
２９０８５１０月２７日 小雨 稍重 （１９京都４）第８日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０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� 基準タイム

中央レコード

１：５３．３
１：５２．５

重

不良

２４ � レインボーペガサス 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８８＋ ４１：５５．８ １．８�

２３ ナムラハーン 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４８４＋ ２１：５６．１１� ８．８�
８１５� マイハートマイラブ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �グリーンファーム 松田 国英 米 Nobuo

Tsunoda ５３２＋ ４１：５６．３１	 ５．８�
８１６� キ ア ー ロ 牝２栗 ５４

５１ ▲田中 健 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４４８＋ ４ 〃 クビ ５９．２�
３６ 
 マイネルウォルビス 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 門別 天羽 禮治 ５０４－ ２１：５６．５１� ７．５�
３５ エーシンダボーブイ 牡２鹿 ５５ 幸 英明平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４６２± ０１：５７．３５ ２３．４�
７１４�
 シゲルエスペレ 牝２黒鹿

５４
５１ ▲船曳 文士森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 平成ファーム ４７２＋ ４１：５７．６１� ７０．９	

６１２� ユグドラシル 牡２栗 ５５ O．ペリエ 
ノースヒルズマネ
ジメント 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４４２± ０１：５８．２３	 １６．４�

（仏）

１２ 
 リュウセイペガサス 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦本郷 善隆氏 柴田 政見 静内 船越 英治 ４８６＋ ４１：５８．５１� ２２８．６�
４８ ワールドマスター 牡２栗 ５５ 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 新冠 北星村田牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ４１．１
７１３ オウシュウバラッド 牡２栗 ５５ 和田 竜二西村 專次氏 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 ４８０＋ ２１：５８．８１� １３．５�
１１ 
 ダンツロード 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎山元 哲二氏 橋本 寿正 浦河 村中 一英 ４７０－ ６１：５９．１２ ２３２．０�
６１１� セフティーミニヨン 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤岡 康太池田 實氏 宮 徹 静内 フジワラフアーム ４５６＋ ４１：５９．４１� １９２．８�
５１０� サ イ ザ ン ス 牡２栗 ５５

５３ △中村 将之小田切有一氏 谷 潔 新冠 大栄牧場 ４９０＋ ８１：５９．８２	 ２８５．２�
５９ エーシンパンケン 牡２鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真平井 宏承氏 平田 修 浦河 栄進牧場 ４６６－ ４２：００．１１� ３９５．９�
４７ エビスザクラ 牝２黒鹿５４ 角田 晃一蛭川 年明氏 藤岡 範士 浦河 ひるかわ育

成牧場 ５４０－ ６２：０２．２大差 １２９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９２３，５００円 複勝： ２０，４１７，７００円 枠連： １５，８１７，８００円

普通馬連： ６２，８６８，６００円 馬単： ５８，３８６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６９７，３００円

３連複： ８７，８８０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２７８，９９１，７００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（２－２） ６５０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２３０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９２３５ 的中 � ７３２８９（１番人気）
複勝票数 計 ２０４１７７ 的中 � ７３３５４（１番人気）� ２１３８４（４番人気）� ３７８３０（２番人気）
枠連票数 計 １５８１７８ 的中 （２－２） １７９６６（３番人気）
普通馬連票数 計 ６２８６８６ 的中 �� ８２３９５（２番人気）
馬単票数 計 ５８３８６６ 的中 �� ４６５３３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６９７３ 的中 �� ２０３１４（２番人気）�� ２１３６０（１番人気）�� ７５２５（６番人気）
３連複票数 計 ８７８８０２ 的中 ��� ６３８２１（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．７―１４．４―１３．６―１３．２―１３．１―１２．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３６．３―５０．７―１：０４．３―１：１７．５―１：３０．６―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�レインボーペガサス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００７．９．２ 札幌４着

２００５．３．３０生 牡２鹿 母 ギャンブルローズ 母母 ユキノローズ ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エビスザクラ号は，平成１９年１１月２７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カシノヨウスケ号
（非抽選馬） １頭 ファンドリターフ号
※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。



２９０８６１０月２７日 小雨 稍重 （１９京都４）第８日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０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

１：２０．８
１：２０．３

良

良

６７ � オペラセリア 牝２鹿 ５４ 武 豊 �キャロットファーム 大根田裕之 早来 ノーザンファーム ４２２－ ６１：２３．２ ５．４�

５５ �� マルカベスト 牡２栗 ５５ 池添 謙一河長産業� 鶴留 明雄 様似 猿倉牧場 ４５６－１２１：２３．４１� ２．２�
５６ キヲウエタオトコ 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４４６－ ６１：２３．５� ８．８�
３３ � マックスバリハイ 牡２栗 ５５ 川田 将雅田所 英子氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 ４６６± ０１：２４．０３ １５．６�
８１１� トーワミラクル 牡２鹿 ５５

５３ △中村 将之齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４３４－ ２ 〃 ハナ １８８．３�
４４ � タマモランニング �２黒鹿５５ 福永 祐一タマモ� 川村 禎彦 豊浦 飯原牧場 ４７４± ０１：２４．１クビ ４．８	
２２ エ ク レ ウ ス 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎 �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 ４８８－ ４１：２４．２� ７２．４

６８ �� オースミギムレット 牡２鹿 ５５ 和田 竜二�オースミ 中尾 正 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ２ 〃 ハナ ７．６�
７９ � フルスペック 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７２－ ６１：２４．３クビ ２２．４�
８１２� メイショウヘルメス 牡２黒鹿５５ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４７８－ ４１：２４．７２� １８０．９
１１ � ショウナンマスター 牡２青鹿５５ 四位 洋文国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６８± ０１：２６．９大差 ６３．９�

（１１頭）
７１０� ランドメタル 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦木村 善一氏 福島 勝 門別 藤本ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，１０１，７００円 複勝： ２１，４８２，８００円 枠連： １４，８８６，３００円

普通馬連： ５８，４９６，３００円 馬単： ５９，７９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３３０，１００円

