
２９０７３１１月１日 晴 良 （２０京都４）第７日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

５５ ブルーデライト 牝２栗 ５４ 武 豊 �ブルーマネジメント服部 利之 三石 中村 和夫 ４６２＋ ４１：１３．７ ２．３�

１１ スマイルミッキー 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６０－ ８１：１３．９１� １８．６�
７８ メジロライダー 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４６２＋ ６１：１４．０クビ ５．４�
６６ リバーサルブロー 牡２鹿 ５５ 四位 洋文深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４５２－ ２１：１４．３２ ２．１�
２２ ワンパクタイショウ 牡２青鹿５５ 幸 英明西村新一郎氏 梅田 康雄 青森 マルシチ牧場 ４２４＋ ６１：１５．３６ ２２２．２�
８１１ アスカノユタカ 牡２栗 ５５ 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 浦河 三枝牧場 B４５６－ ４１：１５．６２ ６９．７	
８１０ メイショウシンドウ 牡２鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ ２１．４

４４ メイショウタカチホ 牡２栗 ５５

５３ △田中 克典松本 好雄氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４８８－ ２１：１５．７クビ １１６．４�
３３ ダンツペレット 牝２鹿 ５４ 木村 健山元 哲二氏 山内 研二 新冠 森 牧場 ４６６－ ６１：１５．９１ １５４．８�

（兵庫）

７９ メメミルキッシュ 牝２栗 ５４ 上村 洋行本谷 惠氏 藤沢 則雄 日高 藤本 友則 ４１０－ ４１：１７．２８ １１７．８
６７ ダガジグダガジグ 牡２鹿 ５５

５３ △田中 健幅田 京子氏 白井 寿昭 新冠 村田牧場 ４８０± ０１：２０．７大差 １１２．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，９６６，７００円 複勝： ３７，８６８，２００円 枠連： １１，０４４，９００円

普通馬連： ４１，５２７，７００円 馬単： ４０，９６９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９９１，１００円

３連複： ５３，５７４，５００円 ３連単： １０９，９０５，９００円 計： ３２５，８４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １６０円 � ７４０円 � ２８０円 枠 連（１－５） ２，３００円

普通馬連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ２６０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ２，７８０円 ３ 連 単 ��� １４，５００円

票 数

単勝票数 計 １４９６６７ 的中 � ５２７４３（２番人気）
複勝票数 計 ３７８６８２ 的中 � ８３５９０（２番人気）� １０２４１（５番人気）� ３３６１４（３番人気）
枠連票数 計 １１０４４９ 的中 （１－５） ３５５７（７番人気）
普通馬連票数 計 ４１５２７７ 的中 �� １２１７９（７番人気）
馬単票数 計 ４０９６９２ 的中 �� ９１３７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９９１１ 的中 �� ５０９２（８番人気）�� １７９７５（３番人気）�� ３７６５（９番人気）
３連複票数 計 ５３５７４５ 的中 ��� １４２３２（８番人気）
３連単票数 計１０９９０５９ 的中 ��� ５５９７（３５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１１．９―１２．４―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．２―３６．１―４８．５―１：０１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーデライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００８．１０．１８ 京都３着

２００６．３．７生 牝２栗 母 ニアーザゴールド 母母 Near ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 ワンパクタイショウ号の騎手幸英明は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダガジグダガジグ号は，平成２０年１２月１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。



２９０７４１１月１日 晴 良 （２０京都４）第７日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時５０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

２３ セキサンダンスイン 牝２鹿 ５４ 小牧 太�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４３８± ０１：３４．７ ６．５�

４８ フキラウソング 牝２栗 ５４ 安藤 勝己金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４１：３４．９１� １．６�

３５ ハッピーパレード 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３０－ ４１：３５．３２� １３．３�
４７ コスモクリスタル 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 荒井ファーム ４５８－ ６１：３５．７２� １３．４�
８１６ アグネスクイーン 牝２鹿 ５４ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７８－ ６１：３５．８� ７５．７�
８１７ マイネフレア 牝２鹿 ５４

