
２９０６１１０月２６日 曇 稍重 （２０京都４）第６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）

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

６８ シゲルカサギヤマ 牡２栗 ５５ 角田 晃一森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド ５００＋ ４１：１２．１ ２．３�

５７ スペシャルクイン 牝２青鹿５４ 内田 博幸菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４４２－ ８ 〃 クビ ５．９�
８１３ エリモフリーダム 牡２鹿 ５５ 川島 信二山本 敏晴氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４５４± ０１：１３．０５ ７．９�
６９ カシノヘラクレス 牡２鹿 ５５ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 清広 日高 島瀬 順一 ４６６－ ２１：１３．５３ ３１．９�
２２ エーシンサニーデイ 牡２芦 ５５ 福永 祐一平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４５２＋ ２１：１３．７１� ５．７�
５６ ハートランドフェロ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎豊田 稔氏 須貝 彦三 新冠 赤石 久夫 ４５８＋ ６ 〃 アタマ ２７．１�
７１１ マルコードリーム 牡２栗 ５５

５２ ▲田村 太雅岡田 宏二氏 坂口 正則 鵡川 上水牧場 ４５８－ ２１：１４．３３� １０９．９�
４５ シゲルアオバサン 牝２鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊森中 蕃氏 服部 利之 新冠 ハシモトフアーム ４１２± ０１：１４．９３� １５４．３	
８１２ フェナサイト 牝２黒鹿５４ 田嶋 翔石川 儀治氏 小島 貞博 新ひだか 川端牧場 ４３８＋ ６１：１５．２２ ２２６．３

７１０ シルクナトゥール 牡２鹿 ５５ 武 英智有限会社シルク山内 研二 新ひだか 上村 清志 ４９６＋ ２１：１６．１５ １４９．９�
１１ マーロンバローズ 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 静内 石川 新一 ４５０± ０ 〃 クビ ８６．５�
４４ スーパークルーズ 牡２栗 ５５ 幸 英明 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４８＋ ４１：１７．４８ １４．３�
３３ テイエムマッハ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８２± ０１：１９．６大差 ６．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，２６６，９００円 複勝： １８，６４４，９００円 枠連： １１，６６８，５００円

普通馬連： ４１，０４９，７００円 馬単： ３５，００２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４９３，５００円

３連複： ５２，８００，３００円 ３連単： ８０，１５１，７００円 計： ２６７，０７７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（５－６） ５００円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３４０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 ��� ５，０３０円

票 数

単勝票数 計 １４２６６９ 的中 � ５０９１７（１番人気）
複勝票数 計 １８６４４９ 的中 � ５６５０８（１番人気）� ２５１２４（３番人気）� ２４２２０（４番人気）
枠連票数 計 １１６６８５ 的中 （５－６） １７３９６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１０４９７ 的中 �� ４５２９６（２番人気）
馬単票数 計 ３５００２３ 的中 �� ２３０１２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４９３５ 的中 �� １２７８８（２番人気）�� １０２９８（３番人気）�� ４５５５（１０番人気）
３連複票数 計 ５２８００３ 的中 ��� ２５２６９（５番人気）
３連単票数 計 ８０１５１７ 的中 ��� １１７６１（８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．７―１１．９―１１．９―１２．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルカサギヤマ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００８．７．１９ 新潟３着

２００６．２．１２生 牡２栗 母 ジョーベアトリチェ 母母 ジョーエスペランス ６戦１勝 賞金 １１，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパークルーズ号・テイエムマッハ号は，平成２０年１１月２６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ピサノロダン号（疾病〔左肩跛行〕のため）



２９０６２１０月２６日 小雨 稍重 （２０京都４）第６日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

７９ マイネルプリマス 牡２芦 ５５ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ４１：５４．４ １．９�

７８ シゲルダイセン 牡２鹿 ５５ 角田 晃一森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ ４．４�
８１０ マイネルカルツェ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 浦河 信岡牧場 ５２４－１４１：５４．５� １９．３�
２２ ピュアシルヴァー 牡２芦 ５５ 川島 信二畑 清介氏 田島 良保 三石 折手牧場 ５０６± ０１：５４．７１� ６．３�
６７ ハギノリベラ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５０８－ ２１：５５．０１� １７．０�
６６ ナリタテイオー 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊�オースミ 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４６２± ０１：５５．３２ ６．２�
１１ シルバーフィールド 牡２黒鹿５５ 幸 英明近藤 克麿氏 清水 出美 浦河 丸幸小林牧場 ４８４－ ４１：５５．８３ ９８．５	
８１１ シ ュ ン リ キ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠石川 博氏 川村 禎彦 静内 漆原 一也 ４８８－１２１：５６．４３� ４２．３

３３ カバードブリッジ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４３８± ０１：５６．５� ５３．８�
４４ ユーセイヤマトオー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５０２± ０ 〃 ハナ ７３．３
５５ ヒルノカンクン 牡２鹿 ５５

５３ △田中 健蛭川 正文氏 福島 信晴 青森 今川 満良 ４８８－ ２１：５７．５６ １９１．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，０２２，７００円 複勝： １９，３１７，０００円 枠連： １３，１１０，０００円

普通馬連： ３９，４６２，０００円 馬単： ３５，１８５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １３，３４２，４００円

３連複： ５１，９３６，７００円 ３連単： ８７，０９６，８００円 計： ２７４，４７２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ３２０円 枠 連（７－７） ５００円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ６５０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� １，９６０円 ３ 連 単 ��� ５，５６０円

