
３２０７３１１月２５日 晴 良 （１８京都６）第７日 第１競走 １，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５分 （ダート・右）

若手騎手，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

１：１１．６
１：１０．９

良

不良

３３ ロードクルーザー 牡２鹿 ５５ 小坂 忠士 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５０２± ０１：１２．７ ４．４�

５７ シャンパンゴールド �２鹿 ５５
５２ ▲北村 友一吉田 照哉氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：１３．２３ ７．２�

１１ セレブラール 牝２栗 ５４
５３ ☆吉田 隼人 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 三石 土居 忠吉 ４７０＋ ２１：１３．５２ ４．２�
６１０� グランプリサクセス 牡２芦 ５５ 柴原 央明�グランプリ 藤岡 健一 鵡川 東振牧場 ４４６－ ４１：１４．１３� １３１．１�
６９ � ゴールデンシャイン 牡２鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４６４＋ ８１：１４．３１� ２．２�
５８ オーナードリーム 牡２鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅佐々木実子氏 湯浅 三郎 浦河 オーナー牧場 ４９６＋ ２１：１４．９３� １４２．１	
７１２� ヒシカツフェアー 牝２黒鹿５４ 生野 賢一阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４７４－ ２ 〃 クビ ６０．２

３４ シルクヘラクレス 牡２栗 ５５ 難波 剛健有限会社シルク田島 良保 新冠 渕瀬フアーム ４８８＋ ６１：１５．１１� １５６．３�
７１１ リバートーマス 牡２栗 ５５ 北村 浩平河越 武治氏 須貝 彦三 門別 小岩ファーム B４６４± ０１：１５．４２ ２２２．５�
８１３ ケイウンファミリー 牝２青鹿 ５４

５１ ▲上野 翔鋤元 節夫氏 松永 昌博 新冠 村上 雅規 ４４４－ ２１：１５．５� １７．６
４６ オグリスペシャル 牡２鹿 ５５

５２ ▲田中 克典小栗 孝一氏 瀬戸口 勉 三石 稲葉牧場 ４５８＋１２１：１６．１３� １２．７�
８１４� ヤマニンイグジスト 牡２栗 ５５

５４ ☆鮫島 良太土井 薫氏 浅見 秀一 門別 宝寄山牧場 ４６４＋ ８１：１６．２クビ ８４．１�
４５ � テイエムビックイ 牝２鹿 ５４ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４３８＋１８１：１６．６２� ４６３．９�
２２ � カシノコールテン 牝２鹿 ５４

５２ △塚田 祥雄柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ４５８＋ ２１：１７．０２� ５３９．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，１２８，９００円 複勝： １９，９４８，６００円 枠連： １５，２１５，９００円

普通馬連： ５７，００３，４００円 馬単： ５８，２１３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２３９，５００円

３連複： ８５，８０２，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２６８，５５１，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（３－５） １，１６０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ４４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，７４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５１２８９ 的中 � ２７２１５（３番人気）
複勝票数 計 １９９４８６ 的中 � ３８０７１（２番人気）� ２６９０３（３番人気）� ２３３９６（４番人気）
枠連票数 計 １５２１５９ 的中 （３－５） ９６９８（６番人気）
普通馬連票数 計 ５７００３４ 的中 �� ３０４２８（６番人気）
馬単票数 計 ５８２１３１ 的中 �� １８０２４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２３９５ 的中 �� ９８５９（４番人気）�� ９８３５（５番人気）�� ６９４５（８番人気）
３連複票数 計 ８５８０２５ 的中 ��� ２３１８３（９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．８―１２．５―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．５―４８．０―１：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．２
３ ３（７，１３）（１，１４）６，１０－９，１２（８，４）５（２，１１） ４ ・（３，７）（１，１３）（１０，１４，６）－（８，９，１２）４，５，１１，２

勝馬の
紹 介

ロードクルーザー �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Darby Creek Road デビュー ２００６．７．２２ 小倉２着

２００４．４．３０生 牡２鹿 母 ダービーズドーター 母母 Suddenly Big ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノコールテン号は，平成１９年１月２５日まで平地競走に出走できない。



３２０７４１１月２５日 晴 良 （１８京都６）第７日 第２競走 ��
��１，２００�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

１：０８．５
１：０７．８

良

良

７１３ エーシンエスヴィー 牡２芦 ５５ 福永 祐一平井 宏承氏 瀬戸口 勉 浦河 栄進牧場 ４９６＋ ４１：０９．９ ７．１�

５８ シルクレグナム 牡２鹿 ５５ 江田 照男有限会社シルク山内 研二 鵡川 上水牧場 ４６６＋ ２１：１０．１１� ３．２�
４７ スプラッシュアウト 牡２鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４２６－ ２ 〃 ハナ ９．４�

４６ � クリップフェアリー 牝２栗 ５４ 川島 信二齊藤 雅志氏 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 ４２６± ０１：１０．５２� １５４．８�
３４ タニノロッキー 牡２栗 ５５ 長谷川浩大谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４５２＋ ２ 〃 ハナ ４．７�
８１５� バーグドール 牝２鹿 ５４ M．モンテリーゾ 松岡 隆雄氏 石坂 正 門別 下河辺牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ３．３�

（伊）

５９ ショウナンライジン 牡２芦 ５５
５４ ☆吉田 隼人国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９６－ ２ 〃 アタマ ２１．１	
６１１ ポールシャトル 牡２栗 ５５ 中舘 英二宮原 廣伸氏 昆 貢 静内 グランド牧場 ５０２＋１４１：１１．０３ １１．６

６１０ ヒノデプリンセス 牝２鹿 ５４

５１ ▲上野 翔北所 直人氏 野村 彰彦 新冠 小泉牧場 ４４２－ ２ 〃 ハナ ３０５．１�
８１４� ルナヴァレー 牡２栗 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４７８－ ２１：１１．３１	 ８７．８�
２３ マイプライド 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介鳴戸 雄一氏 田所 秀孝 新冠 新冠橋本牧場 ４１８－ ６１：１１．４	 １７０．９
３５ � エムオーチェイサー 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介大浅 貢氏 服部 利之 静内 片岡 博 B４３８± ０１：１１．５	 ２５８．４�
２２ タカオストロング 牡２黒鹿５５ 野元 昭嘉櫻井 登氏 野元 昭 新冠 川上 悦夫 ４６２－ ６１：１１．６� ２２７．７�
１１ シゲルアイタ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲北村 友一森中 蕃氏 坪 憲章 青森 諏訪牧場 ４０６－ ４ 〃 クビ ４３５．０�
７１２� メイショウマサル 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ５５２＋ ６１：１３．８大差 １４９．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，０６３，４００円 複勝： ２３，５６４，９００円 枠連： １７，４５５，３００円