５２ △田中 克典 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 松浦牧場 ４４６＋ ６１：３５．９� １３９．８	

５９ マイファーストラヴ 牝２青鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４３２± ０ 〃 アタマ ３０．９


８１８ エ ヴ ェ ッ ト 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦 �ノースヒルズマネ
ジメント 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６± ０１：３６．０� ２５．６�

３６ インファンシー 牝２黒鹿５４ 木村 健山本 茂氏 大根田裕之 静内 西川富岡牧場 ４３８± ０１：３６．１� １７４．０�
（兵庫）

２４ フィーリングトーン 牝２黒鹿５４ 横山 典弘 �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 ４５６－１０１：３６．２� ３４．９

１１ サザンウィスパー 牝２黒鹿５４ 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４７８＋１０１：３６．３クビ １２．１�

７１４ イメージドオリ 牝２黒鹿５４ 荻野 要西村新一郎氏 境 直行 鵡川 貞広 賢治 ４５０＋ ４１：３６．４� ３３２．８�
６１１ ハリケンアスリート 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三小川 洋氏 佐々木晶三 日高 加藤牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ ２０．６�
６１２ ネオイリュージョン 牝２青鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 早来 ノーザンファーム ４２６－１２１：３６．５クビ ４３．３�
５１０ シゲルオトワヤマ 牝２青鹿５４ 熊沢 重文森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 沖田 繁 ４２２－ ８１：３６．７１� ３２７．２�
７１３ マザーテーラー 牝２栗 ５４ 池添 謙一中西 浩一氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４６８＋１２１：３６．９１� ２１６．３�
１２ マルイチエリザベス 牝２鹿 ５４

５２ △田中 健小林 茂行氏 木原 一良 日高 ナカノファーム ４３８＋ ４１：３７．５３� ６３．８�
７１５ アクイタニア 牝２黒鹿５４ 鮫島 良太 �ノースヒルズマネ

ジメント 大久保龍志 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６－ ２１：３９．２大差 ４０．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，３９５，１００円 複勝： ３０，９９７，３００円 枠連： １７，８０４，５００円

普通馬連： ４８，８１３，７００円 馬単： ４３，１４２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３６３，９００円

３連複： ６６，７８９，６００円 ３連単： ９９，３７８，０００円 計： ３４３，６８４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ２５０円 枠 連（２－４） ４４０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ７５０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，５６０円 ３ 連 単 ��� １０，０８０円

票 数

単勝票数 計 １７３９５１ 的中 � ２１０９４（２番人気）
複勝票数 計 ３０９９７３ 的中 � ４１１０７（２番人気）� １５３９７４（１番人気）� １６８４７（４番人気）
枠連票数 計 １７８０４５ 的中 （２－４） ２９８９９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８８１３７ 的中 �� ６３５７５（１番人気）
馬単票数 計 ４３１４２３ 的中 �� １９２２８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３６３９ 的中 �� ２５５９５（１番人気）�� ５５１６（９番人気）�� １０９０８（３番人気）
３連複票数 計 ６６７８９６ 的中 ��� ３１７３４（１番人気）
３連単票数 計 ９９３７８０ 的中 ��� ７２７６（１５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．０―１１．７―１２．０―１２．４―１２．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３４．４―４６．１―５８．１―１：１０．５―１：２２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３６．６
３ ・（１，２，１６）９，１５（６，７，１８）（４，１２，１１）１７（８，１４）５，３（１３，１０） ４ ・（１，２，１６）９（７，１５，１８）６（１２，１１）１７，８（４，５）（３，１４）（１３，１０）

勝馬の
紹 介

セキサンダンスイン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．６．２８ 阪神２着

２００６．３．２３生 牝２鹿 母 セキサンシラオキ 母母 スワローソロン ８戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクイタニア号は，平成２０年１２月１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 リアルキサラ号
※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。



２９０７５１１月１日 晴 良 （２０京都４）第７日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時２０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

８１４ セブンシークィーン 牝２栗 ５４ 武 豊吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８０－ ８１：０９．５ １４．０�

８１３ ダブルウェッジ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ５３４＋ ４１：０９．７１� １．８�
３３ キングパレード 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 松田 三千雄 ４６６＋ ２１：１０．１２� １５．７�
５８ ウインザモチ 牡２黒鹿５５ 幸 英明�田 三郎氏 境 直行 門別 藤本ファーム ４６０± ０ 〃 クビ ５１．８�
４６ チキリムーディー 牝２青鹿 ５４

５２ △田中 克典ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 今 牧場 ４３４－１０１：１０．２クビ ９８．６�
２２ メイショウキャラ 牝２鹿 ５４ 角田 晃一松本 好�氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 ４２０－ ２１：１０．４� ３４２．２�
３４ タムロウイング 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 浦河 	桁牧場 ４６２＋１２１：１０．７１� ５．８

７１１ リアルキサラ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介中村 祐子氏 梅田 智之 門別 シンコーファーム ４２６＋ ２１：１１．０２ １７．７�
５７ アグネスジェード 牝２栗 ５４ 和田 竜二渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４１４± ０１：１１．１� ２４．７�
１１ ニチドウダイヤ 牝２鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊山田 伸氏 小島 貞博 三石 大平牧場 ４４２＋ ４１：１１．２� １０．６
６９ マイネレーヌ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム ４６４＋ ２１：１１．３クビ ７．６�
６１０ タガノソレイユ 牝２鹿 ５４ 橋本 美純八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５６＋ ４１：１１．４� ２５４．０�
７１２ ウィニングスズカ 牡２芦 ５５ 秋山真一郎永井商事� 野村 彰彦 新ひだか 岡野牧場 ４７０± ０１：１１．６１ ４９．３�
４５ シゲルハチマンタイ 牝２鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅森中 蕃氏 鶴留 明雄 日高 千葉飯田牧場 ４２２± ０１：１２．２３� ４２２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，５００，１００円 複勝： ２６，３３６，４００円 枠連： １６，７６７，６００円

普通馬連： ４６，３３５，２００円 馬単： ３９，９７７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９９３，８００円

３連複： ５７，８７７，８００円 ３連単： ９４，９１１，４００円 計： ３１５，６９９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４００円 複 勝 � ３７０円 � １１０円 � ２９０円 枠 連（８－８） １，０００円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� １，４２０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ３，５４０円 ３ 連 単 ��� ２４，５００円

票 数

単勝票数 計 １６５００１ 的中 � ９３１０（５番人気）
複勝票数 計 ２６３３６４ 的中 � １１９８６（７番人気）� １０９７５７（１番人気）� １６７５６（５番人気）
枠連票数 計 １６７６７６ 的中 （８－８） １２４６４（５番人気）
普通馬連票数 計 ４６３３５２ 的中 �� ３１６６６（４番人気）
馬単票数 計 ３９９７７４ 的中 �� １０７２２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９９３８ 的中 �� ９２２９（５番人気）�� ２７０７（２０番人気）�� １０１６３（４番人気）
３連複票数 計 ５７８７７８ 的中 ��� １２０９０（１３番人気）
３連単票数 計 ９４９１１４ 的中 ��� ２８５９（７５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．５―１１．４―１１．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．０―４６．４―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セブンシークィーン �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．２７ 函館４着

２００６．４．２４生 牝２栗 母 ダンツプリンセス 母母 ミラクルミユキ ５戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
※リアルキサラ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２９０７６１１月１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０京都４）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５０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，１９．１０．２７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 ワンダーシンゲキ �８鹿 ６２ 植野 貴也山本 信行氏 佐藤 正雄 静内 大滝 栄治 ４９２＋ ６３：３２．３ １．８�

４４ ニホンピロファイブ 牡５栗 ６０ 熊沢 重文小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４８４± ０３：３２．５１ １７．９�
３３ マーブルジーン 牡４黒鹿６０ 小坂 忠士下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４７２＋１０３：３２．９２� １１．６�
５６ ユキノボーイ 牡５栗 ６０ 金折 知則村上 幸三氏 木原 一良 平取 スガタ牧場 ４９４＋ ８３：３３．０� ２４．０�
７１０� スリーエリシオ 牡７鹿 ６０ 南井 大志永井商事� 武 宏平 門別 本間牧場 ５００± ０３：３４．０６ ４３．５�
６８ ファストソニック 牡４鹿 ６０ 仲田 雅興平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４８０－ ８３：３５．９大差 ５４．８	
７１１ チ ャ ク ラ 牡８栗 ５９ 西谷 誠田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４８６＋ ４３：３６．０クビ ５．６