票 数

単勝票数 計 １５０２２７ 的中 � ６３３７６（１番人気）
複勝票数 計 １９３１７０ 的中 � ５９３１４（１番人気）� ３８６１８（２番人気）� １０１０６（５番人気）
枠連票数 計 １３１１００ 的中 （７－７） １９７１７（３番人気）
普通馬連票数 計 ３９４６２０ 的中 �� ６８２９７（１番人気）
馬単票数 計 ３５１８５１ 的中 �� ３６７０８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３３４２４ 的中 �� １８７１３（１番人気）�� ４６４３（７番人気）�� ２５５５（１２番人気）
３連複票数 計 ５１９３６７ 的中 ��� １９６２８（５番人気）
３連単票数 計 ８７０９６８ 的中 ��� １１５６７（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１３．０―１３．２―１２．８―１２．６―１２．９―１３．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３６．７―４９．９―１：０２．７―１：１５．３―１：２８．２―１：４１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルプリマス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．８．３１ 札幌２着

２００６．３．１５生 牡２芦 母 オカノスピカ 母母 ミスマルコチャン ４戦１勝 賞金 １０，５５０，０００円
※カバードブリッジ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２９０６３１０月２６日 小雨 良 （２０京都４）第６日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時００分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

１１ トップゾーン 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４４８＋ ８１：３６．３ ２．５�

７７ ウェザーサイド 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４３４± ０１：３６．５１� ６．６�
２２ ジ ャ ミ ー ル 牡２鹿 ５５ 上村 洋行吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４４２± ０１：３６．７１� ４７．６�
５５ アキノカウンター 牡２栗 ５５ 安藤 勝己穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４４６－ ４１：３６．８� ２．７�
３３ メイショウローツェ 牡２栗 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４４０± ０１：３６．９� １２．２�
８９ オーバルシェープ 牡２栗 ５５ 武 豊 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４３８－ ８ 〃 クビ ５．５�
４４ ハリケンフリゲイト 牡２青鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士小川 洋氏 羽月 友彦 日高 加藤牧場 ４２４－１０１：３７．１１� １９１．４	
６６ オ ウ ハ 牝２芦 ５４ 内田 博幸�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４４２－ ４１：３７．４１� ４５．０

８８ マイネルフレンズ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 日高 中川 浩典 ４６６－ ２ 〃 クビ ９８．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： １９，６２４，７００円 複勝： ３０，１９０，４００円 枠連： １１，６９０，２００円

普通馬連： ５３，８６１，５００円 馬単： ５２，５４６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１５１，９００円

３連複： ５６，０６３，４００円 ３連単： １３６，２６５，２００円 計： ３７７，３９３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ６３０円 枠 連（１－７） ７３０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，１７０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ７，４５０円 ３ 連 単 ��� １９，８５０円

票 数

単勝票数 計 １９６２４７ 的中 � ６４０３４（１番人気）
複勝票数 計 ３０１９０４ 的中 � １１５２６５（１番人気）� ３６４２７（３番人気）� ７３３２（７番人気）
枠連票数 計 １１６９０２ 的中 （１－７） １１８９１（４番人気）
普通馬連票数 計 ５３８６１５ 的中 �� ５２１９０（４番人気）
馬単票数 計 ５２５４６５ 的中 �� ３３２４２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１５１９ 的中 �� １６３１０（３番人気）�� ３３７８（１１番人気）�� １５５８（１８番人気）
３連複票数 計 ５６０６３４ 的中 ��� ５５６１（２０番人気）
３連単票数 計１３６２６５２ 的中 ��� ５０６７（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．２―４７．５―１：００．１―１：１２．８―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップゾーン 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 アーミジャー デビュー ２００８．８．３０ 札幌３着

２００６．５．２０生 牡２鹿 母 レッドストリーム 母母 マチカネエルベ ４戦１勝 賞金 １０，８００，０００円



２９０６４１０月２６日 小雨 稍重 （２０京都４）第６日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時３０分 （ダート・右）

牝，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

６１１ ツルマルハロー 牝２鹿 ５４ 武 豊鶴田 任男氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４６２ ―１：２６．５ ２．６�

７１２ グランプリチェリー 牝２鹿 ５４ 角田 晃一北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 ４７０ ―１：２７．５６ １６．５�
８１５ ア リ デ ッ ド 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２ ―１：２７．６� ５．５�
４７ ジョーセレス 牝２鹿 ５４ 松岡 正海上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大成牧場 ４９２ ― 〃 クビ １１５．９�
１１ タフネスデジタル 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか サンコウ牧場 ４６６ ―１：２８．０２� ３．９�
２３ スプリングベリー 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 宮本 一輝 ４７４ ―１：２８．３１� １８０．２�
５８ ナムララピス 牝２鹿 ５４ 小牧 太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新冠 つつみ牧場 ４８６ ―１：２８．５１� １６．７	
３５ ボニータシチー 牝２栗 ５４ 柴原 央明 
友駿ホースクラブ 田中 章博 浦河 田中スタッド ４５４ ― 〃 アタマ ９．８�
３４ フラワーアンジェラ 牝２芦 ５４ 武 幸四郎花垣 春男氏 本田 優 浦河 宮内牧場 ４８４ ―１：２９．４５ ５３．０�
４６ ナ タ ー シ ャ 牝２栗 ５４

５１ ▲田村 太雅林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４２ ― 〃 クビ １３７．８
２２ ブリリアントデイズ 牝２栗 ５４

５２ △田中 健 �ノースヒルズマネ
ジメント 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４ ―１：２９．５クビ １２１．１�

７１３ キセキサイチャン 牝２鹿 ５４ 川田 将雅武田 茂男氏 藤沢 則雄 鵡川 ムカワベルモ
ントファーム ４６４ ― 〃 ハナ ６．９�

８１４ メイショウパフィン 牝２鹿 ５４
５１ ▲船曳 文士松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５８ ―１：３０．２４ ２１８．１�

５９ ニホンピロジール 牝２栗 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 浦河 ミルファーム ４２０ ―１：３０．５２ １５９．３�
６１０ エジンバラクイーン 牝２青 ５４ 武 英智岸田 勝宏氏 目野 哲也 新ひだか カタオカフアーム ４２６ ―１：３２．６大差 ２４１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，３２７，４００円 複勝： １９，０１０，７００円 枠連： １４，９８９，５００円