普通馬連： ７９，２４４，０００円 馬単： ６６，３６５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５０４，４００円

３連複： ９０，５７６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３１３，７７３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（５－７） １，０９０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ９６０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６０６３４ 的中 � １７８５５（４番人気）
複勝票数 計 ２３５６４９ 的中 � ２４３６９（４番人気）� ５７５１３（１番人気）� ２３９０８（５番人気）
枠連票数 計 １７４５５３ 的中 （５－７） １１８２７（５番人気）
普通馬連票数 計 ７９２４４０ 的中 �� ４１３４３（６番人気）
馬単票数 計 ６６３６５３ 的中 �� １７２６３（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５０４４ 的中 �� １１７８２（５番人気）�� ４９２１（１３番人気）�� １３０６３（４番人気）
３連複票数 計 ９０５７６２ 的中 ��� ２３４５２（１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．３―１１．４―１１．５―１２．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンエスヴィー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．７．１６ 小倉１５着

２００４．４．１０生 牡２芦 母 エイシンビーナス 母母 ブランシユレイン ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 エムオーチェイサー号の騎手太宰啓介は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。

スプラッシュアウト号の騎手田村太雅は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 メイショウマサル号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。



３２０７５１１月２５日 晴 良 （１８京都６）第７日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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
１：４６．７

良

良

７１３� グッドラックアワー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一寺田千代乃氏 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４７２± ０１：４８．５ １．５�

３５ � ヒラボクロイヤル 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ４８４＋ ６１：４８．６� ２．９�
３６ ハードシーキング 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 ４９４－ ４１：４９．０２� ３３．９�
４８ � ディジュリドゥー 牡２鹿 ５５ 川島 信二�錦岡牧場 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ １２．０�
５１０� ゴールドネオ 牡２鹿 ５５ 中舘 英二 �ゴールドレーシング 領家 政蔵 愛 Swordle-

stown Stud ４８８＋ ２１：４９．４２� ３２．８�
６１２�	 エプソムブラスト 牡２鹿 ５５ 石山 繁 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 浜田 光正 静内 カントリー牧場 ４３２－ ２１：４９．７２ ３３６．８�
８１６ シゲルタックフィリ 牡２青鹿５５ 田嶋 翔森中 蕃氏 小島 貞博 三石 中橋 正 ４８４＋ ２１：４９．８� ４３０．１	
４７ � マイグッドフェロー 牡２鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４５８＋ ４ 〃 ハナ １４４．２

２３ イノチノアカリ 牝２栗 ５４

５３ ☆鮫島 良太小林 祥晃氏 武 邦彦 静内 服部 牧場 ４４４－ ２１：５０．１１
 １２１．１�
１１ � マックスウィルドゥ 牡２鹿 ５５ 芹沢 純一田所 英子氏 西浦 勝一 門別 天羽牧場 ４８２－ ４１：５０．２� ２０２．９�
５９ � ドリームフライト 牡２栗 ５５ 高野 容輔吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ４８４± ０１：５０．３クビ ３７８．５
７１４� シャイニーハンター 牡２黒鹿５５ 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５５０＋ ２１：５０．５１ ３０．２�
１２ � ライディングシチー 牝２鹿 ５４

５２ △塚田 祥雄 �友駿ホースクラブ 小西 一男 門別 富川田中牧場 ４３４－ ６１：５０．６
 ４１８．０�
８１５� カネコメアクティブ 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉�岡 義雄氏 野元 昭 白老 社台牧場 ４５６＋ ２１：５１．６６ ４５５．５�
２４ テイエムシップウ 牡２栗 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 静内 千代田牧場 ４６０＋ ２１：５１．９２ ３２．０�
６１１ ベストキッド 牡２栗 ５５ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４３０－ ２１：５２．５３� ２４７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４１２，３００円 複勝： ２３，２２２，８００円 枠連： ２４，７９２，３００円

普通馬連： ８０，６３９，３００円 馬単： １０３，４４５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９６３，４００円

３連複： １１８，２６６，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４０２，７４２，１００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（３－７） １６０円

普通馬連 �� １８０円 馬 単 �� ２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ３９０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６４１２３ 的中 � １４１１６６（１番人気）
複勝票数 計 ２３２２２８ 的中 � ８７１６９（１番人気）� ６３９２０（２番人気）� １３６５１（４番人気）
枠連票数 計 ２４７９２３ 的中 （３－７） １１６５５６（１番人気）
普通馬連票数 計 ８０６３９３ 的中 �� ３３９３７６（１番人気）
馬単票数 計１０３４４５３ 的中 �� ２９５６２３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９６３４ 的中 �� ９３８２９（１番人気）�� １１３２７（５番人気）�� １０５６４（６番人気）
３連複票数 計１１８２６６７ 的中 ��� １３３９５２（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．８―１２．３―１２．４―１２．２―１１．９―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３５．８―４８．１―１：００．５―１：１２．７―１：２４．６―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
３ ・（１，６）１０（１２，１５）（７，１３，１６）５（２，４，８，１１）１４（３，９） ４ ・（１，６）－（１２，１０，１３）（７，５，１６）（２，１５，８）（４，３，１４，１１）９

勝馬の
紹 介

�グッドラックアワー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Star de Naskra デビュー ２００６．１１．４ 京都２着

２００４．２．２３生 牡２鹿 母 パンパードスター 母母 Pacara ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



３２０７６１１月２５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８京都６）第７日 第４競走 ��３，１７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１７．１１．２６以降未出走馬および未勝利馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：２８．４良・良

３４ � ビジネスサイクル �７栗 ５９ 宗像 徹島田 久氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ４１６－ ２３：３４．８ １３．５�

３３ � デンコウグリーン 牡３鹿 ５８ 林 満明田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 本巣 敦 ４６８＋ ４３：３４．９� ７．６�
４６ �� フミノトキメキ 牡５鹿