８１２ ハイヤーザンヘブン 牡７黒鹿６２ 宗像 徹関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４８２＋１０３：３６．２１� ３６．９�
８１３ オースミダンスイン 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也�オースミ 菅原 泰夫 門別 本間牧場 ５５０± ０３：３７．８１０ ５７．７�
５７ � イ ン カ ム �６鹿 ６０ 菊地 昇吾山本 慎一氏 田島 良保 えりも えりも農場 ５２２＋ ２ （競走中止） ６．８
１１ � クリノダイマオー 牡６黒鹿６０ 水出 大介栗本 博晴氏 内藤 一雄 早来 ノーザンファーム ４９６－ ８ （競走中止） ８０．７�
４５ マウントフォンテン 牡８芦 ６０ 白坂 聡吉橋 計氏 石毛 善彦 門別 谷川畜産 B４７６－ ４ （競走中止） １０７．５�
２２ オープンガーデン 牡４鹿 ６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４８０＋１０ （競走中止） １３．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，９４１，２００円 複勝： １５，６９３，２００円 枠連： １３，２４２，７００円

普通馬連： ３６，９５５，７００円 馬単： ３３，０８７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３，２５６，８００円

３連複： ５２，８２７，３００円 ３連単： ８６，１３９，４００円 計： ２６４，１４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ２６０円 � ２８０円 枠 連（４－６） １，３２０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ３６０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 ��� １０，５７０円

票 数

単勝票数 計 １２９４１２ 的中 � ５８３０４（１番人気）
複勝票数 計 １５６９３２ 的中 � ５７８３２（１番人気）� １１９８８（４番人気）� １０４２１（５番人気）
枠連票数 計 １３２４２７ 的中 （４－６） ７４１０（５番人気）
普通馬連票数 計 ３６９５５７ 的中 �� １９７８９（５番人気）
馬単票数 計 ３３０８７８ 的中 �� １２０９６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３２５６８ 的中 �� ５３６８（６番人気）�� ９８５６（３番人気）�� ２８９１（１２番人気）
３連複票数 計 ５２８２７３ 的中 ��� １３６６５（９番人気）
３連単票数 計 ８６１３９４ 的中 ��� ６０１７（２６番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５２．０－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワンダーシンゲキ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 カツラギエース デビュー ２００２．９．８ 札幌１２着

２０００．３．２７生 �８鹿 母 フレイバーギフト 母母 ジエントルフエイヴアー 障害：８戦４勝 賞金 ６４，７００，０００円
〔競走中止〕 オープンガーデン号は，２周目１号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

マウントフォンテン号は，２周目６号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
クリノダイマオー号は，２周目６号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
インカム号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

※出走取消馬 マイネルスパークル号（疾病〔左肩跛行〕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１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マルブツシルヴァー号
（非抽選馬）１２頭 アグネスヘルメス号・エプソムフォルテ号・サンエンタティナー号・スズカクリエート号・ダブルアップ号・

ドングラシアス号・ハリーコマンド号・ホットビスティー号・マックスチャンプ号・メイショウラダック号・
ライトニングボール号・ラドランデンジャー号



２９０７７１１月１日 晴 良 （２０京都４）第７日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時４０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

７１２ シュウホーサンデー 牝２芦 ５４
５２ △田中 健山田 英男氏 木原 一良 浦河 田中スタッド ４３６ ―１：２６．７ １７．３�

４６ � ワイズドリーム 牝２栗 ５４ 川田 将雅吉田 好雄氏 吉田 直弘 米 Eclipse Thor-
oughbreds Inc. ４９０ ― 〃 クビ １９．９�

３３ � フィールドチャペル 牡２青 ５５ 秋山真一郎地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ５０８ ―１：２７．２３ ３．４�
１１ ワキノブライアン 牡２栗 ５５ 和田 竜二脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４７４ ―１：２７．３クビ ５６．３�
６９ ダノンスピリット 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４４０ ―１：２７．９３� １１．２�
５７ オーサンルビー 牝２黒鹿５４ 池添 謙一�大西牧場 村山 明 浦河 佐々木 恵一 ４７０ ―１：２８．３２� ３５．９	
２２ エーシンプシュモア 牡２芦 ５５ 渡辺 薫彦平井 宏承氏 沖 芳夫 浦河 室田 千秋 ４３８ ―１：２８．４� ３８．３

３４ サチノユニヴァース 牝２鹿 ５４ 長谷川浩大佐藤 幸彦氏 中尾 正 新冠 新冠伊藤牧場 ４２８ ―１：２８．８２� ３７．７�
４５ エーシンフォーサン 牡２栗 ５５ 福永 祐一平井 宏承氏 松元 茂樹 浦河 丸村村下

ファーム ４５６ ― 〃 クビ ２．６�
５８ ル ク レ チ ア 牝２黒鹿５４ 熊沢 重文 �ノースヒルズマネ

ジメント 河内 洋 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６ ―１：２８．９クビ １３６．５
８１３ ニホンピロボレー 牝２栗 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 浦河 鵜木 唯義 ４３２ ―１：２９．５３� ２３．５�
７１１ オンワードシルバー 牡２芦 ５５ 角田 晃一樫山 ハル氏 目野 哲也 浦河 オンワード牧場 ４６８ ―１：３１．４大差 １９０．９�
８１４ クールボーイズ 牡２栗 ５５ 幸 英明川上 哲司氏 目野 哲也 三石 沖田 博志 ４９４ ―１：３２．１４ ４．６�
６１０ テイエムブラボー 牡２栗 ５５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４８２ ―１：３４．２大差 １８５．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，００３，３００円 複勝： １８，４９０，９００円 枠連： １４，６２８，５００円

普通馬連： ３９，０９８，８００円 馬単： ３３，９５５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５０５，２００円

３連複： ４８，３６０，７００円 ３連単： ８０，１９３，２００円 計： ２６１，２３６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７３０円 複 勝 � ４５０円 � ５００円 � １７０円 枠 連（４－７） １，６９０円

普通馬連 �� １４，０９０円 馬 単 �� ３１，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１６０円 �� ９２０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １４，３２０円 ３ 連 単 ��� １４５，４２０円

票 数

単勝票数 計 １３００３３ 的中 � ５９５３（５番人気）
複勝票数 計 １８４９０９ 的中 � ９３２６（５番人気）� ８２９５（６番人気）� ３８８７１（２番人気）
枠連票数 計 １４６２８５ 的中 （４－７） ６４１５（５番人気）
普通馬連票数 計 ３９０９８８ 的中 �� ２０４８（３３番人気）
馬単票数 計 ３３９５５５ 的中 �� ７８８（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５０５２ 的中 �� １０１１（３２番人気）�� ３６８２（８番人気）�� ３７７０（７番人気）
３連複票数 計 ４８３６０７ 的中 ��� ２４９３（３９番人気）
３連単票数 計 ８０１９３２ 的中 ��� ４０７（３５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．７―４８．５―１：０１．３―１：１４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュウホーサンデー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 エ ブ ロ ス 初出走

２００６．４．２７生 牝２芦 母 エプロンドレス 母母 フジタカレデイ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 クールボーイズ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムブラボー号は，平成２０年１２月１日まで平地競走に出走できない。



２９０７８１１月１日 晴 良 （２０京都４）第７日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１３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

２：００．７
１：５９．９

良

良

２２ ファミリズム 牝２青鹿５４ 岩田 康誠國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ４８６ ―２：０４．１ ４．８�

８１３ リバティーフロー 牡２栗 ５５ 横山 典弘臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８８ ― 〃 クビ ２．６�
６１０ マイネルメビウス 牡２鹿 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 野口牧場 ４９２ ―２：０４．３１ ９．６�
３３ ペパーミントラヴ 牝２芦 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４９４ ―２：０４．５１� １１．４�
４５ ダノンエクスプレス 牡２栗 ５５ 四位 洋文�ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４７２ ―２：０４．６� ６．３�
３４ トーセンジョーダン 牡２鹿 ５５ 武 豊島川 	哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４９２ ― 〃 クビ ６．５

５７ スマートフライヤー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一大川 徹氏 飯田 雄三 日高 野島牧場 ５１０ ―２：０４．７クビ ２２．０�
４６ モンスターハンター 牡２青鹿５５ 鮫島 良太青山 洋一氏 平田 修 静内 千代田牧場 ５３４ ―２：０４．８� ５３．４�
５８ デンコウキララ 牝２黒鹿５４ 角田 晃一田中 康弘氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 ４６４ ―２：０５．０１ ５２．５
１１ ヤマニンウイスカー 牡２青 ５５ 川田 将雅土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ４９０ ― 〃 クビ ４３．２�
７１１ クイーンマルサ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文海原 聖一氏 北出 成人 浦河 村下牧場 ４５６ ―２：０５．３２ １２８．７�
７１２ ラ フ ァ エ ロ 牡２芦 ５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５２６ ―２：０５．６２ ３０．５�
６９ メイショウアッチラ 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４６０ ―２：０６．７７ ７２．７�
８１４ トレノソルーテ 牡２鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊廣崎 利洋氏 坂口 正大 新冠 川上牧場 ５１０ ―２：０７．３３� １７０．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，５０８，１００円 複勝： ２５，７１３，６００円 枠連： １６，７５８，５００円

普通馬連： ５０，９２７，５００円 馬単： ４０，２３５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７９６，９００円

３連複： ５７，８３２，０００円 ３連単： ９６，１５９，８００円 計： ３２４，９３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（２－８） ５５０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ７７０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ２，０１０円 ３ 連 単 ��� ９，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２０５０８１ 的中 � ３３９１５（２番人気）
複勝票数 計 ２５７１３６ 的中 � ４４５８７（２番人気）� ５９４６７（１番人気）� ２５５２５（５番人気）
枠連票数 計 １６７５８５ 的中 （２－８） ２２６１７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５０９２７５ 的中 �� ５５９７７（１番人気）
馬単票数 計 ４０２３５６ 的中 �� １８７８３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７９６９ 的中 �� １７６５９（１番人気）�� ４９３２（１１番人気）�� ６７１３（６番人気）
３連複票数 計 ５７８３２０ 的中 ��� ２１２６４（４番人気）
３連単票数 計 ９６１５９８ 的中 ��� ７８２３（１４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１３．２―１３．７―１３．１―１２．８―１２．０―１１．９―１１．９―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３７．０―５０．７―１：０３．８―１：１６．６―１：２８．６―１：４０．５―１：５２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．５
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファミリズム �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Nureyev 初出走

２００６．２．１２生 牝２青鹿 母 セニョラージェ 母母 Suavite １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 メイショウアッチラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 メイショウアッチラ号は，発走調教再審査。
※クイーンマルサ号・ラファエロ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２９０７９１１月１日 晴 良 （２０京都４）第７日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０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

８１６� スプリングサンテ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠加藤 春夫氏 村山 明 様似 宮本 一輝 ４５８－ ２１：５３．２ ６．２�

８１５ ゴールドスミス 牡４鹿 ５７ 武 豊 �ゴールドレーシング 小崎 憲 三石 飯岡牧場 ４９８＋ ２１：５３．５１� ５．３�
４８ シャインモーメント 牡３栗 ５５ 安藤 勝己�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８２＋ ８１：５３．８２ ２．２�
２３ ワンダーポテンシア 牡５青鹿 ５７