普通馬連： ４６，１９８，６００円 馬単： ４２，６８３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８５４，６００円

３連複： ５６，４５３，６００円 ３連単： ９４，１２７，０００円 計： ３０５，６４５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ３５０円 � １８０円 枠 連（６－７） ６４０円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ２９０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，６３０円 ３ 連 単 ��� １２，６７０円

票 数

単勝票数 計 １６３２７４ 的中 � ５０３３１（１番人気）
複勝票数 計 １９０１０７ 的中 � ４５９３６（１番人気）� １０５４７（７番人気）� ２９４３２（３番人気）
枠連票数 計 １４９８９５ 的中 （６－７） １７４０５（３番人気）
普通馬連票数 計 ４６１９８６ 的中 �� １９１１７（７番人気）
馬単票数 計 ４２６８３６ 的中 �� １４１９１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８５４６ 的中 �� ５７４４（６番人気）�� １５３３８（２番人気）�� ３９１１（１５番人気）
３連複票数 計 ５６４５３６ 的中 ��� １５８９９（９番人気）
３連単票数 計 ９４１２７０ 的中 ��� ５４８３（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．６―４８．５―１：０１．４―１：１３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３８．０
３ １１（１３，１５）（４，８）５（１，１２）９－（３，７）（６，１４，１０）２ ４ １１（１３，１５）１２，８（４，５）１，９（３，７）－（６，１４）－（２，１０）

勝馬の
紹 介

ツルマルハロー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Halo 初出走

２００６．３．２１生 牝２鹿 母 スリーソウツ 母母 Three Secrets １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エジンバラクイーン号は，平成２０年１１月２６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ヴンダーゾンネ号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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 シゲルオスズヤマ号・シゲルホタカヤマ号・シュウホーサンデー号・ホクセツテンシ号



２９０６５１０月２６日 雨 良 （２０京都４）第６日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０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
１：４６．７

良

良

８１１ アンライバルド 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７８ ―１：５１．７ ７．６�

２２ リーチザクラウン 牡２青鹿５５ 小牧 太臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５２０ ―１：５１．９１� ２．７�
４４ ブエナビスタ 牝２黒鹿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 ４５２ ―１：５２．０� ２．３�
７８ スリーロールス 牡２鹿 ５５ 横山 典弘永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ５０４ ―１：５２．２１� ４９．７�
５５ エーシンビートロン 牡２黒鹿５５ 内田 博幸平井 宏承氏 西園 正都 静内 服部 牧場 ４７２ ―１：５２．５１� ７．８�
６６ ネオイユドゥレーヌ 牝２黒鹿５４ 武 豊小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：５２．６� ２１．９	
１１ アルティマタレント 牡２栗 ５５ 四位 洋文深見 富朗氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 ５０６ ―１：５３．３４ ３９．３

８１０ ヒカリアスティル 牡２鹿 ５５ 幸 英明當山 �則氏 谷 潔 伊達 高橋農場 ４９６ ―１：５３．４� ７３．３�
６７ テイエムシバスキー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４７４ ― 〃 アタマ １５３．４
７９ ダノンイチロー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�ダノックス 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ４８２ ― 〃 クビ １４．０�
３３ ファーエンドシュア 牡２栗 ５５ 黒岩 悠川上 哲司氏 目野 哲也 日高 三輪 幸子 ４８０ ―１：５４．６７ ２６５．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２８，１４１，５００円 複勝： ２７，２２５，３００円 枠連： １５，８３２，９００円

普通馬連： ５６，６７９，４００円 馬単： ５６，３０１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０２２，８００円

３連複： ６７，３９９，４００円 ３連単： １３８，１５７，８００円 計： ４０８，７６０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（２－８） ９９０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ３，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ３１０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ７，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２８１４１５ 的中 � ２９２０２（３番人気）
複勝票数 計 ２７２２５３ 的中 � ２８３２１（４番人気）� ８０７３３（１番人気）� ７６６１５（２番人気）
枠連票数 計 １５８３２９ 的中 （２－８） １１８５０（３番人気）
普通馬連票数 計 ５６６７９４ 的中 �� ３１９８８（５番人気）
馬単票数 計 ５６３０１４ 的中 �� １２４５４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０２２８ 的中 �� １０２１０（５番人気）�� １２４１５（４番人気）�� ４８６８８（１番人気）
３連複票数 計 ６７３９９４ 的中 ��� ８４８９８（２番人気）
３連単票数 計１３８１５７８ 的中 ��� １２９８８（２１番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．５―１２．６―１２．８―１３．６―１３．０―１１．３―１１．９―１１．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．５―３８．１―５０．９―１：０４．５―１：１７．５―１：２８．８―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンライバルド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

２００６．４．１３生 牡２鹿 母 バレークイーン 母母 Sun Princess １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２９０６６１０月２６日 雨 稍重 （２０京都４）第６日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

７１０ ウォータクティクス 牡３黒鹿５５ 武 豊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２１：５０．８ ２．１�

８１２ トーセンスターン 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：５１．５４ ５．７�
５６ マチカネカミカゼ 牡３栗 ５５ 川田 将雅細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４７６± ０１：５１．９２� ４．０�
７１１ パレスミサイル 牡３黒鹿５５ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４７０＋ ２ 〃 クビ １５．１�
４４ ヒカリコーズウェー �３鹿 ５５ 橋本 美純當山 �則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５２８－ ４１：５２．５３� １０８．９�
６８ シルクダイナスティ 牡３栗 ５５

５２ ▲田村 太雅有限会社シルク加用 正 新冠 	渡 信義 ４６４± ０１：５２．７１� １９．８

３３ ニシノシャア 牡３鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４７８－ ８１：５２．８� １３０．６�
６９ ロングエンパイヤ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸中井 敏雄氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４６４－ ６１：５３．２２� ５７．２�
５７ スリーベイダー �４黒鹿 ５７

