数 計 ３０３７６８ 的中 �� ２０３４（３０番人気）
ワイド票数 計 １６３７２７ 的中 �� ３９６２（１２番人気）�� ４５３１（９番人気）�� １５０１０（２番人気）
３連複票数 計 ５０９７６５ 的中 ��� １０８３６（１０番人気）
３連単票数 計 ９５１９４０ 的中 ��� １４９３（１１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１２．３―１２．７―１２．５―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．７―３６．０―４８．７―１：０１．２―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーラプター �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 オペラハウス デビュー ２０１１．９．２４ 札幌６着

２００９．２．２０生 牡２鹿 母 ジョーフュージョン 母母 ジョーエスペランス ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 エーシンスキッパー号は，発進不良〔外側に逃避〕。

３３０３８１１月１３日 晴 良 （２３京都６）第４日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

８１０ ニーレンベルギア 牝２黒鹿５４ M．デムーロ吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム ４３０－ ２１：３５．６ １．８�
（伊）

１１ アロマティコ 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４６０－ ８１：３５．７� ２．７�
７９ トップバゴスター 牝２栗 ５４ 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４５８－ ４１：３６．０１� １４．３�
７８ 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 ４３０＋ ２１：３６．１� １７．０�
６７ ボーイフレンド 牡２栗 ５５ 小牧 太北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 ４２８＋ ２ 〃 クビ ４７．２�
５５ スピカシチー 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 ４１８－ ８１：３６．４２ １１９．８	
３３ シゲルヒメリンゴ 牝２鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 ４３４－ ２１：３６．６１� ２１．１

６６ シゲルブルーベリー 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４５０－ ２１：３６．９２ ４２．５�
２２ マイネルアクロス 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義 �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 ４４２＋１４１：３７．０� １６．４�
８１１ 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 ４３６－１０１：３７．５３ ５９．０
４４ クリノラウエン 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４７６－ ４１：３８．９９ ４０１．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，１２８，５００円 複勝： ４８，５４０，２００円 枠連： ９，３６８，１００円

馬連： ３６，０９７，４００円 馬単： ３１，７８６，９００円 ワイド： １５，１０４，６００円

３連複： ４３，５９４，４００円 ３連単： １０４，２７４，９００円 計： ３０５，８９５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２５０円 枠 連（１－８） ２００円

馬 連 �� ２００円 馬 単 �� ３３０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ３９０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ９６０円 ３ 連 単 ��� ２，２９０円

票 数

単勝票数 計 １７１２８５ 的中 � ７８５５０（１番人気）
複勝票数 計 ４８５４０２ 的中 � ３１７０５０（１番人気）� ８４８４２（２番人気）� １４３６８（５番人気）
枠連票数 計 ９３６８１ 的中 （１－８） ３５３６６（１番人気）
馬連票数 計 ３６０９７４ 的中 �� １３８６１２（１番人気）
馬単票数 計 ３１７８６９ 的中 �� ７１３４４（１番人気）
ワイド票数 計 １５１０４６ 的中 �� ４１８８８（１番人気）�� ７８００（５番人気）�� ４２０１（１０番人気）
３連複票数 計 ４３５９４４ 的中 ��� ３３８０５（４番人気）
３連単票数 計１０４２７４９ 的中 ��� ３３６１５（４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．９―１２．３―１２．０―１２．２―１１．６―１１．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニーレンベルギア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Almutawakel デビュー ２０１１．８．２７ 札幌３着

２００９．３．３生 牝２黒鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale ５戦１勝 賞金 １０，１５０，０００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。

第６回　京都競馬　第４日



３３０３９１１月１３日 晴 良 （２３京都６）第４日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

５５ オ リ ー ブ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４４０＋ ２１：１３．２ ２．４�

４４ 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 ４９０－１０１：１３．７３ ７．０�
１１ キングヒーロー 牡２黒鹿５５ 北村 友一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ５０４－ ４１：１３．９１ ４６．５�
２２ スカイコンフォート 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム ４４８＋ ２ 〃 クビ １１．９�
８１０ パスパルトゥー 牝２栗 ５４ 岩田 康誠�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２２－ ６１：１４．３２� ２．３�
６６ ヤングエイト 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜梶原 重雄氏 崎山 博樹 鹿児島 徳重 正幸 ４０８－ ８１：１４．６２ １０５．１�
７７ クニサキロンワン 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 安達 洋生 ４４２± ０１：１４．７� ２３４．４	
３３ オーヴァーボード 牡２鹿 ５５ 川島 信二キャピタルクラブ 田島 良保 浦河 金石牧場 ４４８－ ２１：１５．６５ １４．９

８９ ベネノチョージョ 牝２栗 ５４ 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４２８＋１０１：１６．４５ ８８．３�
７８ クールフォックス 牡２黒鹿５５ 和田 竜二川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 ４８０－ ２１：１６．５� １９．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １６，３２６，５００円 複勝： ３６，８７４，９００円 枠連： ８，７１６，７００円

馬連： ３８，３１９，５００円 馬単： ３５，０４４，８００円 ワイド： １６，３８６，４００円

３連複： ４７，４１４，０００円 ３連単： １２１，５４３，３００円 計： ３２０，６２６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ２８０円 � １，７２０円 枠 連（４－５） ９３０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ３，０５０円 �� ４，６８０円