６３
６０ ▲船曳 文士谷 二氏 目野 哲也 浦河 �原 敏明 ５１０＋ ６３：３５．０	 ２．３�

４５ ラブアフェアー 牡４黒鹿６０ 西谷 誠�協栄 瀬戸口 勉 門別 日高大洋牧場 ４８８± ０３：３５．１� ８．３�
７１２ ランドブラザー 牡５栗 ６０ 嘉堂 信雄木村 善一氏 福島 勝 静内 高橋 修 ５０２± ０３：３５．４１� ３０．２�
６１０� マイビッグドリーム 牡５栗 ５９ 内田 浩一小川 勲氏 武 宏平 浦河 安原 実 ４４０± ０３：３５．９３ ４０．７	
５８ シャンディムーン 牝５鹿 ５８ 白坂 聡小林 久義氏 高橋 隆 静内 桜井牧場 ４４２± ０３：３６．１１
 ２０８．１

７１１� ヤシャボサツ 牝６鹿 ５８ 佐久間寛志北村実地子氏 古川 平 浦河 向別牧場 ４８６－ ２３：３６．６３ ４５．２�
５７ � ダイゴシラギク 牝４鹿 ５８ 黒岩 悠長谷川光司氏 小原伊佐美 静内 岡田牧場 ４１６＋ ２ 〃 アタマ ９４．６�
２２ ラフハーティリー 牡５栗 ６０ 南井 大志小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４３８＋ ２３：３６．７	 ３．９
８１３� メイショウピューマ 牡５鹿 ６０ 菊地 昇吾松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８６± ０３：４０．４大差 ７６．３�
１１ � メイショウイグアス 牡３黒鹿５８ 小坂 忠士松本 和子氏 田島 良保 三石 水丸牧場 ４６６＋ ６３：４１．５７ １５．０�
８１４ リキアイガイセン 牡５鹿 ５９ 沢 昭典高山 幸雄氏 菅原 泰夫 静内 岡田牧場 B４８６－ ６３：４２．５６ １３９．２�
６９ � シゲルフドウカブ 牡３鹿 ５８ 今村 康成森中 蕃氏 田中 章博 浦河 猿橋 義昭 ４５８＋ ４ （競走中止） ２３．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，０７５，０００円 複勝： １４，１３２，１００円 枠連： ２４，３３１，４００円

普通馬連： ５９，２２０，５００円 馬単： ６１，３５４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５０８，４００円

３連複： １００，９６９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２９１，５９１，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ２５０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（３－３） ５，２９０円

普通馬連 �� ３，９９０円 馬 単 �� ９，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� ５８０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ３，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４０７５０ 的中 � ８２４８（５番人気）
複勝票数 計 １４１３２１ 的中 � １２５６１（５番人気）� １５１０７（３番人気）� ３５９８８（１番人気）
枠連票数 計 ２４３３１４ 的中 （３－３） ３３９５（１８番人気）
普通馬連票数 計 ５９２２０５ 的中 �� １０９５９（１４番人気）
馬単票数 計 ６１３５４６ 的中 �� ４５４９（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５０８４ 的中 �� ３４７４（１４番人気）�� ７６４０（５番人気）�� ８９８３（４番人気）
３連複票数 計１００９６９４ 的中 ��� １９８１０（９番人気）

上り １マイル １：４６．１ ４F ５２．２－３F ３９．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ビジネスサイクル �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 ナ オ キ デビュー ２００１．１１．２４ 中京１１着

１９９９．３．１３生 �７栗 母 ミスクレマチス 母母 クラウンロイヤル 障害：２５戦２勝 賞金 ５１，１５０，０００円
〔競走中止〕 シゲルフドウカブ号は，競走中に疾病〔左第１指関節開放性脱臼〕を発症したため２周目４コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アドマイヤホープ号・キャピタルゲイン号・テイエムキャット号・ワンモアディネロ号



３２０７７１１月２５日 晴 良 （１８京都６）第７日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

５９ � コ ス モ ベ ル 牝２鹿 ５４
５３ ☆吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Dr. D. W.

Frazier ４４０ ―１：２６．４ ６．１�

２４ � ワールドハンター 牡２栗 ５５ 四位 洋文青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ４９２ ―１：２６．７２ １．７�
６１１ キタノアラワシ 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５００ ―１：２６．８� １６．８�
３６ � メイショウシーワン 牡２栗 ５５ 石橋 守松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４８０ ―１：２７．１１	 １１９．０�
１１ ヴィクトリアアイ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６ ―１：２７．２クビ ４．６�
８１５� シャインジュエリー 牝２鹿 ５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８２ ―１：２７．３� １５６．６�
２３ 
 マーブルジーン 牡２黒鹿５５ M．モンテリーゾ 下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４６６ ―１：２７．７２� １９．５	

（伊）

５１０� ヒ ン ギ ス 牝２黒鹿５４ 小林 徹弥橘 八重子氏 藤岡 範士 門別 新井 昭二 ４５４ ―１：２７．８	 ５３．４

７１４
 ヨンハジェット 牡２栗 ５５ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 田島 良保 三石 沖田 博志 ５２４ ―１：２７．９	 ２５４．４�
８１６ マルタカクロス 牡２青 ５５ 上村 洋行高橋 義和氏 境 直行 新冠 片倉 拓司 ４９２ ―１：２８．２１	 ５６．７�
１２ アースオーシャン 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 三石 田中 春美 ４９８ ― 〃 クビ ２００．４

（サンダンスプレイ）

６１２� ゴールデンバウアー 牝２栃栗５４ 小牧 太杉山 美惠氏 川村 禎彦 米
Laura McKinney
& Spendthrift
Farm LLC

４７０ ―１：２８．３	 １１２．５�
３５ フォーユアスマイル 牝２鹿 ５４

５３ ☆鮫島 良太 �グリーンファーム 大久保龍志 千歳 社台ファーム ５２４ ―１：２８．８３ ２３．０�
４８ パープルパンチ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介中野 銀十氏 大橋 勇樹 浦河 鵜木 唯義 ４３８ ―１：３０．１８ １４９．８�
４７ メイショウブリオ 牡２栗 ５５ 武 幸四郎松本 和子氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４６４ ―１：３１．０５ ５０．７�
７１３� ブライティアクロス 牝２芦 ５４ 赤木高太郎小林 昌志氏 鹿戸 幸治 平取 コアレススタッド ４７６ ―１：３２．２７ ８５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８１５，７００円 複勝： １７，０３９，７００円 枠連： ２２，４４９，３００円