５５ △田中 健永井商事 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４８６＋ ２１：５３．５２ ９．４�
１１ 	 シルクストライカー 牡４青鹿５７ 和田 竜二有限会社シルク目野 哲也 新冠 グリー牧場 B４６０－１０１：５３．７１� １５．９�
２２ オートホーク 牡３青鹿５５ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 静内 高橋 修 ４９８＋ ４１：５４．３３� １７０．６�
４５ ラヴファクトリー 牝４栗 ５５

５２ ▲船曳 文士 �ノースヒルズマネ
ジメント 沖 芳夫 三石 土居 忠吉 ５０４＋ ２１：５５．３６ １０８．１�

８１３ スリークロフネ 牡３芦 ５５
５２ ▲大下 智永井商事 武 宏平 静内 武 牧場 ４６０－ ２１：５６．４７ ２７３．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，２７５，０００円 複勝： ２７，０１３，４００円 枠連： １９，１８７，８００円

普通馬連： ６４，３０２，４００円 馬単： ５２，７３５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０３２，１００円

３連複： ７３，９０６，９００円 ３連単： １３３，５３２，２００円 計： ４１２，９８５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（７－８） ４７０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２００円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ２，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２１２７５０ 的中 � ８３４７６（１番人気）
複勝票数 計 ２７０１３４ 的中 � ６７２６７（１番人気）� ４５８９９（３番人気）� ５７３２８（２番人気）
枠連票数 計 １９１８７８ 的中 （７－８） ３０７５４（２番人気）
普通馬連票数 計 ６４３０２４ 的中 �� ７７４４９（２番人気）
馬単票数 計 ５２７３５５ 的中 �� ４４６３６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０３２１ 的中 �� １９８７０（２番人気）�� ２８３４８（１番人気）�� １７４１５（３番人気）
３連複票数 計 ７３９０６９ 的中 ��� ９３４４６（１番人気）
３連単票数 計１３３５３２２ 的中 ��� ３６２８５（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１２．３―１２．８―１２．４―１２．０―１２．４―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．０―４８．８―１：０１．２―１：１３．２―１：２５．６―１：３７．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォータクティクス �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．１１ 京都３着

２００５．２．６生 牡３黒鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル ３戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリークロフネ号は，平成２０年１１月２６日まで平地競走に出走できない。
※シルクダイナスティ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２９０６７１０月２６日 雨 稍重 （２０京都４）第６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）

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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３５ � アドマイヤゴルゴ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４８８＋ ４１：２３．８ ７．５�

８１６ ローズカットダイヤ 牝３栗 ５３ 秋山真一郎�橋 修身氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４５２－ ２ 〃 クビ １９．１�
３６ メイショウワカツキ 牝３青 ５３ 武 幸四郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５２２＋ ８１：２３．９� ２３．３�
２３ � オリジナルフェイト 	３鹿 ５５ 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 米 Swordle-

stown Stud ５２４－ ２１：２４．１１
 ２．３�
２４ � ア ル ヴ ィ ス 牝４黒鹿５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC ５１４＋ ２１：２４．２クビ １４．１�
７１３ ペプチドアトム 牡３鹿 ５５ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８６＋ ２１：２４．４１ １６．２�
８１５ シークエスト 牡３黒鹿５５ 岩田 康誠宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 秋場牧場 ５００± ０１：２４．７２ ５．５	
６１１ アレクシオス 牡５栗 ５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：２４．８� １０９．８

４８ ブライトロジック 	４黒鹿５７ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 追分 追分ファーム ４５６－ ６ 〃 ハナ ４１．４�
７１４ リマレックス 牝３栗 ５３

５１ △田中 克典�ファイブウィン 中尾 正 新冠 田渕牧場 ４５６＋１８１：２４．９� １２８．７
４７ マハーバリプラム 牝３青 ５３ 武 豊吉田 勝己氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ２ 〃 ハナ ６．５�
５１０ アンジェロバンダム 牡３鹿 ５５ 幸 英明山科 統氏 柴田 政見 浦河 鮫川牧場 ５１４＋ ４１：２５．２１� ６１．８�
１２ ダイワシークレット 牡３栗 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４５８＋ ４１：２５．３� １９．８�
１１ ショウナンラノビア 牝５栗 ５５ 上村 洋行国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５１２＋１６１：２７．０大差 ２１６．０�
６１２ パッションローズ 牝３栗 ５３

５０ ▲船曳 文士�下河辺牧場 岡田 稲男 門別 下河辺牧場 ５１２－１２１：２７．３２ ２３８．７�

（１５頭）
５９ スズカアトラス 牡５鹿 ５７

５５ △田中 健永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２９，６２０，８００円 複勝： ４０，９１０，１００円 枠連： ２３，２７５，２００円

普通馬連： ８８，０４１，４００円 馬単： ６１，８３６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，８２９，７００円

３連複： １０６，１１３，５００円 ３連単： １７４，４７１，１００円 計： ５５３，０９８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２９０円 � ５７０円 � ５９０円 枠 連（３－８） １，２４０円

普通馬連 �� ７，９８０円 馬 単 �� １２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８３０円 �� ２，４７０円 �� ４，５００円

３ 連 複 ��� ５５，３５０円 ３ 連 単 ��� ３３６，１９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２９６２０８（返還計 １４） 的中 � ３１５０８（４番人気）
複勝票数 差引計 ４０９１０１（返還計 ８８） 的中 � ４１８２０（３番人気）� １７８８８（８番人気）� １７４６１（９番人気）
枠連票数 差引計 ２３２７５２（返還計 ２ ） 的中 （３－８） １３８６５（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ８８０４１４（返還計 １３８） 的中 �� ８１４６（２７番人気）
馬単票数 差引計 ６１８３６５（返還計 ８７） 的中 �� ３５３９（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２８８２９７（返還計 １００） 的中 �� ２５１２（２９番人気）�� ２８９８（２６番人気）�� １５６６（４６番人気）
３連複票数 差引計１０６１１３５（返還計 ５１５） 的中 ��� １４１５（１２７番人気）
３連単票数 差引計１７４４７１１（返還計 ６００） 的中 ��� ３８３（７１８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．３―１２．０―１２．４―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．７―３４．０―４６．０―５８．４―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アドマイヤゴルゴ �
�
父 Fasliyev �

�
母父 Trempolino デビュー ２００６．１０．１５ 京都４着

２００４．２．１６生 牡４鹿 母 Cinnamon Rose 母母 Sweet Simone １８戦４勝 賞金 ４８，４３２，０００円
〔出走取消〕 スズカアトラス号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アウトクラトール号・アグネスラック号・アートオブウォー号・エノク号・クイックリープ号・スマートリーズン号・

タガノクリスエス号・トウカイフラッグ号・ドキャーレ号・ファインスティール号



２９０６８１０月２６日 雨 良 （２０京都４）第６日 第８競走 ��
��１，４００�か え で 賞

発走１３時５０分 （芝・右）

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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．８
１：２０．３

良

良

４５ スズノハミルトン 牡２鹿 ５５ 和田 竜二阿部 雅子氏 五十嵐忠男 静内 棚川 光男 ４７２－ ８１：２１．９ １０．６�

８１３ ヒットヒットヒット 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２６－ ４ 〃 ハナ ３７．０�
１１ エイシンタイガー 牡２黒鹿５５ 内田 博幸平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４８２＋１２ 〃 クビ １．７�
４６ ヒカルジョディー 牡２栗 ５５ 秋山真一郎�橋 京子氏 中尾 秀正 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ６１：２２．１１� １４．５�
３３ カネトシコンジョオ 牡２黒鹿５５ 北村 宏司兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：２２．３１ １０．５�
５７ ラガーシーキング 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三奥村 啓二氏 池添 兼雄 静内 今 牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ ２０．２�
５８ マルカゼウス 牡２栗 ５５ 松岡 正海河長産業	 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４７４＋１０１：２２．６１� ４３．１

６１０ ラブチャーミー 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田 三千雄 ４４０－ ２１：２２．７� ８８．２�
７１２ エルチョコレート 牡２黒鹿５５ 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４３６－ ４ 〃 アタマ ５１．１�
６９ エーシンビーセルズ 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己平井 宏承氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４７６－ ８１：２２．８クビ １９．１
７１１ ノアウイニング 牝２鹿 ５４ 田中 健杉元 四男氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 ４５２＋ ８１：２２．９� １５．４�
２２ コンスヴァール 牝２鹿 ５４ 福永 祐一前田 幸治氏 岡田 稲男 新ひだか 大典牧場 ４６４－ ２１：２３．０クビ ７．０�
３４ プリティマリ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４５２－ ８１：２３．２１� １５７．２�
８１４ テイエムプレストン 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎竹園 正繼氏 新川 恵 三石 城地 清満 ５１６± ０１：２６．０大差 ８９．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，０７１，２００円 複勝： ５３，３００，５００円 枠連： ２５，０５７，０００円

普通馬連： ９２，７１０，３００円 馬単： ７７，５７７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７９１，９００円

３連複： １０４，０６３，２００円 ３連単： ２２２，５１０，４００円 計： ６３４，０８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ２２０円 � ５３０円 � １１０円 枠 連（４－８） ５，８００円

普通馬連 �� １３，０５０円 馬 単 �� ２２，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５５０円 �� ３５０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ５，４９０円 ３ 連 単 ��� ６９，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３００７１２ 的中 � ２２３９９（４番人気）
複勝票数 計 ５３３００５ 的中 � ４０２６０（３番人気）� １２８８７（９番人気）� ２７９９２８（１番人気）
枠連票数 計 ２５０５７０ 的中 （４－８） ３１９３（１８番人気）
普通馬連票数 計 ９２７１０３ 的中 �� ５２４４（３６番人気）
馬単票数 計 ７７５７７５ 的中 �� ２５７４（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７９１９ 的中 �� ２５３３（３０番人気）�� ２２８９７（３番人気）�� ８４２１（８番人気）
３連複票数 計１０４０６３２ 的中 ��� １３９８９（２１番人気）
３連単票数 計２２２５１０４ 的中 ��� ２３５４（１９２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．７―１１．８―１２．０―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．９―４６．７―５８．７―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノハミルトン �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００８．７．１３ 阪神１着

２００６．２．８生 牡２鹿 母 イシノショウジ 母母 サマニコマチ ４戦２勝 賞金 １７，３２２，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムプレストン号は，平成２０年１１月２６日まで平地競走に出走できない。



２９０６９１０月２６日 雨 良 （２０京都４）第６日 第９競走 ��
��２，０００�

き た の

北 野 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

１１ アーネストリー 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２２－１８２：００．８ ３．６�

６９ タガノエルシコ 牡３栗 ５５ 岩田 康誠八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４３４± ０ 〃 クビ ３．２�

７１２ マルカハンニバル 牡４黒鹿５７ 角田 晃一河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８２：００．９クビ １１．０�
８１３ タイセイファイター 牡４鹿 ５７ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５２６－ ２ 〃 ハナ ３７．６�
７１１ ウォーゲーム 牡４青鹿５７ 安藤 勝己 �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 ５１６＋ ４２：０１．１１� ５．２�
８１４ テイエムアンコール 牡４芦 ５７ 武 豊竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４７４＋ ６２：０１．２クビ ９．５	
４６ ロードアルファード 牡５鹿 ５７ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ５１０＋ ２ 〃 アタマ １３．６