３ 連 複 ��� １８，３１０円 ３ 連 単 ��� ６０，５７０円

票 数

単勝票数 計 １６３２６５ 的中 � ５５１８８（２番人気）
複勝票数 計 ３６８７４９ 的中 � １２４７１７（２番人気）� ２８３０９（３番人気）� ３５４７（７番人気）
枠連票数 計 ８７１６７ 的中 （４－５） ６９８２（３番人気）
馬連票数 計 ３８３１９５ 的中 �� ２９２６０（３番人気）
馬単票数 計 ３５０４４８ 的中 �� １４３８１（４番人気）
ワイド票数 計 １６３８６４ 的中 �� １２６３０（２番人気）�� １２３７（２２番人気）�� ７９８（２４番人気）
３連複票数 計 ４７４１４０ 的中 ��� １９１２（３０番人気）
３連単票数 計１２１５４３３ 的中 ��� １４８１（１１９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．０―１２．３―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．９―４８．２―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ リ ー ブ 
�
父 ス キ ャ ン 

�
母父 バンブーアトラス デビュー ２０１１．８．６ 小倉９着

２００９．５．４生 牝２鹿 母 エレガンスフリー 母母 ブルーエレガンス ７戦１勝 賞金 ９，５００，０００円

３３０４０１１月１３日 晴 良 （２３京都６）第４日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０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

７１０ ジークジオン 牡２栗 ５５ 北村 友一幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４７０＋ ８１：２２．９ ７．５�

４４ 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 ４５６－ ４ 〃 クビ ２．１�
２２ イントゥザストーム 牝２鹿 ５４ M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４０２－ ２ 〃 ハナ ２．９�

（伊）

５６ セルリアンラビット 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４４０－ ８１：２３．１１� ７３．８�
６９ 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 ４２０＋ ２１：２３．３１� １４６．５�
８１２ サトノオラクル 牡２栗 ５５ 幸 英明里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４０－ ６１：２３．４� １０．９	
６８ ヤマニンメンヒル 牡２鹿 ５５ 小牧 太土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４５２－ ２ 〃 クビ ２０．４

５７ リネンハウス 牡２栗 ５５ 川田 将雅戸山 光男氏 坂口 正則 新ひだか 嶋田牧場 ４９０－１４ 〃 ハナ ８０．１�
８１３ ヤマニンプチガトー 牝２栗 ５４ 藤田 伸二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ６０．２�
１１ マヤステッラ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４３２－１２１：２３．５クビ ２６３．９
３３ シゲルキンカン 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 下屋敷牧場 ４５０－ ４１：２３．６� ５４．９�
４５ タマモギャラクシー 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝タマモ� 川村 禎彦 日高 新井 昭二 ４６６＋ ８１：２４．０２	 １９．３�
７１１ 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 ４５０－１２１：２４．４２	 ２９．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，２４６，３００円 複勝： ３４，４６５，２００円 枠連： １１，６１９，４００円

馬連： ４１，７９３，０００円 馬単： ３４，０６８，５００円 ワイド： ２０，３３７，６００円

３連複： ５８，４２４，１００円 ３連単： １０８，５０３，５００円 計： ３２７，４５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（４－７） ５５０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ３８０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ６，５９０円

票 数

単勝票数 計 １８２４６３ 的中 � １９３９７（３番人気）
複勝票数 計 ３４４６５２ 的中 � ２６５９９（３番人気）� １５９４０８（１番人気）� ７６８８２（２番人気）
枠連票数 計 １１６１９４ 的中 （４－７） １５７８８（２番人気）
馬連票数 計 ４１７９３０ 的中 �� ３４８０１（２番人気）
馬単票数 計 ３４０６８５ 的中 �� １０３７１（７番人気）
ワイド票数 計 ２０３３７６ 的中 �� １４８３７（２番人気）�� １０５１９（４番人気）�� ４８８０３（１番人気）
３連複票数 計 ５８４２４１ 的中 ��� ６４８４０（１番人気）
３連単票数 計１０８５０３５ 的中 ��� １２１６８（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３４．８―４６．９―５９．０―１：１０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３６．０
３ ８，１０（１１，１３）（４，５）７，１（２，１２）６（３，９） ４ ８（１０，１１，１３）４（５，７，１２）（１，２，６）（３，９）

勝馬の
紹 介

ジークジオン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２０１１．７．１６ 京都６着

２００９．３．１３生 牡２栗 母 ウインクルアーリー 母母 レディダンジグ ５戦１勝 賞金 ６，３００，０００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。



３３０４１１１月１３日 晴 良 （２３京都６）第４日 第５競走 ��
��２，０００�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

２：００．７
１：５９．９

良

良

１２ ヒストリカル 牡２黒鹿５５ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４４２ ―２：０２．０ ６．７�

２４ カ ロ ッ サ ル 牡２鹿 ５５ 浜中 俊岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 ４７６ ― 〃 クビ ２１．８�
８１７ ヴァンガード 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９４ ―２：０２．１� １３．７�
７１５ ダークナイサー 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４７２ ―２：０２．３１� １９．７�
１１ ベールドインパクト 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９２ ― 〃 クビ １．８�

（伊）

５１０ キングブレイク 牡２栗 ５５
５４ ☆国分 恭介金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 ４９６ ―２：０２．５１� ７．４�

７１４ ハワイアンソルト 牡２芦 ５５ 小牧 太金子真人ホール
ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８０ ― 〃 クビ ３７．８


２３ リキサンドラゴン 牡２青鹿５５ 藤田 伸二 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６０ ―２：０２．６� ２０．１�
３５ ストレートラブ 牝２青鹿５４ 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６ ― 〃 クビ ９．９�
４８ コーラルグリッタ 牝２黒鹿５４ 池添 謙一�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４５６ ―２：０２．８１� ８８．５
８１８ シエルブリュ 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６ ―２：０２．９� ４７．３�
４７ ハ ナ ゾ ノ 牝２栗 ５４ 和田 竜二小田切有一氏 田中 章博 浦河 高野牧場 ４６２ ―２：０３．５３� １７６．８�
６１２ ミッキーバルーン 牡２栗 ５５ 田辺 裕信野田みづき氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５８ ―２：０３．７１� ８１．９�
５９ グレートサミット 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜太田 美實氏 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 ４８０ ―２：０４．０１� ２２６．４�
７１３ サルサキャスケード 	２鹿 ５５ 秋山真一郎伊藤 仁氏 藤沢 則雄 日高 白井牧場 ４４２ ―２：０５．２７ ４６２．７�
３６ 
 ワイドクロス 牡２栃栗５５ 後藤 浩輝幅田 昌伸氏 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ５０２ ―２：０５．８３� １２５．１�
８１６ コスモシエル 牝２栗 ５４ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 三村 卓也 ４４２ ―２：０６．４３� ３４８．１�
６１１ スマートアトラス 牡２栗 ５５ 北村 友一大川 徹氏 佐山 優 浦河 北光牧場 ５１６ ―２：０８．４大差 ２５７．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，３０７，２００円 複勝： ３２，０３５，５００円 枠連： １７，７８７，１００円

馬連： ４７，５１５，０００円 馬単： ３５，５０６，５００円 ワイド： ２１，０１６，４００円

３連複： ６２，９１６，９００円 ３連単： １０６，０１４，６００円 計： ３４８，０９９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２５０円 � ４５０円 � ３８０円 枠 連（１－２） ６８０円

馬 連 �� ４，１６０円 馬 単 �� ８，１６０円

ワ イ ド �� １，３５０円 �� １，２８０円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� １５，１９０円 ３ 連 単 ��� ７８，４００円

票 数

単勝票数 計 ２５３０７２ 的中 � ３００４１（２番人気）
複勝票数 計 ３２０３５５ 的中 � ３７４１２（３番人気）� １７６８５（６番人気）� ２１６１０（４番人気）
枠連票数 計 １７７８７１ 的中 （１－２） １９３９４（４番人気）
馬連票数 計 ４７５１５０ 的中 �� ８４４９（１４番人気）
馬単票数 計 ３５５０６５ 的中 �� ３２１２（２５番人気）
ワイド票数 計 ２１０１６４ 的中 �� ３８７５（１４番人気）�� ４０７５（１３番人気）�� ２６５６（２３番人気）
３連複票数 計 ６２９１６９ 的中 ��� ３０５８（４４番人気）
３連単票数 計１０６０１４６ 的中 ��� ９９８（２１９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１２．９―１３．１―１２．６―１２．５―１２．１―１１．８―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．６―３６．５―４９．６―１：０２．２―１：１４．７―１：２６．８―１：３８．６―１：５０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．２
１
３

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

２
４

９，８，１０（４，１５）（６，７）（３，１７）５（２，１２，１４）１６（１，１８）－１３＝１１・（９，８，１０，１５）（４，１７）７（３，１４）２（６，１２）１８（５，１６）１－１３＝１１
勝馬の
紹 介

ヒストリカル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００９．３．２７生 牡２黒鹿 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 カロッサル号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１７番への進路影響）
〔その他〕 ダークナイサー号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートアトラス号は，平成２３年１２月１３日まで平地競走に出走できない。
※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。

３３０４２１１月１３日 晴 良 （２３京都６）第４日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時５０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

１：２３．６
１：２３．１

重

重

６１２ マ シ ュ マ ロ 牝２白 ５４ 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４９４ ―１：２６．４ ３．６�

８１５ ワンダーアシャード 牡２栗 ５５ 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 ５０６ ―１：２６．８２� ２．８�
４７ スズノハヤブサ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二阿部 雅子氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 哲雄 ４７８ ―１：２７．４３� １０．９�
６１１ ヤマニンメダイユ 牡２鹿 ５５ 武 豊土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 ４７４ ―１：２７．９３ ５．５�
３５ シューサクオー 牡２鹿 ５５ M．デムーロ杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７２ ―１：２８．４３ ６．７�

（伊）

１２ シゲルナツミカン 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆国分 恭介森中 蕃氏 坪 憲章 日高 モリナガファーム ４５６ ―１：２８．６１� ２４．３�

２４ タマモコンサート 牡２鹿 ５５ 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新冠 小泉牧場 ４９６ ―１：２８．８１� ４５．８	
２３ ロングカリス 牝２青鹿５４ 渡辺 薫彦中井 敏雄氏 佐山 優 日高 天羽牧場 ４７８ ―１：２９．１２ １８６．１

７１４ キョウワリバティー 牡２鹿 ５５ 川島 信二�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４９０ ―１：２９．２クビ １１９．７�
１１ アートオブライツ 牝２鹿 ５４ 幸 英明小山 豊氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４６０ ―１：２９．４１� ９５．７
５９ メイショウゲンカイ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８２ ― 〃 クビ １４４．０�
３６ トルネードミノル 牡２鹿 ５５ 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４７８ ―１：２９．６１� ８４．８�
７１３ ゴールドマイスター 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６２ ―１：２９．９２ ３２７．２�
５１０ シーサフィール 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４６４ ―１：３０．１１� ２４．２�
８１６ レムチャバン 牡２栗 ５５ 太宰 啓介本間 茂氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４８８ ―１：３０．９５ ２５３．８�
４８ クリムゾンラヴ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊 �ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 ４３８ ―１：３８．６大差 ２６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，７０３，４００円 複勝： ２６，９９２，１００円 枠連： １５，５６５，８００円

馬連： ４６，７８４，８００円 馬単： ３２，９２５，３００円 ワイド： １９，７２２，５００円

３連複： ５７，６４６，４００円 ３連単： ９６，１２５，６００円 計： ３１９，４６５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（６－８） ３６０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ６５０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� ８，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２３７０３４ 的中 � ５３２１５（２番人気）
複勝票数 計 ２６９９２１ 的中 � ４５６５３（２番人気）� ６６５４３（１番人気）� ２７０６６（５番人気）
枠連票数 計 １５５６５８ 的中 （６－８） ３２０７６（１番人気）
馬連票数 計 ４６７８４８ 的中 �� ５３７３５（１番人気）
馬単票数 計 ３２９２５３ 的中 �� ２１４７５（１番人気）
ワイド票数 計 １９７２２５ 的中 �� １９２２０（１番人気）�� ６９３２（７番人気）�� ９６３１（５番人気）
３連複票数 計 ５７６４６４ 的中 ��� ２１５７３（４番人気）
３連単票数 計 ９６１２５６ 的中 ��� ８５７７（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．６―３５．７―４８．５―１：０１．７―１：１４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ シ ュ マ ロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．３．２３生 牝２白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリムゾンラヴ号は，平成２３年１２月１３日まで平地競走に出走できない。
※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 エイトビート号
※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。



３３０４３１１月１３日 晴 良 （２３京都６）第４日 第７競走 ��２，２００�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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

５７ サクセスパシュート 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠�嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 高昭牧場 ４６４＋１２２：１３．４ ９．５�

８１３ ファタモルガーナ �３鹿 ５５ 川島 信二 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 ４７６＋ ６ 〃 クビ １１．２�
７１０ タマモグランプリ �４鹿 ５７ 浜中 俊タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４３２± ０２：１３．５クビ ７．８�
５６ アドマイヤカーリン 牡３青鹿５５ 田辺 裕信近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７２± ０２：１３．７１� ４．５�
７１１ エルヴィスバローズ 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７６＋ ６ 〃 ハナ ３９．０�
１１ � シゲルナガマサ 牡４栗 ５７ 北村 友一森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 斉藤スタッド ４６２－ ９ 〃 ハナ １５９．０	
６８ ローレルジャブラニ 牡３鹿 ５５ 武 豊 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５１８＋ ８２：１３．９１� ３．２

４４ トーセンケイトゥー 牡３栗 ５５ 川田 将雅島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４２：１４．０クビ ５２．０�
２２ キングウェールズ 牡５鹿 ５７ M．デムーロ杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４４８－ ４ 〃 アタマ １２．２
（伊）

６９ グッドカフェ 牡３青鹿５５ 和田 竜二杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４７６－１６２：１４．１	 １７．３�
３３ アンバーシェード 牡３黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ５３８＋ ８２：１４．３１� ５．６�
４５ � タマモマーブル 牡３栗 ５５ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４７６－１０２：１４．５１� ３６．５�
８１２ ラインレグルス 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８６＋ ６２：１５．５６ １９９．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，２６７，６００円 複勝： ３２，７０２，４００円 枠連： １３，０６８，８００円

馬連： ５８，３０３，５００円 馬単： ３３，８７４，４００円 ワイド： ２２，８１０，１００円

３連複： ７２，６７７，２００円 ３連単： １２１，２９４，８００円 計： ３７３，９９８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３１０円 � ４９０円 � ２７０円 枠 連（５－８） ２，３９０円

馬 連 �� ７，９３０円 馬 単 �� １６，２００円

ワ イ ド �� １，９８０円 �� １，２２０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� １８，４８０円 ３ 連 単 ��� １３１，６５０円