３連複： ８３，７０８，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２７１，８０２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（５－６） ２９０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ６９０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７１０１７ 的中 � ２５３９０（３番人気）
複勝票数 計 ２１４８２８ 的中 � ３７２９５（３番人気）� ６０３０７（１番人気）� ２１５０６（５番人気）
枠連票数 計 １４８８６３ 的中 （５－６） ３８１４１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５８４９６３ 的中 �� ９３０６２（１番人気）
馬単票数 計 ５９７９７３ 的中 �� ２５４７１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３３０１ 的中 �� １７４５７（２番人気）�� ５３５４（１１番人気）�� ８１１０（７番人気）
３連複票数 計 ８３７０８０ 的中 ��� ４２１４１（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．９―１２．１―１２．２―１１．８―１１．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オペラセリア �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．７．２１ 小倉３着

２００５．５．１１生 牝２鹿 母 プリティタイディ 母母 ミスタイモア ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔出走取消〕 ランドメタル号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。



２９０８７１０月２７日 小雨 稍重 （１９京都４）第８日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

４５ レーヴダムール 牝２栗 ５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８４ ―１：３６．１ ３．１�

５８ � サムワントゥラブ 牝２鹿 ５４ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 門別 シンコーファーム ４４０ ― 〃 クビ ３．５�

３３ �� オースミスパーク 牡２鹿 ５５ 石橋 脩�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４６０ ―１：３６．３１� ６．９�
７１１�� エイシンチーター 牝２黒鹿５４ 四位 洋文平井 豊光氏 坂口 正則 様似 富田 恭司 ４１４ ―１：３７．１５ ２４．９�
６１０� マイソールビーム 牡２黒鹿５５ 和田 竜二五影 慶則氏 川村 禎彦 静内 フジワラフアーム ４９８ ―１：３７．３１� １０．８�
４６ エーシンピークブイ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一平井 宏承氏 藤原 英昭 浦河 栄進牧場 ４４０ ― 〃 クビ ７．３	
２２ � ファイナルファイト 牡２栗 ５５ 池添 謙一林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４５４ ―１：３８．０４ ９７．３

５７ ジェンティリティー 牡２栗 ５５ 岩田 康誠 �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 ５３４ ― 〃 アタマ １１．６�
７１２ タニノジュレップ 牝２栗 ５４ 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４２４ ―１：３８．３２ １８．６�
１１ � コスモサラマンダー 牝２鹿 ５４ A．スボリッチ �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 ４５４ ―１：３８．４クビ １１０．１

（独）

６９ マイネラロンハ 牝２栗 ５４ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４７０ ―１：３８．７１	 ４３．４�

８１４� ウォーターゲイザー 牡２芦 ５５ 田中 勝春山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ５１２ ―１：３９．０１	 １６３．４�
８１３ カシノデンシロ 牡２芦 ５５ 幸 英明柏木 務氏 須貝 彦三 門別 長谷川牧場 ４６４ ―１：４０．７大差 ９１．８�
３４ � ウインモンスター 牡２栗 ５５ O．ペリエ �ウイン 坂口 正大 新冠 川島牧場 ４９８ ―１：４２．８大差 ３０．３�

（仏）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，７２８，５００円 複勝： １９，３７４，５００円 枠連： １８，１２４，０００円

普通馬連： ５９，０５２，０００円 馬単： ５９，４４９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，２４８，４００円

３連複： ８２，１６３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２７２，１３９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（４－５） ２８０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３６０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７７２８５ 的中 � ４５６３５（１番人気）
複勝票数 計 １９３７４５ 的中 � ４８６０９（１番人気）� ４０４２０（２番人気）� ２６８９３（３番人気）
枠連票数 計 １８１２４０ 的中 （４－５） ４８４０８（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９０５２０ 的中 �� ８３９１８（１番人気）
馬単票数 計 ５９４４９４ 的中 �� ４２５８９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６２４８４ 的中 �� １９８５３（１番人気）�� １０８８０（２番人気）�� ７８７１（５番人気）
３連複票数 計 ８２１６３１ 的中 ��� ５１３１３（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．６―１２．２―１２．４―１２．０―１２．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．３―４７．５―５９．９―１：１１．９―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヴダムール �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Highest Honor 初出走

２００５．１．２８生 牝２栗 母 レーヴドスカー 母母 Numidie １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインモンスター号は，平成１９年１１月２７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。



２９０８８１０月２７日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（１９京都４）第８日 第４競走 ��３，１７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４０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，１８．１０．２８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

６９ ブラックコンドル 牡６黒鹿６０ 小坂 忠士 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４８０＋１２３：３４．０ ５．１�

６８ �� ジャイアンツエール 牡５青鹿６０ 白浜 雄造栗坂 崇氏 友道 康夫 愛 Round
Hill Stud ５７８＋ ８ 〃 クビ １２．０�

５７ � ワンダーシンゲキ �７鹿 ６１ 植野 貴也山本 信行氏 佐藤 正雄 静内 大滝 栄治 ４８６＋１２３：３４．１クビ ４．９�
２２ 	 パルティアシチー 牡４黒鹿６０ 南井 大志 �友駿ホースクラブ 田所 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７４＋ ６３：３４．４２ １．９�
５６ ト ー タ チ ス 牡５鹿 ６０ 仲田 雅興竹中 一彰氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５８＋ ８３：３４．５
 ７５．５�
７１０� ゴールゲッター 牡７黒鹿５９ 金折 知則前田 晋二氏 松元 茂樹 門別 シンコーファーム ４７４－ ４３：３４．８２ ２７．７	
３３ マルカフレンチ 牡５鹿 ６０ 西谷 誠河長産業� 松永 昌博 えりも 能登 浩 ５２２＋ ４３：３５．７５ １２．１