３４ ポーラーライツ 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８２－ ２２：０１．３� ３５．４�
３３ 	 ロードエキスパート 
５黒鹿５７ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co ４６６＋ ２２：０１．４クビ ２５．０�
４５ スプリングダボス 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５１４＋１０ 〃 ハナ ６９．７
５８ テンシノゴールド 牡５鹿 ５７ 横山 典弘杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４７６＋１２ 〃 クビ １８．９�
５７ テイエムサッカー 牡７栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 静内 武岡牧場 ４８０＋１０２：０１．７２ ２１３．３�
２２ ドリームキューブ 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一セゾンレースホース� 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４７２± ０２：０１．９� ２９．１�
６１０ トッケンショウブ 牡５黒鹿５７ 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 三石 川端牧場 ５０６＋ ４２：０２．７５ ２１１．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３２，７３８，３００円 複勝： ４８，０３４，４００円 枠連： ３５，０１７，１００円

普通馬連： １４７，２８２，７００円 馬単： ８９，４８５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，０７１，８００円

３連複： １５７，４８０，８００円 ３連単： ３２４，７９９，２００円 計： ８７３，９０９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（１－６） ５８０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ７２０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，０１０円 ３ 連 単 ��� ７，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３２７３８３ 的中 � ７２９０９（２番人気）
複勝票数 計 ４８０３４４ 的中 � ８６４８０（２番人気）� １１４６１０（１番人気）� ３８０５５（５番人気）
枠連票数 計 ３５０１７１ 的中 （１－６） ４５０００（２番人気）
普通馬連票数 計１４７２８２７ 的中 �� １８０３２４（１番人気）
馬単票数 計 ８９４８５３ 的中 �� ５７８２３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９０７１８ 的中 �� ３９６７１（１番人気）�� １２４４６（７番人気）�� １６５５２（４番人気）
３連複票数 計１５７４８０８ 的中 ��� ５８１０２（３番人気）
３連単票数 計３２４７９９２ 的中 ��� ３４０１３（７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．８―１２．８―１２．６―１２．５―１１．７―１１．５―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．５―３６．３―４９．１―１：０１．７―１：１４．２―１：２５．９―１：３７．４―１：４８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーネストリー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．７．８ 阪神１着

２００５．５．１７生 牡３鹿 母 レットルダムール 母母 ダイナチヤイナ ５戦３勝 賞金 ３２，４０７，０００円
※スプリングダボス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２９０７０１０月２６日 雨 良 （２０京都４）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�

かつらがわ

桂川ステークス
発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，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

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

４７ ウエスタンダンサー 牝４鹿 ５５ 松岡 正海西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４９８＋ ８１：０８．５ ３６．５�

１２ ビーチアイドル 牝３鹿 ５３ 赤木高太郎 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４５４＋ ８１：０８．６� ２７．８�
３５ ソルジャーズソング 牡６栗 ５７ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 白老ファーム ５０６＋ ２１：０８．７� ２．１�
８１８ ニシノプライド 牡４芦 ５７ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ５２０－ ２ 〃 クビ １２．３�
２３ スーパーマルトク 牝５鹿 ５５ 福永 祐一高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 ４４０＋ ６ 〃 ハナ ２４．３�
８１７ ピエナビーナス 牝４青鹿５５ 四位 洋文本谷 兼三氏 南井 克巳 浦河 岡本牧場 ４６０＋ ４１：０９．０１� ８．２�
７１３ コウユーキズナ 牝４黒鹿５５ 秋山真一郎加治屋康雄氏 領家 政蔵 門別 森永牧場 ４７６＋ ８ 〃 アタマ １２．７	
２４ ニホンピロリビエラ 牡６鹿 ５７ 川島 信二小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 片岡牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ ２５．１

８１６ クリノビスケット 牝５鹿 ５５ 幸 英明栗本 博晴氏 内藤 一雄 門別 三輪牧場 ４３８± ０１：０９．１クビ １１９．６�
１１ ナンゴクプラネット 牝４黒鹿５５ 小牧 太渡 義光氏 武 宏平 鵡川 六角牧場 ４８６＋１８ 〃 クビ １５．６�
４８ マンテンハット 牝６鹿 ５５ 菊地 昇吾小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４５６＋１０１：０９．２� １９．８
７１５ ライブリシュロム 牡５栗 ５７ 石橋 守加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４７８－ ２１：０９．３� ２３７．６�
５１０ サウスティーダ 牝５芦 ５５ 北村 宏司岡田 牧雄氏 小崎 憲 門別 インターナシヨナル牧場 ４９２＋ ２１：０９．４� ５１．０�
７１４ ユメノオーラ 牝５鹿 ５５ 田中 健岩� 正志氏 川村 禎彦 浦河 田中スタッド ４８４＋１４ 〃 クビ ５８．９�
５９ マッチメイト 牡５鹿 ５７ 和田 竜二釘田 秀人氏 川村 禎彦 静内 藤沢牧場 ４８０＋１２１：０９．５クビ １６．７�
６１１	 コスモラナップ 牡５栗 ５７ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Gainsborough
Stud（Austra-
lia）Pty Ltd

４８６－ ２ 〃 ハナ １７６．１�
６１２	 ガ ブ リ ン 牡６鹿 ５７ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４７６＋ ６１：０９．６� １２．３�
３６ グレイトフルタイム 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム B５２６－ ８ 〃 クビ ２９．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，２６２，８００円 複勝： ５０，７６４，５００円 枠連： ４９，７９７，８００円

普通馬連： １８２，６４６，２００円 馬単： １０８，９１９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，０５８，５００円

３連複： ２００，７４７，６００円 ３連単： ３９９，９７７，９００円 計： １，０７７，１７４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６５０円 複 勝 � ７３０円 � ６２０円 � １３０円 枠 連（１－４） ５，９７０円