普通馬連： ５９，１９６，７００円 馬単： ７２，６２８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９１５，６００円

３連複： ９２，９４５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３００，９９１，０００円

払 戻 金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ２６０円 枠 連（２－５） ４３０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ８４０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８８１５７ 的中 � ２４４７０（３番人気）
複勝票数 計 １７０３９７ 的中 � ２０８６８（３番人気）� ６６２２４（１番人気）� １１３２７（５番人気）
枠連票数 計 ２２４４９３ 的中 （２－５） ３９０１９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９１９６７ 的中 �� ８２０００（２番人気）
馬単票数 計 ７２６２８８ 的中 �� ３４４６１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９１５６ 的中 �� １７７６５（２番人気）�� ４７４３（９番人気）�� ９８９９（４番人気）
３連複票数 計 ９２９４５２ 的中 ��� ３８１３８（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．３―１２．６―１２．３―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．７―４８．３―１：００．６―１：１３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３８．１
３ １５（１４，４）（９，５）（２，１６）（１，１０）－６，３，１１－（１２，１３）８＝７ ４ ・（１５，４）９（１４，５）（２，１６）１，１０，６－３，１１－１２－８－１３＝７

勝馬の
紹 介

�コ ス モ ベ ル �
�
父 Formal Dinner �

�
母父 Crusader Sword 初出走

２００４．３．３生 牝２鹿 母 Blue Sword 母母 Blues Gal １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※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） ３頭 サクラリッツ号・タンゴノセック号・テイエムバクシン号
※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。



３２０７８１１月２５日 晴 良 （１８京都６）第７日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０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

１：０８．５
１：０７．８

良

良

８１２ シャトルタテヤマ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎辻 幸雄氏 安田伊佐夫 静内 藤沢牧場 ４５８ ―１：０９．７ ２．４�

６７ メイショウバレーヌ 牝２栗 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６６ ―１：１０．４４ ７．７�
６８ � レミーエンジェル 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉大井 京氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４７６ ―１：１０．７１� ２１．２�
３３ トウカイインパクト 牡２黒鹿５５ 小牧 太内村 正則氏 松元 省一 門別 福満牧場 ４９６ ―１：１０．８� １３．６�
２２ ゼットマシーン 牡２栗 ５５ 武 幸四郎�フォーレスト 田所 清広 静内 今 牧場 ４５２ ― 〃 クビ １２．９�
７１０�	 ゼンノリヴァーサル 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介大迫久美子氏 藤岡 健一 三石 大平 巧 ４９０ ―１：１０．９クビ ５．７�
５６ � アメジストリング 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７０ ― 〃 ハナ ４．７	
８１１ サクラリッツ 牝２黒鹿５４ 長谷川浩大
さくらコマース河内 洋 静内 谷岡牧場 ４６２ ― 〃 クビ ８８．７�
１１ 
 オレニツイテコイ 牡２栗 ５５ 和田 竜二北側 雅司氏 加藤 征弘 米

Liberty Rd Stables, San
Gabrie Investments Inc
& B. Sugarman

４６０ ―１：１１．０� １１．４�
４４ 	 スマートシーズン 牝２栗 ５４ 四位 洋文大川 徹氏 大久保龍志 門別 宝寄山牧場 ４５６ ―１：１１．１� １００．８
５５ バトルエリーゼ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介宮川 秋信氏 太宰 義人 門別 下河辺牧場 ４６６ ―１：１２．２７ ２０３．２�
７９ � メイショウデネブ 牡２鹿 ５５ 中舘 英二松本 好雄氏 領家 政蔵 浦河 辻 牧場 ５３０ ―１：１２．３� ８２．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，５３６，１００円 複勝： ２０，１１３，９００円 枠連： ２２，４０５，０００円

普通馬連： ６６，８５２，８００円 馬単： ６９，００２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４２０，９００円

３連複： ８９，７９０，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３０５，１２１，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ４８０円 枠 連（６－８） ６６０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ９４０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ６，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５３６１ 的中 � ６１４６８（１番人気）
複勝票数 計 ２０１１３９ 的中 � ４７６３１（１番人気）� ２６５６５（４番人気）� ８１７７（８番人気）
枠連票数 計 ２２４０５０ 的中 （６－８） ２５０８３（２番人気）
普通馬連票数 計 ６６８５２８ 的中 �� ５０４４０（３番人気）
馬単票数 計 ６９００２４ 的中 �� ３３２２９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４２０９ 的中 �� １２０７６（３番人気）�� ４６８４（１４番人気）�� ２８６０（２１番人気）
３連複票数 計 ８９７９０６ 的中 ��� １０３６８（２８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１０．７―１１．７―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３３．５―４５．２―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３６．２
３ ・（１，１０）－１２，２，８－３－（１１，７）（４，５）９－６ ４ １，１０－１２（２，８）－（３，７）－１１－（４，５）－９，６

勝馬の
紹 介

シャトルタテヤマ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００４．３．５生 牝２鹿 母 フラワータテヤマ 母母 ワンボールドビツド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 メイショウバレーヌ号の騎手石橋守は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※サクラリッツ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３２０７９１１月２５日 曇 良 （１８京都６）第７日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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
１：２１．９

重

重

２４ � ヘイローフジ 牝３栗 ５４ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４６６± ０１：２５．０ ５．１�

４７ � アドマイヤイチ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 ５００＋１０１：２５．１� ７．１�
４８ � ルスナイサンバ 牝３栗 ５４ 小林慎一郎��昭牧場 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 ４９０－ ２１：２５．３１� ９．１�
８１６ カントリースタイル 牝６鹿 ５５ 秋山真一郎津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 ４４４－ ２１：２５．５１	 １３．０�
１１ マヤラブハート 牝３栗 ５４ 和田 竜二�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４５０＋ ８１：２５．６� ５．６�
５９ リンクスクイン 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人荻野 猛夫氏 西塚 安夫 門別 田端牧場 ４５６－ ４１：２５．７� ８．１�
２３ � ジパングエンジェル 牝５鹿 ５５

５３ △塚田 祥雄吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５６－ ６１：２５．８クビ ２２３．５	
１２ グッドバニラ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文杉立 恭平氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４２８－ ２ 〃 ハナ １３．４