票 数

単勝票数 計 １９２６７６ 的中 � １６０７６（５番人気）
複勝票数 計 ３２７０２４ 的中 � ２９１７８（５番人気）� １６０４３（７番人気）� ３４０７９（４番人気）
枠連票数 計 １３０６８８ 的中 （５－８） ４０４８（１０番人気）
馬連票数 計 ５８３０３５ 的中 �� ５４２７（２５番人気）
馬単票数 計 ３３８７４４ 的中 �� １５４４（５２番人気）
ワイド票数 計 ２２８１０１ 的中 �� ２７９８（２５番人気）�� ４６７３（１８番人気）�� ４５８０（１９番人気）
３連複票数 計 ７２６７７２ 的中 ��� ２９０３（５７番人気）
３連単票数 計１２１２９４８ 的中 ��� ６８０（３５９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．１―１１．９―１１．９―１２．６―１３．２―１２．３―１２．１―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．４―３５．５―４７．４―５９．３―１：１１．９―１：２５．１―１：３７．４―１：４９．５―２：０１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
１
３
１＝３－（４，６）８，７（２，９）（１１，１２）１３，１０－５
１＝３（４，６）２（７，８）（１０，１１，９，１２）１３，５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サクセスパシュート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１１．３．１９ 阪神８着

２００８．４．１７生 牡３鹿 母 リアフォーモサ 母母 Sex Appeal ５戦２勝 賞金 １５，０５２，０００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。

３３０４４１１月１３日 晴 良 （２３京都６）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 １０，４００，０００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

８１６ サンライズクォリア 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４７６－ ２１：５２．２ ３．０�

２４ ナリタスプリング 牡４青鹿５７ 福永 祐一�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ５０６± ０１：５２．３� ３．１�
７１３ ナムラブレット 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４５４－ ２ 〃 クビ ２２．１�
３６ � ボリュームゾーン 牡４鹿 ５７ 北村 友一加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４９２± ０１：５２．４クビ １７．３�
５１０ トシザツンツン 牡３芦 ５５ M．デムーロ上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ５０２± ０ 〃 クビ ３０．５�

（伊）

６１２ メイショウエバモア 牡４芦 ５７ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５１０＋ ６１：５２．５クビ １４．０�
１２ ヴィーヴァギブソン 牡４鹿 ５７ 浜中 俊芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５１０± ０１：５２．７１	 ２８．６	
３５ メイショウゾウセン 牡３黒鹿５５ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４６２－ ２１：５３．０２ ５．７

７１４ スマイルミッキー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４８６＋ ８１：５３．３１
 １３４．９�
４７ テ ツ キ セ キ 牡５黒鹿５７ 幸 英明木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３６－ ２ 〃 ハナ ２９．６�
１１ グ ラ ン ス 牝３鹿 ５３ 小牧 太吉田 千津氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６４－ ４ 〃 ハナ １７．７
４８ フロムジオリエント 牡５青鹿５７ 田辺 裕信 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５１４－ ４ 〃 クビ １８．９�
２３ ツルマルシルバー 牡７芦 ５７

５６ ☆高倉 稜鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８２＋ ２１：５３．４クビ １８７．１�
８１５ マルタカタキオン 牡８栗 ５７ 芹沢 純一國立 治氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ５００± ０１：５４．２５ １８７．４�
５９ パルクエスト 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 B５２２＋ ２１：５４．９４ １９４．７�
６１１� トウショウデザイア 牡５鹿 ５７ 川島 信二トウショウ産業� 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 ４５８＋ ４１：５５．３２� １０２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８９８，３００円 複勝： ３２，５４６，１００円 枠連： １６，２４１，５００円

馬連： ６１，４７９，５００円 馬単： ３７，２１１，２００円 ワイド： ２５，５１１，４００円

３連複： ８１，４６７，２００円 ３連単： １３６，９２４，９００円 計： ４１０，２８０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ３００円 枠 連（２－８） ４２０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ６９０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� ４，６６０円

票 数

単勝票数 計 １８８９８３ 的中 � ５１０１７（１番人気）
複勝票数 計 ３２５４６１ 的中 � ８３５３７（２番人気）� ８３８９６（１番人気）� １７７１１（６番人気）
枠連票数 計 １６２４１５ 的中 （２－８） ２８９１０（１番人気）
馬連票数 計 ６１４７９５ 的中 �� １２１４９４（１番人気）
馬単票数 計 ３７２１１２ 的中 �� ３４０６５（１番人気）
ワイド票数 計 ２５５１１４ 的中 �� ４１７６５（１番人気）�� ７９５４（５番人気）�� ７５１８（６番人気）
３連複票数 計 ８１４６７２ 的中 ��� ４０２１４（２番人気）
３連単票数 計１３６９２４９ 的中 ��� ２１７２３（３番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．４―１２．３―１２．３―１３．０―１２．９―１２．８―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．４―３５．７―４８．０―１：０１．０―１：１３．９―１：２６．７―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．３
１
３
１１（１２，１４）５，１０，９，１，８，７，４（２，１３）－１６（６，１５）－３・（１１，１４）（１０，１２）５（１，９）（７，４，８）（２，１３）－（６，１６）１５，３

２
４

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

勝馬の
紹 介

サンライズクォリア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．７．１１ 阪神７着

２００７．３．４生 牡４鹿 母 プレシャスキール 母母 マルゼンキール １２戦３勝 賞金 ４０，１７８，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※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。