普通馬連 �� ５１，９９０円 馬 単 �� １２８，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２，３４０円 �� １，５９０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ５１，０７０円 ３ 連 単 ��� ４９６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ３７２６２８ 的中 � ８０５７（１３番人気）
複勝票数 計 ５０７６４５ 的中 � １２９０４（１３番人気）� １５６８０（１１番人気）� １７０８１６（１番人気）
枠連票数 計 ４９７９７８ 的中 （１－４） ６１５７（２８番人気）
普通馬連票数 計１８２６４６２ 的中 �� ２５９３（１００番人気）
馬単票数 計１０８９１９０ 的中 �� ６２４（２０８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７０５８５ 的中 �� ９１１（１０１番人気）�� ７３７２（１３番人気）�� ８２４０（１１番人気）
３連複票数 計２００７４７６ 的中 ��� ２９０１（１４４番人気）
３連単票数 計３９９９７７９ 的中 ��� ５９４（１２６９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１０．９―１１．５―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．１―３４．０―４５．５―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．４―３F３４．５
３ ・（１０，１８）（３，７，９）１１（１，５，６，１２）８（１３，１７）２（４，１４）１５，１６ ４ ・（１０，１８）（３，７，９）（１，１１）（５，１２）（６，１３，１７）（２，８）（４，１４）１５，１６

勝馬の
紹 介

ウエスタンダンサー �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 オペラハウス デビュー ２００７．４．１４ 阪神５着

２００４．２．２４生 牝４鹿 母 ウエスタンローズ 母母 ミュージカルラーク １５戦５勝 賞金 ６１，７０３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 アキノパンチ号・アグネスボゾン号・アーバンストリート号・エイシンパンサー号・オーヴェール号・

キルシュワッサー号・サインゴールド号・ジョイントスターズ号・スーパーワシントン号・ゼットフラッシュ号・
タッチザピーク号・トーセンイマジゲン号・ナナヨーティアラ号・ピサノアルハンブラ号・ホエールシャーク号・
ボストンゴールド号・メイショウディオ号・メジロシリング号・リキサンファイター号・レッドビームシチー号



２９０７１１０月２６日 曇 良 （２０京都４）第６日 第１１競走 ��３，０００�第６９回菊 花 賞（ＪｐｎⅠ）
発走１５時４０分 （芝・右・外）

牡・牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
内閣総理大臣賞・朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １１２，０００，０００円 ４５，０００，０００円 ２８，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，２００，０００円
付 加 賞 ４２，２５２，０００円 １２，０７２，０００円 ６，０３６，０００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

レースレコード

３：０２．７
３：０２．５
３：０２．７

良

良

良

７１４ オウケンブルースリ 牡３栗 ５７ 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２３：０５．７ ３．７�

１１ フローテーション 牡３栗 ５７ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８４－ ６３：０５．９１� ３７．７�
３５ ナムラクレセント 牡３鹿 ５７ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４８６－ ２３：０６．１１� ２３．４�
４８ スマートギア 牡３栗 ５７ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５４＋１０３：０６．２� １０．３�
５９ マイネルチャールズ 牡３黒鹿５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０± ０３：０６．５２ ６．６�
７１５ ベンチャーナイン 牡３鹿 ５７ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４８２＋ ６３：０６．６� ２０．１�
８１６ ホワイトピルグリム 牡３芦 ５７ 川田 将雅	ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４５６± ０３：０６．７� ４３．５

８１８ ダイワワイルドボア 牡３鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２６± ０３：０６．８クビ １０．３�
６１２ ヤマニンキングリー 牡３栗 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ３９．０�
４７ ド ッ ト コ ム 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７４－ ６３：０６．９� ４０．２
３６ ロードアリエス 牡３黒鹿５７ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５０８－ ６３：０７．０� １８．４�
２４ メイショウクオリア 牡３鹿 ５７ 角田 晃一松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４６６＋ ６３：０７．１クビ ２５．６�
８１７ ダイシンプラン 牡３栗 ５７ 安藤 勝己大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４－ ４３：０７．３１� ２６．７�
７１３ シゲルフセルト 牡３鹿 ５７ 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４４４＋ ８３：０７．７２� ２８．７�
６１１ ミッキーチアフル 牡３鹿 ５７ 幸 英明野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ８３：０７．９１� ２３．４�
５１０ スマイルジャック 牡３黒鹿５７ 小牧 太齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４８０＋ ６３：０８．９６ ７．８�
２３ アグネススターチ 牡３鹿 ５７ 赤木高太郎渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４３：０９．４３ ２５．０�
１２ ノットアローン 牡３青 ５７ 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８０＋１６３：１２．３大差 １３．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４４５，１７９，３００円 複勝： ４１４，８６６，８００円 枠連： ９８２，２４２，１００円

普通馬連： ３，３３１，２０７，８００円 馬単： １，６２６，３６０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６２６，０２８，１００円

３連複： ３，９３２，１４８，１００円 ３連単： ７，７１４，２７９，４００円 計： １９，０７２，３１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ８５０円 � ６５０円 枠 連（１－７） ２，１００円

普通馬連 �� １７，８２０円 馬 単 �� ２６，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４５０円 �� １，９２０円 �� ８，３８０円

３ 連 複 ��� ９２，７２０円 ３ 連 単 ��� ５２３，９９０円

票 数

単勝票数 計４４５１７９３ 的中 � ９５８１２０（１番人気）
複勝票数 計４１４８６６８ 的中 � ８８０６３５（１番人気）� １０５５０９（１５番人気）� １４１８１１（１０番人気）
枠連票数 計９８２２４２１ 的中 （１－７） ３４６７５１（１０番人気）
普通馬連票数 計３３３１２０７８ 的中 �� １３８０３６（６９番人気）
馬単票数 計１６２６３６０３ 的中 �� ４４４９９（１００番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６２６０２８１ 的中 �� ３４４９３（６１番人気）�� ８１６５５（１７番人気）�� １８１４４（１０９番人気）
３連複票数 計３９３２１４８１ 的中 ��� ３１２９８（３２１番人気）
３連単票数 計７７１４２７９４ 的中 ��� １０８６５（１６７９番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１１．０―１１．７―１１．０―１２．２―１３．９―１３．８―１３．５―１３．３―１２．９―１２．０―１１．５―１２．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．９―２５．１―３６．１―４７．８―５８．８―１：１１．０―１：２４．９―１：３８．７―１：５２．２―２：０５．５―２：１８．４―２：３０．４