４４ �� バリトンヴォイス 牡６鹿 ６０ 岩崎 祐己岩� 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 佐藤 正光 ５１２＋１２３：３７．１９ １３３．１�
７１１ アートレータ 牡８鹿 ５９ 柴田 大知伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４３８＋ ６３：３７．２
 １０８．５�
４５ � パワーホール 牡７黒鹿６０ 今村 康成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 米
Daniel Teinowitz,Garda Thor-
oughbreds,Albatroz Bloodstock
& Ashford Stu

４８４＋ ２３：３７．８３
 ８１．４
８１２	 テイエムトッパズレ 牡４青鹿６０ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４４４＋ ６３：３９．７大差 ３５．５�
１１ マーベラスチーフ 牡４鹿 ６０ 高田 潤笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４８６＋ ４３：４１．６大差 ４１．６�
８１３ ファントムスズカ 牡６栗 ６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４９６＋１６ （競走中止） ３５．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，０１２，６００円 複勝： １５，１３４，０００円 枠連： １６，３３４，５００円

普通馬連： ４８，５５８，６００円 馬単： ５６，４９２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９６６，７００円

３連複： ８８，３２８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２５３，８２７，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２００円 � ２４０円 � １８０円 枠 連（６－６） ２，５５０円

普通馬連 �� １，９３０円 馬 単 �� ３，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ４２０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５０１２６ 的中 � ２３５３０（３番人気）
複勝票数 計 １５１３４０ 的中 � ２０９６９（３番人気）� １５７７５（４番人気）� ２４１０６（２番人気）
枠連票数 計 １６３３４５ 的中 （６－６） ４７４４（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４８５５８６ 的中 �� １８６２１（７番人気）
馬単票数 計 ５６４９２９ 的中 �� １１８０３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３９６６７ 的中 �� ５８８７（７番人気）�� ８５３０（４番人気）�� ６０３５（６番人気）
３連複票数 計 ８８３２８６ 的中 ��� ２７１８１（７番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５１．６－３F ３８．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックコンドル �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００３．７．２０ 函館５着

２００１．２．２４生 牡６黒鹿 母 オレンジピール 母母 バッフドオレンジ 障害：３戦２勝 賞金 ２６，９００，０００円
〔競走中止〕 ファントムスズカ号は，２周目６号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 マーベラスチーフ号の騎手高田潤は，１周目２コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。



２９０８９１０月２７日 曇 稍重 （１９京都４）第８日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時３０分 （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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

３３ � セイウンハレルヤ 牝３鹿 ５３
５０ ▲浜中 俊西山 茂行氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４２８－１０１：５３．３ ８．４�

８１０�� ウインフェイム 牝４栗 ５５ 福永 祐一�ウイン 浅見 秀一 三石 ヒサイファーム ４８８－ ４ 〃 クビ ３６．７�
４４ シルクシャープネス 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太有限会社シルク鮫島 一歩 門別 ヤナガワ牧場 ４５２＋１２１：５３．６１� ４．３�
２２ クイックバレリーナ 牝４栗 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５０＋１０１：５４．４５ １４１．７�
６７ メ リ ッ サ 牝３鹿 ５３ 武 豊岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４６０－ ６１：５４．６１� ２．６�
１１ ネヴァテルミー 牝３栗 ５３ 長谷川浩大�ティーエイチ 河内 洋 静内 藤原牧場 ４４０＋ ２１：５４．８１	 ２１．９	
６６ タガノレイヤード 牝３鹿 ５３ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９０＋１２１：５５．４３	 ３．６

８１１ リッカメルド 牝３黒鹿５３ 幸 英明立花 幸雄氏 境 直行 浦河 中島 俊明 ４４２± ０１：５６．０３	 １０．９�
７９ ドナパッション 牝４鹿 ５５ O．ペリエ 山田 貢一氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４４６± ０１：５６．５３ ４０．６�

（仏）

７８ � イチバンサクラ 牝４鹿 ５５
５３ △中村 将之�槇本牧場 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４５２＋１２１：５６．８２ ３３．１

５５ � シャインジュエリー 牝３鹿 ５３
５０ ▲田中 健�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４６－２２１：５７．０１	 ７４．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，９６９，７００円 複勝： ２１，４６６，８００円 枠連： １９，６１５，９００円

普通馬連： ６１，０４５，２００円 馬単： ７１，９９８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８２６，８００円

３連複： １００，３６３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３１１，２８５，５００円

払 戻 金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２５０円 � ９２０円 � １８０円 枠 連（３－８） ３，０８０円

普通馬連 �� １１，１７０円 馬 単 �� ２３，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４３０円 �� ６００円 �� ２，４７０円

３ 連 複 ��� １６，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７９６９７ 的中 � １６９５２（４番人気）
複勝票数 計 ２１４６６８ 的中 � ２３４５８（４番人気）� ４７０９（９番人気）� ３９９１８（２番人気）
枠連票数 計 １９６１５９ 的中 （３－８） ４７０１（９番人気）
普通馬連票数 計 ６１０４５２ 的中 �� ４０３６（２９番人気）
馬単票数 計 ７１９９８１ 的中 �� ２２８１（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８２６８ 的中 �� １２９７（３１番人気）�� ８３３２（６番人気）�� １８２２（２４番人気）
３連複票数 計１００３６３０ 的中 ��� ４５２５（４５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１２．４―１２．５―１２．７―１２．８―１３．０―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．２―４８．７―１：０１．４―１：１４．２―１：２７．２―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．１
１
３
６（５，１）（７，９）－４（２，１０）１１，３，８
６（５，１）（４，７）－９（２，１０）－（３，１１）８

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

勝馬の
紹 介

�セイウンハレルヤ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Darshaan デビュー ２００７．６．２ 中京１８着

２００４．２．３生 牝３鹿 母 ディープリー 母母 Shakanda ６戦２勝 賞金 １４，３００，０００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。



２９０９０１０月２７日 小雨 稍重 （１９京都４）第８日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時００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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

３６ � トウショウブリッツ 牡３鹿 ５５ 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４７２＋ ４１：１１．９ ３．６�

１１ � フォレストジャガー 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲田中 健加藤 守氏 木原 一良 米 Mr. & Mrs. R.