７１３
 ウインファンタジア 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介�ウイン 池江 泰郎 浦河 カナイシスタッド ４６４＋ ８１：２５．９� ４．８�
５１０�� チャイナバロック 牝５芦

５５
５４ ☆鮫島 良太吉田 和美氏 松田 国英 浦河 金成吉田牧場 ４３４－１８１：２６．４３ １０．５

３６ 
 リッカムテキ 牝３栗 ５４ 小牧 太立花 幸雄氏 鶴留 明雄 浦河 佐々木 貴博 ４７０－１８１：２７．２５ １１９．４�
６１２� シゲルユウボウカブ 牝３栗 ５４

５１ ▲船曳 文士森中 蕃氏 坪 憲章 静内 高橋 修 B４７４＋１６１：２７．３クビ １８０．９�
３５ �� オレンジシンジュ 牝３鹿

５４
５１ ▲田中 克典冨沢 敦子氏 田所 清広 静内 佐竹 学 ４４４－ ６１：２７．４� ５５．７�

８１５� メガロパレス 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥小林 量氏 清水 出美 門別 山際 辰夫 ４５６＋ ４１：２７．７２ １１７．６�
６１１
 メイショウバッコス 牝５栗 ５５ 竹之下智昭松本 好雄氏 伊藤 雄二 平取 稲原牧場 ４４４± ０１：２７．９１ １８９．９�
７１４
 ビービーカルネ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�坂東牧場 加賀 武見 平取 坂東牧場 ４６２－ ４１：２９．２８ ２００．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５４７，４００円 複勝： ２９，０５０，０００円 枠連： ３３，８８６，９００円

普通馬連： １０１，９６２，５００円 馬単： ８４，０８３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６５３，１００円

３連複： １３９，７２５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４３４，９０８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ２５０円 枠 連（２－４） ９４０円

普通馬連 �� １，５６０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ５４０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ２，８４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５４７４ 的中 � ２８７７３（２番人気）
複勝票数 計 ２９０５００ 的中 � ５３５６５（１番人気）� ３８６５４（３番人気）� ２６８１９（５番人気）
枠連票数 計 ３３８８６９ 的中 （２－４） ２６８７５（３番人気）
普通馬連票数 計１０１９６２５ 的中 �� ４８２６０（２番人気）
馬単票数 計 ８４０８３７ 的中 �� ２１５９０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６５３１ 的中 �� １４３２７（１番人気）�� １２７２３（２番人気）�� ９４９２（７番人気）
３連複票数 計１３９７２５３ 的中 ��� ３６３６５（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．２―４７．５―５９．８―１：１２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３７．５
３ ８（７，１３）（４，１５）（１０，５）２（１，９，１４）（６，１６）（３，１１，１２） ４ ・（８，７，１３）（２，４）５，１０（１，９，１５）（１６，１４，１２）（３，１１）６

勝馬の
紹 介

�ヘイローフジ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００５．１０．３０ 京都２着

２００３．４．３０生 牝３栗 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift １２戦２勝 賞金 ２０，１００，０００円
〔騎手変更〕 シゲルユウボウカブ号の騎手北村友一は，負傷のため船曳文士に変更。
〔発走状況〕 マヤラブハート号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 ルックアミリオン号



３２０８０１１月２５日 曇 良 （１８京都６）第７日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

５１０� マチカネニオウミヤ 牡３鹿 ５６ 石橋 守細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４７２＋１８１：１２．８ １０．２�

４８ � クィーンマルトク 牝４青 ５５ 小林 徹弥高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４６２± ０１：１３．０１� ２．０�
８１６� クレバージェフリー 牡３鹿 ５６

５４ △塚田 祥雄田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４２＋１６１：１３．２１ ８．６�
６１１� タキオンシチー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４６８＋１２１：１３．４１ ４１．２�
５９ シエロアスール 牡３栗 ５６ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 村下牧場 ５５６＋４０ 〃 アタマ ５１．１	
３６ シルクフラッグ 牡３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士有限会社シルク藤原 英昭 三石 木下牧場 ４９６＋１２ 〃 アタマ ６７．８

３５ � マルノサプライズ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦西野 定榮氏 沖 芳夫 門別 五十嵐牧場 ４３４－ ６１：１３．５クビ ２５．５�
１２ � ツアーデフォース 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 太宰 義人 静内 大典牧場 ４７４＋ ４ 〃 アタマ １９．２�
６１２ エイシンヒエイザン 牡５鹿 ５７ 岩崎 祐己平井 豊光氏 岡田 稲男 浦河 栄進牧場 ５１８＋１０ 〃 ハナ ２４．０
８１５�� ス ズ カ ボ ス 牡３青鹿５６ 和田 竜二永井 啓弍氏 藤岡 範士 静内 酒井 静男 ４８８＋２２ 〃 クビ ４．３�
４７ � ラ ブ ゲ ー ム 牡４鹿 ５７ 菊地 昇吾加藤 厚子氏 福島 勝 門別 藤本ファーム ４６６－２５１：１３．７１	 １６７．９�
７１３� メダルハンター 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 岡田 稲男 門別 菊地牧場 ４８８＋ ８１：１３．９１ ２１．３�
１１ ドリームシーカー 
４栗 ５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム B４５０－１０１：１４．１１� ３８．６�
２４ ウインザタロー 牡３栗 ５６ 柴原 央明�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 出口 宜己 ５０２± ０１：１４．４２ １０２．３�
２３ � イソノスワロー 牝４鹿 ５５

５２ ▲田中 克典磯野 俊雄氏 境 直行 浦河 村下農場 ４５２＋ ４１：１４．６１ ５１．６�
７１４� エイシンオライオン 牡４栗 ５７ 四位 洋文平井 豊光氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４８２－ ２１：１４．８１� ８７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８０６，３００円 複勝： ２３，３９９，１００円 枠連： ３７，８７４，８００円

普通馬連： １１２，４９１，７００円 馬単： ９７，１７７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７４４，７００円

３連複： １４６，２６４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４６６，７５８，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ２５０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（４－５） ８１０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，１８０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ２，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０８０６３ 的中 � １６１７１（４番人気）
複勝票数 計 ２３３９９１ 的中 � １９２６８（４番人気）� ７１８２９（１番人気）� ２６５２０（３番人気）
枠連票数 計 ３７８７４８ 的中 （４－５） ３４５１８（２番人気）
普通馬連票数 計１１２４９１７ 的中 �� ７９４３０（３番人気）
馬単票数 計 ９７１７７１ 的中 �� ２６１３３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７４４７ 的中 �� １６２９６（３番人気）�� ５４５７（１４番人気）�� ２１４４７（２番人気）
３連複票数 計１４６２６４９ 的中 ��� ４９０３５（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．６―１１．９―１２．１―１３．３