３３０４５１１月１３日 晴 良 （２３京都６）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

き ぎ く

黄 菊 賞
発走１４時２５分 （芝・右・外）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００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

１：４６．７
１：４６．６

良

良

３３ ブライトライン 牡２青 ５５ M．デムーロ�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６＋ ２１：４７．５ ４．１�
（伊）

７８ プレミアムブルー 牡２栗 ５５ 和田 竜二 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 ４６８± ０ 〃 アタマ ３５．５�
６６ ヴィルシーナ 牝２青 ５４ 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ２１：４７．６� ２．８�
２２ ローレルブレット 牡２黒鹿５５ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４４４－ ２ 〃 ハナ １２．７�
８１０ メイショウグラハム 牡２栗 ５５ 蛯名 正義松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 ４８０＋１０１：４７．７� ６．３�
５５ メイショウカドマツ 牡２栗 ５５ 岩田 康誠松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５１０± ０１：４７．９１ １４．１�
１１ ラフィングインメイ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊 	社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋１２１：４８．２１� ６．１

８９ ブライティアトップ 牝２黒鹿５４ 幸 英明小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４６４－ ２１：４８．６２� ４５．１�
４４ アドマイヤトライ 牡２黒鹿５５ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４１：４８．７� １１．５�
７７ ヴュルデバンダム 牝２青鹿５４ 武 豊山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４３６－１４１：４９．０２ ２２．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３５，３５５，１００円 複勝： ５２，９４３，６００円 枠連： １７，１７２，９００円

馬連： ９７，４８３，６００円 馬単： ６７，１９６，２００円 ワイド： ３４，１８６，８００円

３連複： １０４，８３７，４００円 ３連単： ２２６，７７１，９００円 計： ６３５，９４７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � ７５０円 � １３０円 枠 連（３－７） ３，５２０円

馬 連 �� ８，３３０円 馬 単 �� １０，５００円

ワ イ ド �� ２，４００円 �� ２５０円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� ８，７５０円 ３ 連 単 ��� ７０，９８０円

票 数

単勝票数 計 ３５３５５１ 的中 � ６９３７１（２番人気）
複勝票数 計 ５２９４３６ 的中 � １１８８５８（２番人気）� １０９７５（１０番人気）� １３５０５３（１番人気）
枠連票数 計 １７１７２９ 的中 （３－７） ３６０２（１９番人気）
馬連票数 計 ９７４８３６ 的中 �� ８６４０（２６番人気）
馬単票数 計 ６７１９６２ 的中 �� ４７２５（４２番人気）
ワイド票数 計 ３４１８６８ 的中 �� ３１０６（２８番人気）�� ４１９９８（１番人気）�� ３２２８（２７番人気）
３連複票数 計１０４８３７４ 的中 ��� ８８４９（３１番人気）
３連単票数 計２２６７７１９ 的中 ��� ２３５８（２２８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．７―１２．３―１２．２―１１．９―１１．９―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．５―４７．８―１：００．０―１：１１．９―１：２３．８―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライトライン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 King of Kings デビュー ２０１１．９．４ 小倉４着

２００９．５．６生 牡２青 母 シェリーズスマイル 母母 Thunder Maid ４戦２勝 賞金 １８，３１７，０００円
〔制裁〕 プレミアムブルー号の騎手和田竜二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（３番・１０番への進

路影響）
※ヴュルデバンダム号は，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。

３３０４６１１月１３日 晴 良 （２３京都６）第４日 第１０競走 ��
��２，０００�ドンカスターカップ

発走１５時００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
ドンカスター競馬場賞（１着）

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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．８
１：５６．１

良

良

２２ ダ コ ー ル 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８＋ ４１：５９．０ ２．６�

７７ サトノシュレン 牡３黒鹿５５ M．デムーロ里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 ４８０＋１２１：５９．６３� ６．８�
（伊）

３３ アドマイヤラクティ 牡３鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ８ 〃 クビ ３．５�
８１０ ロードラテアート 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４８２－ ２１：５９．８１� ４２．０�
６６ 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 ４７０－ ８ 〃 ハナ １０．８�
８９ 	 イグゼキュティヴ 牡５鹿 ５７ 幸 英明岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 B５００－１８２：００．０１� ２６．０�
１１ ロードオブザリング 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４９８－ ２２：００．１� ５．８	
７８ ラヴィンライフ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 
サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ２２：００．８４ ５３．８�
４４ スーサングレート 牡３栗 ５５ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B４９８＋ ２２：０１．０１� ５３．０�
５５ ヴ ィ ジ ャ イ 牡３鹿 ５５ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１０＋２２２：０１．５３ １３．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３８，６５９，１００円 複勝： ６７，４０７，５００円 枠連： ２０，６２７，９００円

馬連： １２２，０６５，０００円 馬単： ７３，３９９，０００円 ワイド： ４２，３１４，３００円

３連複： １４０，６２２，７００円 ３連単： ３２８，９５６，５００円 計： ８３４，０５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（２－７） ８１０円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １７０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ５，２４０円