David Randal B４８８± ０ 〃 ハナ ３１．５�
７１４� ハードリレー 牡３栗 ５５

５２ ▲浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４４２＋１０１：１２．１１	 １５．５�
５１０ シエロアスール 牡４栗 ５７ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 村下牧場 ５４６± ０１：１２．３１
 ４．２�
４７ � タキオンシチー 牡４栗 ５７ O．ペリエ �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４６８－ ４１：１２．４� ２５．９�

（仏）

１２ � ヴァイスハイト 牝３青鹿５３ 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４４０± ０１：１２．６１	 ５．６	
２３ � アンジェラスキッス 牝３栗 ５３ 長谷川浩大 �フジワラ・ファーム 本田 優 米 Payson

Stud Inc ４５４－ ８１：１２．８１
 ４５．６

８１６� ローランバーク 牡３栗 ５５ 飯田 祐史斉藤 敏博氏 飯田 明弘 浦河 宮内牧場 ４５６－ ４１：１２．９	 １１８．３�
６１２ メイショウハナミチ 牡３栗 ５５

５２ ▲藤岡 康太松本 好雄氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４４２＋ ６１：１３．０� ４０．６�
８１５� アサクサアンデス 牡４鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真田原 慶子氏 大久保龍志 新冠 武田牧場 ４６０－ ４１：１３．３１� ９．１
４８ � ドングラシアス 牡３黒鹿５５ 秋山真一郎大内 景子氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ４９８＋ ６１：１３．４	 １１１．６�
３５ スズカデヒア 牡５栗 ５７ 上村 洋行永井 啓弍氏 藤沢 則雄 鵡川 新井牧場 ５０４± ０１：１３．６１ ５．６�
５９ �� サンタナイト 牡３鹿 ５５ 幸 英明佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４６８＋ ４１：１３．７	 ５３．４�
２４ � デスピュートロマン 牝３青鹿５３ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 米 Racehorse Man-

agement, LLC ４６８－ ２１：１４．１２	 ２３．７�
６１１� デンコウレジーナ 牝３鹿 ５３

５０ ▲船曳 文士田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４５２－ ４１：１５．１６ ２８７．５�
７１３� アロットオブラブ 牝４鹿 ５５ A．スボリッチ 飯田 正剛氏 角居 勝彦 米 Dr. Masa-

take Iida ４３６－ ４１：１５．２	 ６７．５�
（独）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２１９，４００円 複勝： ２６，０５５，８００円 枠連： ２４，６８１，６００円

普通馬連： ７１，００９，２００円 馬単： ６３，０３８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１８６，７００円

３連複： １０８，０４８，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３３１，２３８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ６８０円 � ３８０円 枠 連（１－３） ５１０円

普通馬連 �� ４，８８０円 馬 単 �� ７，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７５０円 �� ９１０円 �� ４，２２０円

３ 連 複 ��� １７，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７２１９４ 的中 � ３８２５８（１番人気）
複勝票数 計 ２６０５５８ 的中 � ５４３７２（１番人気）� ８１９４（７番人気）� １６３１３（６番人気）
枠連票数 計 ２４６８１６ 的中 （１－３） ３５９１５（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１００９２ 的中 �� １０７４１（１５番人気）
馬単票数 計 ６３０３８０ 的中 �� ６５７７（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１８６７ 的中 �� ２９７１（１６番人気）�� ５９６１（１１番人気）�� １１９９（４３番人気）
３連複票数 計１０８０４８０ 的中 ��� ４５０２（５２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．６―１２．１―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．８―４６．９―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トウショウブリッツ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００６．１２．１６ 阪神７着

２００４．４．１３生 牡３鹿 母 メイトウショウ 母母 サマンサトウショウ １０戦２勝 賞金 ２３，５５０，０００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。



２９０９１１０月２７日 小雨 稍重 （１９京都４）第８日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０分 （芝・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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

３５ ミヤビランベリ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９８－１２２：０１．３ ３．６�

１１ � シルバーブレイズ 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５２－ ２２：０１．７２� ４．２�
３６ � テンエイヤシャマル 牡３鹿 ５５ 上村 洋行熊坂富寿雄氏 北出 成人 福島 農事組合法人

熊坂開発 ４５４－ ４２：０１．８� ３９．２�
２４ � ボーテセレスト 牝３鹿 ５３ 田中 勝春�錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ３９４＋ ６２：０２．０１ ５８．０�
５１０�	 マヤノゴクウ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 ５２２± ０ 〃 アタマ １３．９�
２３ � ステップシチー 牡３栗 ５５ 武 豊 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 浦河 北光牧場 ４７６－１４ 〃 ハナ ４．７	
７１３� ツルマルオジョウ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲荻野 琢真鶴田 任男氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４６８－ ２２：０２．５３ ２１．０

５９ � ワンダーポテンシア 牡４青鹿５７ 渡辺 薫彦山本 信行氏 河内 洋 浦河 信岡牧場 ４４６＋ ６ 〃 ハナ ５５．６�
６１１� サンライズトラスト 牡３黒鹿５５ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４６４＋ ２２：０２．７１ ６．１�
８１７� メイショウアンドレ 牡４栗 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５３４－ ６２：０２．９１� ６８．０
１２ � アグネスメリット 牡７鹿 ５７

５４ ▲藤岡 康太渡辺 孝男氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４５６＋ ６２：０３．０クビ １８６．４�
６１２ ユ メ キ コ ウ 牝４鹿 ５５ 角田 晃一 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４２２＋ ２ 〃 アタマ １６４．３�
８１６ シゲルタック 牡３鹿 ５５

５３ △中村 将之森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７２＋ ４２：０３．１
 ８．０�
７１４ イブキレボルシオン 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介石瀬 浩三氏 羽月 友彦 門別 北陽ファーム ５１８＋ ２２：０３．２
 １２４．３�
４８ � セブンスアンコール 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三櫻井 正氏 谷 潔 門別 中川牧場 ４５６＋１６２：０３．４１� ２６４．８�
８１５� ジ ー ニ ア ス 牝３鹿 ５３ 内田 博幸 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ８２：０３．５クビ ５２．４�
（大井）