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．３
３ １０，８（６，１１）（７，１２）（２，５）（４，１４）（１３，１５）（１，３，１６）－９ ４ １０（６，８）１１（７，１２）（２，５）（４，１３，１４）（１６，１５）（１，３）－９

勝馬の
紹 介

�マチカネニオウミヤ �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ビゼンニシキ デビュー ２００５．７．１６ 小倉２着

２００３．３．２６生 牡３鹿 母 グランシェール 母母 リコドミンゴ ９戦２勝 賞金 ２５，６５２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ケイアイファンタム号・コペルニクス号・サンレイコマンド号・マーベラスボーイ号



３２０８１１１月２５日 曇 良 （１８京都６）第７日 第９競走 ��
��２，０００�京都２歳ステークス

発走１４時２５分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．７
１：５９．９

良

良

３３ �� ゴールドキリシマ 牡２栗 ５５ 石橋 守西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４７０＋ ４２：０３．５ ２８．７�

１１ � ローズプレステージ 牡２栗 ５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４２８± ０２：０３．８１	 ２．２�
４４ � マルカハンニバル 牡２黒鹿５５ 福永 祐一河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４６６± ０ 〃 アタマ ３．７�
２２

�
�

 インパーフェクト 牡２栗 ５６ 和田 竜二岡田 繁幸氏 河津 裕昭 青森 荒谷牧場 ４９２＋ ６２：０４．０１� ４．５�

（川崎）

６６ � ミスティックベル 牡２黒鹿５５ 塚田 祥雄山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Robert S.
Evans ５２６＋１６２：０４．１	 １２．６�

５５ � フィールドウイナー 牡２鹿 ５５ 武 英智地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-
ton Stud ４９６－ ２２：０４．２クビ ９６．２	

８１０� オ オ ア タ リ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 大栄牧場 ４９２＋１０２：０４．３	 １０．１

７８ � コンゴウリュウオー 牡２黒鹿５５ 江田 照男金岡 久夫氏 山内 研二 米 Runnymede

Farm Inc et al ４９２－ ４２：０５．１５ １５．０�
８９ � ナムラコネリー 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦奈村 信重氏 大橋 勇樹 浦河 猿橋 義昭 ４５６± ０２：０５．３１ １３６．５�
７７ � セイザンダンサー 牡２栗 ５５ 中舘 英二西山 知義氏 松元 茂樹 追分 追分ファーム ４９４－ ６ 〃 アタマ １２２．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３７，８２２，２００円 複勝： ３９，１０２，７００円 枠連： ３１，７１８，４００円

普通馬連： １４３，４６３，８００円 馬単： １２５，４４９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，１８５，０００円

３連複： １２８，１３４，６００円 ３連単： ４１１，４３６，６００円 計： ９５４，３１２，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２，８７０円 複 勝 � ３８０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（１－３） ２，３２０円

普通馬連 �� ２，４００円 馬 単 �� ７，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ７８０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� １９，５２０円

票 数

単勝票数 計 ３７８２２２ 的中 � １０４０７（７番人気）
複勝票数 計 ３９１０２７ 的中 � １４７８７（７番人気）� １１６１９５（１番人気）� １０６９４９（２番人気）
枠連票数 計 ３１７１８４ 的中 （１－３） １００９６（１０番人気）
普通馬連票数 計１４３４６３８ 的中 �� ４４２８５（１０番人気）
馬単票数 計１２５４４９０ 的中 �� １２５９０（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７１８５０ 的中 �� １０４７３（１１番人気）�� ９４３８（１３番人気）�� ８１７８４（１番人気）
３連複票数 計１２８１３４６ 的中 ��� ５１６４０（６番人気）
３連単票数 計４１１４３６６ 的中 ��� １５５５７（６９番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．０―１２．７―１３．１―１３．０―１２．９―１２．０―１１．５―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２５．０―３７．７―５０．８―１：０３．８―１：１６．７―１：２８．７―１：４０．２―１：５１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
ゴールドキリシマ �

�
父 ステイゴールド �

�
母父 バ イ ア モ ン デビュー ２００６．６．２５ 京都８着

２００４．４．２５生 牡２栗 母 マルシンアモン 母母 マルゼンキール ４戦２勝 賞金 ２１，７３８，０００円



３２０８２１１月２５日 曇 良 （１８京都６）第７日 第１０競走 ��
��１，４００�

よ ど

與 杼 特 別
発走１５時００分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１７．１１．２６以降１８．１１．１９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 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３５ � サンダルフォン 牡３鹿 ５４ 古川 吉洋 �ノースヒルズマネ
ジメント 山本 正司 門別 滝本 健二 ５４２－１０１：２４．４ ３６．６�

７１３�� ハギノトリオンフォ 牡４栗 ５７ 赤木高太郎安岡美津子氏 松元 省一 平取 スガタ牧場 ４９０± ０ 〃 アタマ １．７�
６１１� マコトスペリオル 牡４鹿 ５６ 和田 竜二眞壁 明氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：２４．７２ ６．１�
２４ ハ ス フ ェ ル 牡４栗 ５５ 渡辺 薫彦�アカデミー 南井 克巳 静内 千代田牧場 B４５８± ０ 〃 クビ ３３．１�
５９ � マンジュデンコウベ 牡６栗 ５５ 武 英智カネキ競走馬� 田所 清広 浦河 本巣 敦 ４７０± ０１：２４．８クビ １５．９�
８１５� ファインスティール 牡４鹿 ５３ 秋山真一郎 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 白老ファーム ５２４＋ ４ 〃 クビ ６３．７	
１１ � セレスクラブ 牡４鹿 ５３ 中舘 英二岡 浩二氏 鮫島 一歩 浦河 村下牧場 ４８０＋ ６１：２４．９	 ５８．４

６１２
 ピサノアルハンブラ 牡３鹿 ５５ 福永 祐一市川 義美氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