票 数

単勝票数 計 ３８６５９１ 的中 � １１９１０７（１番人気）
複勝票数 計 ６７４０７５ 的中 � ２４９８５８（１番人気）� ５１７７８（５番人気）� １３３６３６（２番人気）
枠連票数 計 ２０６２７９ 的中 （２－７） １９０２０（３番人気）
馬連票数 計１２２０６５０ 的中 �� ９２５０９（３番人気）
馬単票数 計 ７３３９９０ 的中 �� ３４６６９（４番人気）
ワイド票数 計 ４２３１４３ 的中 �� ２６８０４（３番人気）�� ８１８７４（１番人気）�� １６４７０（８番人気）
３連複票数 計１４０６２２７ 的中 ��� １１１４２２（３番人気）
３連単票数 計３２８９５６５ 的中 ��� ４６３６０（１３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．６―１１．８―１２．０―１１．９―１１．５―１１．５―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．４―３７．０―４８．８―１：００．８―１：１２．７―１：２４．２―１：３５．７―１：４７．４

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ダ コ ー ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．１０．３１ 京都１着

２００８．３．１７生 牡３鹿 母 アジアンミーティア 母母 Trolley Song １２戦３勝 賞金 ６４，７４７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。

２レース目



３３０４７１１月１３日 晴 良 （２３京都６）第４日 第１１競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��２，２００�第３６回エリザベス女王杯（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

牝，３歳以上；負担重量は，３歳５４�４歳以上５６�
エリザベス女王杯・京都府知事賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９０，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，０００，０００円
付 加 賞 ３，９４８，０００円 １，１２８，０００円 ５６４，０００円
生産者賞
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

２：１０．２
２：１０．１
２：１１．２

稍重

良

良

８１８� スノーフェアリー 牝４鹿 ５６ R．ムーア アナモイン社 E．ダンロップ 愛 Windflower Over-
seas Holdings Inc ４７２ ２：１１．６ ２．７�

（Snow Fairy（IRE）） （英） （英）

１１ アヴェンチュラ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４ 〃 クビ ４．８�
２４ ア パ パ ネ 牝４鹿 ５６ 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 ４９６－ ６２：１１．８１ １０．０�
２３ ホエールキャプチャ 牝３芦 ５４ 池添 謙一嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ４２：１２．０１� １１．４�
５９ レインボーダリア 牝４栗 ５６ 川田 将雅田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５４－１６２：１２．２１ ２３８．８�
３５ ワルキューレ 牝７青 ５６ 和田 竜二岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 インターナシヨナル牧場 ４９４± ０２：１２．４１	 １０４．３	
６１２ シンメイフジ 牝４鹿 ５６ 北村 友一織田 芳一氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４７８＋２０ 〃 クビ ３４３．７

５１０ フミノイマージン 牝５鹿 ５６ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４７６＋ ２２：１２．５クビ １９．８�
１２ イタリアンレッド 牝５鹿 ５６ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２２：１２．７１� １０．５�
６１１ ブロードストリート 牝５鹿 ５６ 藤田 伸二下河行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５０－ ２２：１２．９１	 １０１．３�
４８ レーヴディソール 牝３芦 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４８０＋２０ 〃 クビ ７．３�
７１５ エリンコート 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２ 〃 ハナ ９９．１�
４７ アニメイトバイオ 牝４栗 ５６ 田辺 裕信バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４ 〃 ハナ ２５．８�
８１６ グルヴェイグ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４６－ ４２：１３．０
 ５６．６�
７１３ オールザットジャズ 牝３鹿 ５４ 小牧 太市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４４４－１４２：１３．１クビ １９４．１�
７１４� ダンシングレイン 牝３栗 ５４ J．ムルタ M.J.&L.A．テイラー W．ハガス 愛 Swetten-

ham Stud ４８８ ２：１３．４１
 １１．７�
（Dancing Rain（IRE）） （英） （愛）

８１７ レディアルバローザ 牝４鹿 ５６ 武 豊 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４８６＋ ２２：１３．９３ ６７．８�
３６ サンテミリオン 牝４黒鹿５６ M．デムーロ吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６０－ ８２：１４．０� ８５．７�

（伊）

（１８頭）

売 得 金
単勝： ５１２，４２２，０００円 複勝： ５０８，３２９，７００円 枠連： ４９６，５２２，５００円 馬連： ２，０８０，２６１，０００円 馬単： １，１４１，３９７，８００円

ワイド： ５７２，２８０，５００円 ３連複： ２，７０６，０７０，７００円 ３連単： ５，７７９，１６３，２００円 ５重勝： １，０１２，８４１，９００円 計： １４，８０９，２８９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（１－８） ４４０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ８００円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，５２０円 ３ 連 単 ��� ９，４３０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����� １９２，５００円

票 数

単勝票数 計５１２４２２０ 的中 � １５２２８０３（１番人気）
複勝票数 計５０８３２９７ 的中 � １２０３０４８（１番人気）� １０００８８５（２番人気）� ３５４０６４（６番人気）
枠連票数 計４９６５２２５ 的中 （１－８） ８３３４８３（１番人気）
馬連票数 計２０８０２６１０ 的中 �� ２２０９５１３（１番人気）
馬単票数 計１１４１３９７８ 的中 �� ７３１６０４（１番人気）
ワイド票数 計５７２２８０５ 的中 �� ５８６８１３（１番人気）�� １６５０３７（９番人気）�� １６２４７５（１０番人気）
３連複票数 計２７０６０７０７ 的中 ��� ７９４８７７（５番人気）
３連単票数 計５７７９１６３２ 的中 ��� ４５２３７５（８番人気）
５重勝票数 計１０１２８４１９ 的中 ����� ３８８３