（１６頭）
４７ ローランクリムゾン 牡３黒鹿５５ 武 幸四郎斉藤 敏博氏 木原 一良 青森 諏訪牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２２，８４４，５００円 複勝： ３３，０４１，７００円 枠連： ２２，９８０，５００円

普通馬連： ９４，８６０，３００円 馬単： ８１，０５３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，７８５，４００円

３連複： １３０，９７７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４１０，５４２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ６００円 枠 連（１－３） ７６０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １，７４０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� ９，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２８４４５ 的中 � ５０９０３（１番人気）
複勝票数 計 ３３０４１７ 的中 � ６４８５６（１番人気）� ５８５８５（２番人気）� １０３５４（８番人気）
枠連票数 計 ２２９８０５ 的中 （１－３） ２２５２４（２番人気）
普通馬連票数 計 ９４８６０３ 的中 �� ７９５１３（３番人気）
馬単票数 計 ８１０５３３ 的中 �� ３６６６３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４７８５４ 的中 �� １７９９３（１番人気）�� ３３１１（１７番人気）�� ２４５３（２５番人気）
３連複票数 計１３０９７７１ 的中 ��� １０５１９（２６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．３―１２．７―１２．６―１２．６―１２．０―１１．７―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．３―３６．６―４９．３―１：０１．９―１：１４．５―１：２６．５―１：３８．２―１：４９．７

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

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

勝馬の
紹 介

ミヤビランベリ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００６．５．７ 京都３着

２００３．３．２８生 牡４栗 母 ア ス テ オ ン 母母 ピアレスレデイ ４戦２勝 賞金 １５，６００，０００円
〔出走取消〕 ローランクリムゾン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔３走成績による出走制限〕 セブンスアンコール号は，平成１９年１１月２７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２９０９２１０月２７日 小雨 稍重 （１９京都４）第８日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３５ ハナイチリン 牝４栗 ５５ O．ペリエ セゾンレースホース� 飯田 雄三 厚真 阿部 栄乃進 ４６６－１２１：２４．７ ８．２�
（仏）

４８ ショウナンアクト 牝３鹿 ５３ 鮫島 良太国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４７０＋ ６ 〃 クビ ９．２�
２４ � セフティプラスワン 牝３鹿 ５３ 岩田 康誠池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４８６＋ ４１：２４．８� ４．０�
１２ セレブラール 牝３栗 ５３ 和田 竜二 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 三石 土居 忠吉 ４７０＋ ４１：２５．１１� ２０．３�
２３ レゾリューション 牝３栗 ５３ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４８０± ０１：２５．２� ３．５�
７１４ ホワイトペッパー 牝５芦 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８１：２５．４１� １３．２	
８１６�� ヨ ウ ヨ ウ 牝５栗 ５５ 竹之下智昭沖田 正憲氏 庄野 靖志 門別 沖田牧場 ４５４＋ ６１：２５．６１� ２７．１

６１１ インプレスゴールド 牝３栗 ５３

５０ ▲藤岡 康太下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４３８＋ ２１：２５．７クビ ９．１�
７１３�	 エイジアンウインズ 牝３鹿 ５３ 福永 祐一太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７４＋１０ 〃 アタマ ６．５�
１１ 	 バリーバーン 牝６黒鹿５５ 北村 浩平飯田 吉哉氏 田所 秀孝 早来 ノーザンファーム ４３８－ ４１：２５．８クビ ４１．９
６１２ オンワードスワン 牝５黒鹿５５ 秋山真一郎�オンワード牧場 柴田 政見 新冠 高橋 忍 ４６０＋ ６１：２５．９� １８８．０�
４７ エーシンエムシー 牝３栗 ５３ 上村 洋行平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 吉田 隆 ４６２± ０ 〃 アタマ ８４．１�
３６ � オポテューニティ 牝５鹿 ５５

５２ ▲浜中 俊平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４８６± ０ 〃 クビ １５７．５�
８１５

�
	
� フローレストウブ 牝５鹿 ５５ 幸 英明真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 ４５６－ ６１：２６．３２� １７７．９�

５１０� マンノダイヤモンド 牝４栗 ５５ 小牧 太萬野 順啓氏 武田 博 新冠 若林牧場 ４４６－ ２１：２６．８３ １１４．２�
５９ �	 ミッキーコマンド 牝４鹿

５５
５２ ▲田中 健三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４６６＋ ８１：２７．４３� ２２０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０５７，１００円 複勝： ２６，４６７，３００円 枠連： ２２，７４６，６００円

普通馬連： ８４，９４２，３００円 馬単： ７３，０１０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５８６，２００円

３連複： １２４，９３３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３７２，７４３，７００円

払 戻 金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ３００円 � ３１０円 � １５０円 枠 連（３－４） ３，８１０円

普通馬連 �� ４，５００円 馬 単 �� ９，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５４０円 �� ５００円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ５，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０５７１ 的中 � １７４８５（４番人気）
複勝票数 計 ２６４６７３ 的中 � ２０６９６（５番人気）� １９１９９（６番人気）� ６０１１５（１番人気）
枠連票数 計 ２２７４６６ 的中 （３－４） ４４０７（１３番人気）
普通馬連票数 計 ８４９４２３ 的中 �� １３９３７（１８番人気）
馬単票数 計 ７３０１０５ 的中 �� ５９８１（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５８６２ 的中 �� ３４０５（２２番人気）�� １１７５０（２番人気）�� ８１８８（６番人気）
３連複票数 計１２４９３３７ 的中 ��� １７１７４（１９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．８―１１．８―１２．１―１２．８―１３．２

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．１
３ ５（７，１３，１４）（２，９，１２）（３，８）１１（６，１０，１６）１，１５－４ ４ ５（１３，１４）－（７，２）１２（９，８）（３，１１，１６）６（４，１５）１，１０