４９８－ ８１：２５．０クビ ５．７�
２３

�
�
� タヤスゼンカイ 牡７鹿 ５４ 四位 洋文横瀬 兼二氏 飯田 雄三 静内 吾田 繁満 ５２２＋ ４ 〃 クビ ２１．９�

５１０� バードントロフィー 牡５栗 ５３ 塚田 祥雄 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 新冠 競優牧場 ４８４－１０１：２５．２１� ６７．９

４８ テイエムヘネシー 牡５栗 ５５ 武 幸四郎竹園 正繼氏 新川 恵 静内 矢野牧場 ４６２＋ ８ 〃 アタマ ７４．７�
８１６�� トーコーペルセウス 牡３栗 ５２ 川島 信二森田 藤治氏 湯浅 三郎 門別 北陽ファーム ５１８± ０１：２５．５１	 ２８５．７�
４７ インターコウキ 牡７芦 ５５ 菊地 昇吾インターナシヨナル

ホース� 福島 勝 門別 インターナシヨナル牧場 ４９４＋ ６ 〃 アタマ １２０．３�
１２ �� メイショウホクシン 牡４黒鹿５２ 芹沢 純一松本 好雄氏 増本 豊 三石 片山 修 ５１２＋ ６１：２５．６� １３８．１�
３６ ワーキングボーイ 牡３鹿 ５２ 高橋 亮 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 白老ファーム ４９６－ ６１：２５．７クビ １７２．２�
７１４ ゼンノトレヴィ 牡４黒鹿５８ 田島 裕和大迫久美子氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ５５８＋ ４１：２６．４４ １９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，７０３，７００円 複勝： ４６，１３９，６００円 枠連： ５５，０００，４００円

普通馬連： ２０５，７９０，７００円 馬単： １６０，５９１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，４４４，７００円

３連複： １８１，１５９，３００円 ３連単： ４９４，６７８，５００円 計： １，２２８，５０８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３，６６０円 複 勝 � ４６０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（３－７） ２，２２０円

普通馬連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ９，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� １，７９０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ３，３００円 ３ 連 単 ��� ４３，９６０円

票 数

単勝票数 計 ３５７０３７ 的中 � ７７０６（８番人気）
複勝票数 計 ４６１３９６ 的中 � １４８４１（７番人気）� １８１７３１（１番人気）� ６４７９１（２番人気）
枠連票数 計 ５５０００４ 的中 （３－７） １８３３９（８番人気）
普通馬連票数 計２０５７９０７ 的中 �� ５３３３４（９番人気）
馬単票数 計１６０５９１９ 的中 �� １２６８３（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９４４４７ 的中 �� １０９３２（１０番人気）�� ５８６８（１８番人気）�� ６９９５８（１番人気）
３連複票数 計１８１１５９３ 的中 ��� ４０６２２（９番人気）
３連単票数 計４９４６７８５ 的中 ��� ８３０５（１１０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．６―１２．１―１２．２―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．５―４６．６―５８．８―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３７．８
３ １６（１２，１３）１５（１，５）（３，６）－１０，１４（２，７，９）（４，８，１１） ４ ・（１６，１２）（１３，１５）（１，５）（３，６）１０，９（２，１４，１１）（４，７，８）

勝馬の
紹 介

�サンダルフォン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００６．５．２１ 中京１３着

２００３．３．２５生 牡３鹿 母 コウユーラヴ 母母 チャームトウショウ ７戦３勝 賞金 ２８，１６２，０００円
〔その他〕 ゼンノトレヴィ号・トーコーペルセウス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ゼンノトレヴィ号・トーコーペルセウス号は，平成１８年１２月２５日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アグネスケイオー号・グリシーナ号・シールビーバック号・デュヴァル号・トーセンハミング号・

メイショウウーキー号



３２０８３１１月２５日 曇 良 （１８京都６）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�第５１回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （芝・右）
３歳以上；負担重量は，日本馬：３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，収得賞金３，０００万
円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

京阪電気鉄道株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２３ アンバージャック 牡３栗 ５５ 武 幸四郎�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ５１８＋ ８１：０８．３ ６．４�

１２ コパノフウジン 牡４栗 ５６ 鮫島 良太小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４７０＋ ２１：０８．４� ６．０�
７１４	 タマモホットプレイ 牡５栗 ５６ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８０－ ６１：０８．８２� ５．３�
３５ リミットレスビッド 牡７栗 ５７ 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５０８＋１１ 〃 クビ ７．２�
２４ 	 ツルガオカハヤテ 
６黒鹿５６ M．モンテリーゾ 松本 兼吉氏 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４６４－ ４１：０８．９クビ ５８．９�

（伊）

１１ タガノバスティーユ 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介八木 良司氏 池添 兼雄 静内 桜井牧場 ５１８－ ４ 〃 ハナ １５．８	
４８ カネツテンビー 牝７鹿 ５４ 江田 照男
カネツ牧場 武藤 善則 門別 合資会社カ

ネツ牧場 B４９２＋ ６ 〃 クビ ７１．９�
８１６ ダブルタイトル 牝７鹿 ５４ 川島 信二田邉 康子氏 大橋 勇樹 鵡川 フラット牧場 ４５２＋ ６１：０９．０クビ １８２．１�
７１３ イ ー ス タ ー 牡３青鹿５５ 福永 祐一吉田 勝己氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ６１：０９．１� ５．０
６１２ タニノマティーニ 牡６鹿 ５６ 須貝 尚介谷水 雄三氏 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ５０２＋ ６１：０９．２� ２６．７�
５１０� フサイチホクトセイ 牡５鹿 ５６ 小牧 太関口 房朗氏 森 秀行 愛 Kilboy Estate ４８４± ０１：０９．４１ ８．７�
６１１	 デンシャミチ 牡３黒鹿５５ 四位 洋文小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ５９．２�
４７ 	 モンローブロンド 牝４青 ５４ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２１：０９．５クビ １０．４�
５９ 	 エムエスワールド 牡３黒鹿５５ 秋山真一郎松岡 俊二氏 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４６４＋ ２１：０９．６� ３４．７�
３６ ロードダルメシアン 牡７黒鹿５６ 塚田 祥雄 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 門別 シンコーファーム ５００－ ６ 〃 クビ １０８．６�
８１５� ワンダフルデイズ 牡６栗 ５６ 上村 洋行前田 幸治氏 武田 博 米 John J.