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．４―１１．５―１１．７―１２．４―１２．８―１１．８―１１．８―１２．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２２．９―３４．３―４５．８―５７．５―１：０９．９―１：２２．７―１：３４．５―１：４６．３―１：５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３７．１
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�スノーフェアリー �
�
父 Intikhab �

�
母父 Charnwood Forest （２戦２勝 賞金 １８７，８１２，０００円）

２００７．２．１２生 牝４鹿 母 Woodland Dream 母母 Fantasy Girl

※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。

３３０４８１１月１３日 晴 良 （２３京都６）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�京都ロイヤルプレミアム

発走１６時２０分 （ダート・右）

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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

８１５ トウショウカズン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５２６－ ８１：２４．０ ５．３�

６１１ アドマイヤサガス 牡３青 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５０８－ ４ 〃 ハナ ４．２�
１１ � アイアムルビー 牝４栗 ５５ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４５０＋ ８１：２４．１� ９．８�
２３ セイカプリコーン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４８８＋ ４１：２４．４２ ３．６�
６１０ トウショウクエスト 牡６栗 ５７ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５４２＋ ４ 〃 ハナ ３１．１�
３５ ヤマノサファイア 牡３栗 ５６ 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４４０－ ４１：２４．６１ ５．７�
４７ メモリアルイヤー 牝３栗 ５４ 浜中 俊西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４７８± ０１：２４．８１	 ２７．０	
２２ スペシャルクイン 牝５青鹿５５ 武 英智菅藤 宗一氏 昆 貢 浦河 小池 博幸 ４６０＋ ４１：２４．９� ２２５．２

３４ ハードウォン 牡５鹿 ５７ 国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４７８＋ ４１：２５．１１	 １８１．３�
７１２ メイショウイッキ 牡６鹿 ５７ 石橋 守松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４７０＋ ６ 〃 ハナ ２００．５
８１４ オースミイージー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ １０７．８�
４６ トーセンピングス 牡５芦 ５７ 太宰 啓介島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ５６６－ ８１：２５．２
 ２３．２�
７１３ エアティアーモ 牝４青鹿５５ 四位 洋文 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７０－ ６１：２５．４
 ２１．０�
５８ � プラチナメーン 牡６栗 ５７ 小牧 太広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ５０６－ ４１：２５．６
 １７１．２�
５９ ハクバドウジ 牡６芦 ５７ 田辺 裕信�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５１２－ ４１：２６．４５ ６５．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８２，９７６，５００円 複勝： １１２，４９３，７００円 枠連： ５５，７５６，６００円

馬連： ２６４，２２１，５００円 馬単： １５７，４６８，３００円 ワイド： ９４，９５３，７００円

３連複： ３２８，２２８，０００円 ３連単： ６８８，３９８，７００円 計： １，７８４，４９７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ３１０円 枠 連（６－８） ８００円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド �� ４００円 �� １，０３０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３，４１０円 ３ 連 単 ��� １７，９００円

票 数

単勝票数 計 ８２９７６５ 的中 � １３２９４８（３番人気）
複勝票数 計１１２４９３７ 的中 � １８８３９４（３番人気）� ２０８１２２（２番人気）� ８３３５９（５番人気）
枠連票数 計 ５５７５６６ 的中 （６－８） ５５５６６（２番人気）
馬連票数 計２６４２２１５ 的中 �� ２３０９９４（２番人気）
馬単票数 計１５７４６８３ 的中 �� ５８５７２（７番人気）
ワイド票数 計 ９４９５３７ 的中 �� ６７６３７（４番人気）�� ２２８９１（１０番人気）�� ２８１１１（８番人気）
３連複票数 計３２８２２８０ 的中 ��� ７５７１６（８番人気）
３連単票数 計６８８３９８７ 的中 ��� ３０２９７（４３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．２―１２．１―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．９―４７．１―５９．２―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウカズン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１．２３ 京都５着

２００７．２．１５生 牡４鹿 母 バージントウショウ 母母 タバサトウショウ １４戦５勝 賞金 ６９，３９２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔制裁〕 メモリアルイヤー号の騎手浜中俊は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

５レース目



（２３京都６）第４日 １１月１３日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６４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

３５１，６２０，０００円
４，３１０，０００円
１６，３９０，０００円
６，７９０，０００円
３３，１６０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

５７，４６８，０００円
４，９３０，０００円
１，６２３，６００円

勝馬投票券売得金
８２５，９７７，８００円
１，０２６，４０１，９００円
６９１，７０４，１００円
２，９３０，１５７，８００円
１，７１０，２５５，７００円
９００，９９７，０００円
３，７５４，８７５，５００円
７，９１３，１６５，９００円
１，０１２，８４１，９００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 ２０，７６６，３７７，６００円

総入場人員 ５７，３４７名 （有料入場人員 ５４，３４５名）