２，６００� ２，８００�
―２：４１．９―２：５４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４７．３―３F３５．３
１
�

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

２
�

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オウケンブルースリ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００８．４．２６ 福島２着

２００５．２．２４生 牡３栗 母 シルバージョイ 母母 Joy of Myrtlewood ７戦４勝 賞金 ２０１，７５３，０００円
〔制裁〕 マイネルチャールズ号の騎手松岡正海は，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５０，０００円。

ヤマニンキングリー号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヤマニンリュバン号
（非抽選馬） ９頭 アインラクス号・キングスエンブレム号・コパノジングー号・サブコンシャス号・ダイバーシティ号・

タガノエルシコ号・ナリタダイコク号・フジヤマラムセス号・モンテクリスエス号



２９０７２１０月２６日 曇 稍重 （２０京都４）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�

かんげつきょう

観月橋ステークス
発走１６時２０分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，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

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

７１３ トーセンアーチャー 牡４鹿 ５７ 四位 洋文島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４９８＋１０１：５０．８ ５．６�

４８ � ドリーミーペガサス 牡４鹿 ５７ 武 豊 �社台レースホース松山 康久 米 Fontainebleau
Farm Inc. B５２６－ ４１：５１．０１ ２．８�

５９ タガノマーシャル 牡５黒鹿５７ 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 浦河 市川フアーム ５４８＋１０ 〃 クビ ５．０�
２４ ストラディヴァリオ 牡５芦 ５７ 岩田 康誠�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ５３８＋１０１：５１．６３� １４．９�
５１０� ピサノデイラニ 牡４黒鹿５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 米 Mt Brilliant

Farm LLC B５２４－ ２１：５１．７	 ６．１�
１２ アグネスネクタル 牡５黒鹿５７ 川田 将雅渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５３０＋ ４１：５１．８クビ ３４．４	
３５ スターフォワード 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４６８－ ８１：５２．１１	 ９８．１

８１５ パレスショットガン 牡４鹿 ５７ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４７２＋ ２ 〃 同着 ６．７�
４７ メジロバーミューズ 牝６鹿 ５５ 赤木高太郎�メジロ牧場 菊川 正達 伊達 メジロ牧場 ４９８－ ６１：５２．３１
 １９４．５�
３６ セフティーステージ 牡６鹿 ５７ 福永 祐一池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ５００＋１６１：５２．４� ７４．１
１１ トーセンベルボーイ 牡６芦 ５７ 小牧 太島川 �哉氏 斎藤 宏 新冠 新冠橋本牧場 ４８０＋ ２１：５２．７２ ６５．７�
６１２ ヒシカツリーダー 牡４青 ５７ 幸 英明阿部雅一郎氏 小島 貞博 浦河 中村 雅明 ５２０－１８１：５２．９１
 ２８．７�
６１１� ロングベネフィット 牡７鹿 ５７ 石橋 守中井 敏雄氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５１６－ ２ 〃 クビ ２４６．２�
８１６ シーサンダー 牡６鹿 ５７ 田島 裕和藤田 宗平氏 藤沢 則雄 浦河 野村 正 ５０８－１２１：５３．７５ ２３４．８�
７１４ オメガエンドレス 牡６栗 ５７ 内田 博幸原 �子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：５４．１２� ５１．２�
２３ ピサノフィリップ 牡７鹿 ５７ 角田 晃一市川 義美氏 田所 清広 静内 クドウファーム ４８６± ０１：５４．９５ １３８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７７，３９４，０００円 複勝： ８９，２６７，９００円 枠連： ７５，６３８，１００円

普通馬連： ２８１，７９３，４００円 馬単： １８１，５２３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，０９９，２００円

３連複： ２７９，２０２，３００円 ３連単： ７０４，６３９，６００円 計： １，７６４，５５７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（４－７） ７００円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ６３０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ７，８９０円

票 数

単勝票数 計 ７７３９４０ 的中 � １１０５１１（３番人気）
複勝票数 計 ８９２６７９ 的中 � １１７００５（３番人気）� ２３９８１３（１番人気）� １１７８５８（２番人気）
枠連票数 計 ７５６３８１ 的中 （４－７） ８０３６３（２番人気）
普通馬連票数 計２８１７９３４ 的中 �� ２５８３１９（３番人気）
馬単票数 計１８１５２３２ 的中 �� ７１１９９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５０９９２ 的中 �� ５７５１０（４番人気）�� ２７１１８（８番人気）�� ６０２９８（３番人気）
３連複票数 計２７９２０２３ 的中 ��� １５５９１３（２番人気）
３連単票数 計７０４６３９６ 的中 ��� ６５９４６（１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．６―１２．６―１２．２―１２．７―１２．８―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．４―３６．０―４８．６―１：００．８―１：１３．５―１：２６．３―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．３
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンアーチャー �
�
父 Barathea �

�
母父 Zafonic デビュー ２００６．１１．１２ 東京３着

２００４．４．６生 牡４鹿 母 インターラプション 母母 Intermission １７戦５勝 賞金 ８１，８１２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 エスポワールシチー号・エプソムアーロン号・サンワードラン号・スマートサイクロン号・ソラメンテウナベス号・

マイネルマニセス号・モンヴェール号・ロリンザーユーザー号



（２０京都４）第６日 １０月２６日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

４１９，２８０，０００円
４，２６０，０００円
１２，９７０，０００円
６２，４４０，０００円
４８，２８０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６１，６４４，０００円
５，００８，０００円
１，６８６，７００円

勝馬投票券売得金
７６６，９２４，６００円
８３８，５４５，９００円
１，２７７，５０６，２００円
４，４２５，２３５，４００円
２，４２０，１５６，２００円
９４４，７７６，５００円
５，１３８，３１５，８００円
１０，２１０，００８，３００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 ２６，０２１，４６８，９００円

総入場人員 ５５，８３２名 （有料入場人員 ５３，１０６名）