勝馬の
紹 介

ハナイチリン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００５．１２．１８ 阪神４着

２００３．３．８生 牝４栗 母 リンデンリリー 母母 ラドンナリリー １１戦４勝 賞金 ３３，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アメジストリング号・サクラワイズ号・シュンキ号・ツルミトゥインクル号・テイエムミゴテカ号・

テンザンコノハナ号・トーホウカウンター号・ナリタジューン号
※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。



２９０９３１０月２７日 曇 稍重 （１９京都４）第８日 第９競走 ��
��１，８００�

はぎ

萩 ス テ ー ク ス
発走１４時３５分 （芝・右・外）

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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４６．７

良

良

８１１� フローテーション 牡２栗 ５５ 武 豊臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９４－ ６１：４７．９ ９．２�

７１０� ダンツキッスイ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一山元 哲二氏 橋本 寿正 浦河 丸幸小林牧場 ５１０＋ ８ 〃 クビ ４．１�
６８ � マイネルスターリー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４５２－ ４１：４８．０	 ９５．７�
（大井）

６７ � サブジェクト 牡２黒鹿５６ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ
ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ２ 〃 クビ ２．０�

８１２ カ シ ノ ネ ロ 牡２鹿 ５５ 幸 英明柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４５６± ０１：４８．１	 ４０．８�
７９ �� ベンチャーナイン 牡２鹿 ５５ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４７８± ０１：４８．２
 １０．０	
４４ � ホッコービクトリー 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４６８－ ６１：４８．５１
 ５４．１

５５ ヤマニンキングリー 牡２栗 ５５ O．ペリエ 土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ６１：４８．６
 １１．６�

（仏）

２２ � グ リ フ ィ ス 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４５８± ０１：４９．４５ ２９．１�
５６ � ミゼリコルデ 牝２鹿 ５４ 四位 洋文吉田 和子氏 音無 秀孝 英 Meon Val-

ley Stud ４７６＋ ２１：４９．５
 １４．７
１１ � オースミマーシャル 牡２鹿 ５６ 池添 謙一�オースミ 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋ ２１：４９．６クビ １６．５�
３３ � グランジョイ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６０－１２１：５０．３４ １１５．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，４８５，７００円 複勝： ４４，２９４，４００円 枠連： ２８，１３１，５００円

普通馬連： １４４，３５６，８００円 馬単： １０３，４０７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３１６，７００円

３連複： １３２，８２０，２００円 ３連単： ３６５，３０４，０００円 計： ８８５，１１６，９００円

払 戻 金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ３３０円 � ２１０円 � １，６８０円 枠 連（７－８） ９９０円

普通馬連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ５，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� １１，２５０円 �� ８，１７０円

３ 連 複 ��� ９３，２７０円 ３ 連 単 ��� ４０１，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３４４８５７ 的中 � ２９７５４（３番人気）
複勝票数 計 ４４２９４４ 的中 � ３５２５４（４番人気）� ６９８５９（２番人気）� ５５６４（１１番人気）
枠連票数 計 ２８１３１５ 的中 （７－８） ２１０６２（４番人気）
普通馬連票数 計１４４３５６８ 的中 �� ４４８１９（７番人気）
馬単票数 計１０３４０７６ 的中 �� １４７９８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３１６７ 的中 �� ９１９５（９番人気）�� ６８８（５９番人気）�� ９５０（４８番人気）
３連複票数 計１３２８２０２ 的中 ��� １０５１（１３１番人気）
３連単票数 計３６５３０４０ 的中 ��� ６７１（６３３番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．８―１１．５―１２．１―１２．４―１２．３―１１．８―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２３．８―３５．３―４７．４―５９．８―１：１２．１―１：２３．９―１：３５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フローテーション �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００７．９．２３ 阪神１着

２００５．４．１４生 牡２栗 母 ダイイチフローネ 母母 レガシーオブストレングス ２戦２勝 賞金 ２３，２９４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２９０９４１０月２７日 小雨 稍重 （１９京都４）第８日 第１０競走 ��
��１，６００�

さ ん ね ん ざ か

三 年 坂 特 別
発走１５時１０分 （芝・右・外）

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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

７１２� オーシャンエイプス 牡３鹿 ５５ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４７８－１０１：３５．０ １．５�

６９ �� ディープスピリット 牡３鹿 ５５ O．ペリエ 深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４４６－ ４１：３５．２１	 １５．９�
（仏）

５７ フミノバラード 牝６鹿 ５５ 角田 晃一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４７０＋１０１：３５．３	 ３３．９�
８１３ オリオンオンサイト 牝４鹿 ５５ 芹沢 純一日浦 桂子氏 矢作 芳人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８４＋ ２１：３５．４	 ３０．５�
３４ � ハチマンダイボサツ 牝３黒鹿５３ 幸 英明居城 要氏 境 直行 新冠 北勝ファーム ５００－ ６１：３５．５
 ８．０�
７１１� フレジェール 牝３鹿 ５３ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６１：３５．６
 ２７．５�
４６ � ビ ン チ ェ ロ 牡３黒鹿５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６ 〃 ハナ １１．６	
６１０� バージンフォレスト 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋ ２１：３５．７クビ ９．３

１１ ゲ イ ル 牡４鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７８＋１２ 〃 ハナ ２０．８�
３３ トーワユメジ 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４５０＋ ２１：３５．９１	 ８５．６�
８１４ ヤマニンアリエル 牝５青鹿５５ 小牧 太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４７４＋ ２１：３６．０クビ ８９．６
５８ スリースピニング �６鹿 ５７ 武 幸四郎永井商事� 西浦 勝一 浦河 辻 牧場 ４４２＋１０１：３６．１	 １０９．６�
２２ アドマイヤメガミ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ２ 〃 ハナ ６６．４�
４５ � マルノユビキタス 牡６黒鹿５７ 中舘 英二穐吉 正孝氏 沖 芳夫 静内 福岡 清 ５１８＋ ２１：３７．８大差 ３１６．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４１，６００，５００円 複勝： ４１，０２６，５００円 枠連： ３５，０１３，７００円