Greely III ４９８＋ ６１：０９．９２ １６２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６６，８２４，５００円 複勝： ８８，３１３，６００円 枠連： １０４，２０７，５００円

普通馬連： ５６４，４２８，８００円 馬単： ３２０，９９４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０４，９５２，２００円

３連複： ４８１，４４０，６００円 ３連単： １，０７１，５７４，４００円 計： ２，８０２，７３６，４００円

払 戻 金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２３０円 � ２１０円 � ２２０円 枠 連（１－２） １，２１０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，０２０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ４，３１０円 ３ 連 単 ��� ２２，４５０円

票 数

単勝票数 計 ６６８２４５ 的中 � ８２８２３（４番人気）
複勝票数 計 ８８３１３６ 的中 � １０２２９５（４番人気）� １１２６９７（２番人気）� １０７７４８（３番人気）
枠連票数 計１０４２０７５ 的中 （１－２） ６３９０９（５番人気）
普通馬連票数 計５６４４２８８ 的中 �� ２６４１７２（１番人気）
馬単票数 計３２０９９４８ 的中 �� ７６６８２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０４９５２２ 的中 �� ４１６３７（３番人気）�� ２４８８５（１７番人気）�� ３５０４１（８番人気）
３連複票数 計４８１４４０６ 的中 ��� ８２５６０（１３番人気）
３連単票数 計１０７１５７４４ 的中 ��� ３５２４０（４９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．０―１１．１―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．２―４５．３―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．１―３F３４．１
３ ・（２，１０）（３，４，５，６，７）（８，１２）（９，１４）１３（１，１６）１１－１５ ４ ・（２，１０）（５，６）（３，４）（８，９，７）（１２，１４）（１，１３）（１６，１１）－１５

勝馬の
紹 介

アンバージャック �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００５．８．１３ 新潟１着

２００３．５．２１生 牡３栗 母 フィールソーナイス 母母 コロニアルビユーテイ １４戦５勝 賞金 １０１，０８２，０００円
〔制裁〕 タマモホットプレイ号の騎手渡辺薫彦は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００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。



３２０８４１１月２５日 曇 良 （１８京都６）第７日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１５分 （芝・右・外）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１１ ファランドール 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４３０± ０１：４９．９ ６．１�

２２ エリモファイナル 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ３１．５�
５７ レディキルシェ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 伊藤 雄二 門別 白井牧場 ４４２－ ６１：５０．０クビ ７．６�
４５ オリエントチャーム 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４４４－１２１：５０．１� ６．０�
５６ � パーフェクトジョイ 牝３青鹿５３ 福永 祐一吉田 勝己氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４２２－ ４ 〃 アタマ ３．６�
６８ � グランフィナーレ 牝５黒鹿 ５５

５３ △塚田 祥雄サウスニア� 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ １３．６	
７１０ ドルチェリモーネ 牝５鹿 ５５ 高田 潤 �キャロットファーム 松田 博資 白老 白老ファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ ９．８

８１２ ミスティックリバー 牝３黒鹿５３ 小牧 太 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４９０＋１４１：５０．３１ １９．９�
６９ � プリンセスドルチェ 牝３鹿 ５３ 中舘 英二吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４２６－ ４１：５０．４� ４．８�
８１３�� コスモキララ 牝４栗 ５５ 長谷川浩大 �ビッグレッドファーム 中村 均 静内 佐竹 哲 ４５４＋１２１：５０．６１	 ５５．５
４４ ヒカルウェイブ 牝５黒鹿５５ 秋山真一郎高橋 光氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ６ 〃 クビ ６１．６�
７１１ レガシーエンプレス 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介�ホースタジマ 吉岡 八郎 静内 船越 英治 ４５２＋ ２１：５０．９２ １０４．１�
３３ ブルーフェアプレー 牝３鹿 ５３ 古川 吉洋 �荻伏レーシング・クラブ 武田 博 新冠 川上 悦夫 ４７２＋ ８１：５２．０７ １４１．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３９，４２６，０００円 複勝： ５６，７０４，３００円 枠連： ５２，１１６，３００円

普通馬連： ２３５，３６６，４００円 馬単： １５８，８２３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，６５２，１００円

３連複： ２１２，８２９，０００円 ３連単： ５０４，９０１，１００円 計： １，３１４，８１８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２１０円 � ７４０円 � ２９０円 枠 連（１－２） ５，１８０円

普通馬連 �� ５，３９０円 馬 単 �� ９，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６４０円 �� ７５０円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� １６，８９０円 ３ 連 単 ��� １０２，８００円

票 数

単勝票数 計 ３９４２６０ 的中 � ５１３９１（４番人気）
複勝票数 計 ５６７０４３ 的中 � ８６３１２（３番人気）� １６７３５（９番人気）� ５３４７７（５番人気）
枠連票数 計 ５２１１６３ 的中 （１－２） ７４３１（１９番人気）
普通馬連票数 計２３５３６６４ 的中 �� ３２２４４（２３番人気）
馬単票数 計１５８８２３２ 的中 �� １２２２５（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４６５２１ 的中 �� ８１１５（２１番人気）�� １８８８０（９番人気）�� ４４７９（３２番人気）
３連複票数 計２１２８２９０ 的中 ��� ９３０４（５６番人気）
３連単票数 計５０４９０１１ 的中 ��� ３６２５（３３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．４―２５．７―３８．２―５１．０―１：０３．８―１：１５．９―１：２７．１―１：３８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファランドール �
�
父 ティッカネン �

�
母父 サ ン キ リ コ デビュー ２００５．１．２３ 京都８着

２００２．３．１７生 牝４鹿 母 ユーフォリア 母母 ヴ エ ス ル １６戦４勝 賞金 ６１，８０１，０００円



（１８京都６）第７日 １１月２５日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７４頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２６８，０６０，０００円
４，２００，０００円
２６，１１０，０００円
２，１６０，０００円
１２０，０００円
１，８４０，０００円
２８，０８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，３３０，０００円
５，４７０，８００円
１，７５７，４００円

勝馬投票券売得金
３２８，１６１，５００円
４００，７３１，３００円
４４１，４５３，５００円
１，７６５，６６０，６００円
１，３７８，１２９，２００円
４２０，１８４，０００円
１，８６７，９０４，３００円
２，４８２，５９０，６００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 ９，０８４，８１５，０００円

総入場人員 ２６，７７８名 （有料入場人員 ２５，８１６名）