普通馬連： １６２，４８４，７００円 馬単： １３７，３５１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，３４０，７００円

３連複： １５４，２７４，５００円 ３連単： ４１９，１１４，５００円 計： １，０３０，２０６，９００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １２０円 � ２８０円 � ４４０円 枠 連（６－７） ３９０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ７６０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� ６，９１０円 ３ 連 単 ��� １９，０３０円

票 数

単勝票数 計 ４１６００５ 的中 � ２２５８８３（１番人気）
複勝票数 計 ４１０２６５ 的中 � １５４９７８（１番人気）� ２８５２６（５番人気）� １６３９３（７番人気）
枠連票数 計 ３５０１３７ 的中 （６－７） ６７６３８（１番人気）
普通馬連票数 計１６２４８４７ 的中 �� ９５３２４（４番人気）
馬単票数 計１３７３５１８ 的中 �� ６７１３７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９３４０７ 的中 �� ２２１６４（４番人気）�� １２８４５（８番人気）�� ３２１２（３５番人気）
３連複票数 計１５４２７４５ 的中 ��� １６４９６（２４番人気）
３連単票数 計４１９１１４５ 的中 ��� １６２５９（５５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．０―１２．５―１２．１―１１．６―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．９―３５．９―４８．４―１：００．５―１：１２．１―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オーシャンエイプス �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１．２０ 京都１着

２００４．３．１９生 牡３鹿 母 リターンキャスト 母母 リターンバンダム ７戦３勝 賞金 ４２，８６４，０００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。



２９０９５１０月２７日 晴 稍重 （１９京都４）第８日 第１１競走 ��
��１，４００�第５０回毎日放送賞スワンステークス（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬
２�減，１８．１０．２８以降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，１８．１０．２７以前のGⅠ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）

毎日放送賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，３３０，０００円 ３８０，０００円 １９０，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

６１２ スーパーホーネット 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介森本 悳男氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４７０＋１０１：２０．７ ５．８�

７１４� フサイチリシャール 牡４芦 ５８ 福永 祐一関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９２－ ４ 〃 ハナ ３０．３�
７１３� ドラゴンウェルズ 牡４鹿 ５７ O．ペリエ 窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-

bred Partnership ４９０＋ ２１：２０．８	 １１．４�
（仏）

１２ スイープトウショウ 牝６鹿 ５６ 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 ４８０＋１８１：２１．１２ ９．４�

５１０� ブラックバースピン 牡４青 ５７ 四位 洋文藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Arthur I.
Appleton ４８０± ０１：２１．４１
 １８．９�

４８ キングストレイル 牡５黒鹿５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５００± ０ 〃 クビ ４．６	
８１６ ペールギュント 牡５黒鹿５７ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５１４＋１２１：２１．５クビ １９．９

６１１ ナカヤマパラダイス 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 静内 北洋牧場 ４８２－ ２１：２１．６	 ４０．３�
１１ � マイネルスケルツィ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５１０＋ ６１：２１．８１ １８．５�
３５ � タマモホットプレイ 牡６栗 ５７ 石橋 脩タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７８＋１４ 〃 クビ ３８．０
２４ � ジョリーダンス 牝６芦 ５５ 安藤 勝己小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４７０－ ６１：２１．９クビ １４．２�
７１５�� ネイティヴハート 牡９鹿 ５７ 内田 博幸池田 草龍氏 坂本 昇 新冠 明和牧場 B４８４－２２ 〃 クビ １５６．１�

（船橋） （大井）

８１８ ローエングリン 牡８栗 ５８ 武 幸四郎 �社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：２２．１１ ５４．４�
３６ � アストンマーチャン 牝３鹿 ５５ 中舘 英二戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：２２．３１ ３．６�
５９ サイキョウワールド 牡５栗 ５７ 長谷川浩大奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６２＋ ４１：２２．４	 ４７．４�
２３ � オメガエクスプレス 牡３鹿 ５５ 秋山真一郎原 �子氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ５３０＋１０１：２３．０３	 １３８．０�
４７ � ギャラントアロー 牡７栗 ５７ 幸 英明冨沢 敦子氏 崎山 博樹 門別 藤本 友則 B４９６－ ８１：２４．５９ １９３．１�
８１７� オートセレブ 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 浦河 辻 牧場 ４８２± ０１：３５．８大差 ３６．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１７，１０３，６００円 複勝： １４２，８６５，５００円 枠連： ９６，９９２，９００円

普通馬連： ６８２，０５９，２００円 馬単： ３６６，６６７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５２，６８０，１００円

３連複： ６９３，９２９，４００円 ３連単： １，４１２，００３，５００円 計： ３，６６４，３０２，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２２０円 � ８３０円 � ３２０円 枠 連（６－７） １，７００円

普通馬連 �� １２，０５０円 馬 単 �� １９，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５７０円 �� ９７０円 �� ５，０６０円

３ 連 複 ��� ３４，７１０円 ３ 連 単 ��� ２１１，８５０円

票 数

単勝票数 計１１７１０３６ 的中 � １５９４７９（３番人気）
複勝票数 計１４２８６５５ 的中 � ２０８１０１（３番人気）� ３８０７７（１１番人気）� １１９６４５（４番人気）
枠連票数 計 ９６９９２９ 的中 （６－７） ４２２９４（７番人気）
普通馬連票数 計６８２０５９２ 的中 �� ４１７７４（４４番人気）
馬単票数 計３６６６６７９ 的中 �� １４１６０（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５２６８０１ 的中 �� １０３４１（４４番人気）�� ４０３７５（６番人気）�� ７２４９（５７番人気）
３連複票数 計６９３９２９４ 的中 ��� １４７５７（１１２番人気）
３連単票数 計１４１２００３５ 的中 ��� ４９１９（６３５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．１―１１．５―１１．６―１１．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．６―３３．７―４５．２―５６．８―１：０８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．５
３ ６，１１（１，７）１４（２，３，１３）（４，１７）（１０，１５，１６）（８，９，１２，１８）５ ４ ６（１１，１）１４（２，７）１３，３（８，４）１６，１２（１０，１８）１５（５，１７，９）

勝馬の
紹 介

スーパーホーネット �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 エルセニョール デビュー ２００５．９．１１ 札幌４着

２００３．３．２０生 牡４鹿 母 ユウサンポリッシュ 母母 エルゼビアー １８戦７勝 賞金 ２１４，３４８，０００円
〔その他〕 オートセレブ号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 オートセレブ号は，平成１９年１２月２７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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１６頭 アポロティアラ号・インセンティブガイ号・エムエスワールド号・キストゥヘヴン号・コスモフォーチュン号・

コスモラブシック号・シベリアンホーク号・シルヴァーゼット号・ステキシンスケクン号・ダイワパッション号・
ダイワメンフィス号・トールハンマー号・ファイングレイン号・メイショウサライ号・メテオバースト号・
ロードアルティマ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２９０９６１０月２７日 晴 稍重 （１９京都４）第８日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

５１０� ダイナミックグロウ 牡３鹿 ５５ 小牧 太小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４６０＋ ８１：５１．６ ２４．８�

３５ � タカラトゥルー 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己村山 義男氏 国枝 栄 米 Padua
Stables B５２０＋ ２１：５１．７	 ３．３�

１２ ダイショウジェット 牡４鹿 ５７ 橋本 美純馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ５６２＋１０１：５１．９１
 ７．４�

２４ メイショウチョイス 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５４８－ ２１：５２．１１� ５２．９�
２３ � ア ル ヴ ィ ス 牝３黒鹿５３ 川田 将雅 �キャロットファーム 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC ５０６＋ ２１：５２．３１� １７．７�
６１１ テンザンメダリスト 牡３鹿 ５５ 角田 晃一平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ５２６± ０１：５２．５	 ２２．８�
７１３� ゼンノグッドウッド 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤岡 康太大迫久美子氏 武 邦彦 千歳 社台ファーム ５２６＋ ４１：５２．７１
 ３１．２	
６１２ ナックルパート 牡３鹿 ５５ 福永 祐一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９６＋ ４１：５２．８クビ ６．５

５９ ストラディヴァリオ 牡４芦 ５７ 岩田 康誠�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ５２２＋１０１：５２．９
 ４．６�
８１６ テイエムザエックス 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 福島 勝 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ８１：５３．０クビ ９．３�
４８ ホーマンラフィット 牡５栗 ５７ 金折 知則久保 久人氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４７０＋ ２ 〃 ハナ １５５．４
３６ � インスパイアリング 牡４栗 ５７ 内田 博幸中井商事� 沖 芳夫 浦河 斉藤 英 ５０４－１０ 〃 アタマ １０．３�

（大井）

８１５ センターザゴールド 牡４鹿 ５７ 幸 英明中野 優氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ５１０－１４１：５３．３２ ４０．１�
７１４� サンエムテイオー 牡６栗 ５７

５４ ▲荻野 琢真松本ヒデ子氏 平田 修 浦河 磯野牧場 ４７６－ ２１：５４．０４ ２９３．９�
１１ � メディアミックス ６栗 ５７ 上村 洋行 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 静内 井高牧場 ４５２－１０１：５５．１７ ２０５．２�
４７ � ハギノプレシャス ５黒鹿５７ 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム B４７２＋ ６１：５５．７３
 ９８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，２４６，６００円 複勝： ４７，１７０，７００円 枠連： ４６，３３９，４００円

普通馬連： １８５，９０１，８００円 馬単： １１８，８１８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，４５５，１００円

３連複： １９１，４７９，７００円 ３連単： ４４０，７６７，１００円 計： １，１１４，１７８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２，４８０円 複 勝 � ５２０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（３－５） ５８０円

普通馬連 �� ４，９８０円 馬 単 �� １２，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６３０円 �� ２，９２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １１，０９０円 ３ 連 単 ��� ８５，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３６２４６６ 的中 � １１５５６（９番人気）
複勝票数 計 ４７１７０７ 的中 � １８１２２（９番人気）� １１１１７０（１番人気）� ４９８９５（４番人気）
枠連票数 計 ４６３３９４ 的中 （３－５） ５８９７８（１番人気）
普通馬連票数 計１８５９０１８ 的中 �� ２７５７３（１８番人気）
馬単票数 計１１８８１８４ 的中 �� ６９７４（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７４５５１ 的中 �� ６９５８（２１番人気）�� ３８０２（３５番人気）�� ２５１８８（３番人気）
３連複票数 計１９１４７９７ 的中 ��� １２７５１（３７番人気）
３連単票数 計４４０７６７１ 的中 ��� ３８０８（２６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．２―３５．６―４８．１―１：００．６―１：１３．１―１：２５．５―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．５
１
３
７，１６－２（３，５，１０）－（１２，１５）（４，６，９）１４（１，１１）１３，８
７（１６，２）（３，５）１０－（１２，１５）（４，９）６，１３（１４，１１）－１，８

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

勝馬の
紹 介

�ダイナミックグロウ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００６．１１．５ 京都１０着

２００４．３．１７生 牡３鹿 母 グリーンインディ 母母 Valthea １０戦２勝 賞金 １８，８００，０００円
［他本会外：１戦１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 ゴールデンシャイン号・メイショウセレット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（１９京都４）第８日 １０月２７日（土曜日） 雨時々曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
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

３１５，９００，０００円
２，１００，０００円
２３，２５０，０００円
１，２２０，０００円
２，８２０，０００円
３４，６５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，２０１，０００円
５，４３０，６００円
１，７４７，３００円

勝馬投票券売得金
３７１，２９３，４００円
４５８，７９７，７００円
３６１，６６４，７００円
１，７１５，６３５，０００円
１，２４９，４７１，８００円
４２３，４２０，２００円
１，９７８，９０５，５００円
２，６３７，１８９，１００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 ９，１９６，３７７，４００円

総入場人員 ２５，０９４名 （有料入場人員 ２４，２１８名）