５５ △田中 克典山本 信行氏 河内 洋 浦河 信岡牧場 ４５２＋ ２１：５４．０１	 ５９．５�
５１０ ホッコーキングオー 牡３鹿 ５５

５３ △田中 健矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５０２－ ４ 〃 アタマ ４．８�
１１ ニシノハドウホウ 牡３鹿 ５５ 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４９８－ ４１：５４．１
 １５．０	
６１１ オンワードファイン 牡３黒鹿５５ 角田 晃一�オンワード牧場 清水 出美 浦河 オンワード牧場 B４４４＋１０１：５４．２� ２３０．２

３５ 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± ０１：５４．４１	 １９８．６�
２４ カズノブライアン 牡３黒鹿５５ 川田 将雅�中山牧場 加藤 敬二 浦河 中山牧場 B４６２－ ４１：５４．５クビ ９３．８�
７１４ スパークルシチー 牡３黒鹿５５ 小牧 太 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新冠 グリー牧場 ４８２± ０ 〃 クビ １８．６
４７ フジノアリオン 牡３黒鹿５５ 和田 竜二藤井 五三氏 川村 禎彦 浦河 冨岡牧場 ５１０＋ １１：５４．６
 ５３．９�
６１２ カンファーライズ 牡３鹿 ５５ 幸 英明奥村 清晴氏 清水 出美 門別 豊洋牧場 ４６６± ０１：５４．８１
 ２６９．８�
５９ � スナークハリケーン 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ５１２－ ２１：５５．０� １８０．８�
１２ � ゴールデンラダー �５黒鹿５７ 熊沢 重文�ターフ・スポート大橋 勇樹 浦河 市川フアーム B４６６＋ ２１：５５．７４ ２１．３�
３６ � シガースペシャル 牡３鹿 ５５ 畑端 省吾藤田 在子氏 吉田 直弘 米 Liz Squyres &

Jerry Squyres ４９８＋ ６１：５７．２９ １３９．８�

（１５頭）
７１３ メイショウガッサン 牡３栗 ５５ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 中神牧場 ４７４－ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，９３５，６００円 複勝： ２７，４６３，１００円 枠連： ２２，５４３，６００円

普通馬連： ５８，４６０，７００円 馬単： ４２，５１５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５６３，７００円

３連複： ７０，７００，２００円 ３連単： １２０，６６２，３００円 計： ３７９，８４４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（８－８） １，０４０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２８０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ７，０６０円

票 数

単勝票数 差引計 １７９３５６（返還計 １８６２） 的中 � ２３１５１（４番人気）
複勝票数 差引計 ２７４６３１（返還計 ３５４１） 的中 � ４４７７７（３番人気）� ４１７９６（４番人気）� ６４５６１（１番人気）
枠連票数 差引計 ２２５４３６（返還計 ４９５） 的中 （８－８） １６０３９（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ５８４６０７（返還計 １５４６９） 的中 �� ３５９８６（６番人気）
馬単票数 差引計 ４２５１５３（返還計 １０９４７） 的中 �� １３５８１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １９５６３７（返還計 ７５５０） 的中 �� １１１１７（５番人気）�� １８７１８（１番人気）�� １４８４２（４番人気）
３連複票数 差引計 ７０７００２（返還計 ３６５４８） 的中 ��� ５０９８４（２番人気）
３連単票数 差引計１２０６６２３（返還計 ６０２５５） 的中 ��� １２６２３（１５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１３．３―１２．６―１２．８―１２．４―１２．３―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．５―５０．１―１：０２．９―１：１５．３―１：２７．６―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スプリングサンテ �
�
父 ペ ン タ イ ア �

�
母父 ナリタブライアン

２００４．４．１６生 牡４鹿 母 アストドリーム 母母 アドマイヤエール １９戦１勝 賞金 １８，３８０，０００円
初出走 JRA

〔競走除外〕 メイショウガッサン号は，馬場入場後に疾病〔寛跛行〕を発症したため競走除外。



２９０８０１１月１日 晴 良 （２０京都４）第７日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１０分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�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

６１１ メ リ ッ サ 牝４鹿 ５５ 武 豊岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４７２－ ４１：２３．９ ３．６�

２４ タガノクリスエス 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６６－ ８１：２４．１１� ５．５�

４７ ミ コ ノ ス 牝３芦 ５４
５２ △田中 健武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４４４± ０ 〃 ハナ １３．６�

８１５ ワンダーグラス 牝５鹿 ５５
５２ ▲田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５３０＋１４１：２４．３１� ６８．０�

２３ キャラメルチャン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介西森 鶴氏 領家 政蔵 静内 桑嶋 峰雄 B４８４＋ ２１：２４．４� １４．４�
４８ エリモハルカ 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦山本 敏晴氏 沖 芳夫 浦河 中島牧場 ５０４＋ ６１：２４．５クビ ４４．１�
３６ ジ ャ ド ー ル 牝４青鹿５５ 福永 祐一 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４９２± ０ 〃 ハナ ３．４	
６１２ テンザンコノハナ 牝４鹿 ５５ 角田 晃一平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４８０－ ２１：２４．６� ２５．４

１１ インプレスゴールド 牝４栗 ５５

５３ △田中 克典下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４８－ ４１：２４．７� ５５．６�
７１３ アグネスラック 牝５芦 ５５

５２ ▲船曳 文士渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６１：２４．９１ ７３．６�
７１４ アクセルファイヤー 牝４鹿 ５５ 横山 典弘中村 浩章氏 安田伊佐夫 静内 原 忠夫 ４０６± ０ 〃 クビ ５．５
１２ ジョーイロンデル 牝３芦 ５４ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大成牧場 ４８０－１０１：２５．０クビ ３０５．１�
５１０ サクラワイズ 牝４栗 ５５ 川田 将雅�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B５１２＋２０ 〃 クビ ３３．８�
５９ シュウザンアイ 牝６栗 ５５

５２ ▲伊藤 工真平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４５６－１４１：２５．３２ ３７．３�
８１６ インディゴラヴ 牝４芦 ５５ 小牧 太�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム ５０６－ ２１：２６．３６ １３６．９�
３５ � ゼッタイヒルマン 牝３鹿 ５４ 木村 健中島 稔氏 田島 良保 門別 沖田牧場 ４３８－１１１：３０．４大差 ３４１．５�

（兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，３０９，８００円 複勝： ４０，２５１，８００円 枠連： ２３，４９８，５００円

普通馬連： ８９，９６３，２００円 馬単： ６０，４２９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７９９，６００円

３連複： １００，２９０，７００円 ３連単： １８０，６７９，５００円 計： ５４７，２２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � ３１０円 枠 連（２－６） ５７０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ９５０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ３，６４０円 ３ 連 単 ��� １５，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２４３０９８ 的中 � ５４４５３（２番人気）
複勝票数 計 ４０２５１８ 的中 � ７５２４９（２番人気）� ６１１９６（４番人気）� ２８７５６（５番人気）
枠連票数 計 ２３４９８５ 的中 （２－６） ３０６９６（１番人気）
普通馬連票数 計 ８９９６３２ 的中 �� ６０１３８（５番人気）
馬単票数 計 ６０４２９５ 的中 �� ２１１８５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７９９６ 的中 �� １５３３８（５番人気）�� ７００１（８番人気）�� ６６０１（１２番人気）
３連複票数 計１００２９０７ 的中 ��� ２０３４８（１０番人気）
３連単票数 計１８０６７９５ 的中 ��� ８５２４（３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．０―４６．１―５８．２―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ リ ッ サ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１．７ 京都５着

２００４．４．１生 牝４鹿 母 ストーミーラン 母母 ウインドオブサマー ２１戦４勝 賞金 ５５，１２８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼッタイヒルマン号は，平成２０年１２月１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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 エイダイタカラブネ号・オースミマコ号・トーセンベルファム号・ニットウサラン号・ファルネーゼ号
※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。



２９０８１１１月１日 晴 良 （２０京都４）第７日 第９競走 ��
��１，８００�

はぎ

萩 ス テ ー ク ス
発走１４時４０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 １８９，０００円 ５４，０００円 ２７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４６．７

良

良

１１ ミッキーパンプキン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４４６＋ ４１：４７．７ ５．７�

３３ キングスレガリア 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 中竹 和也 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４６０± ０１：４７．９１ ２．７�

２２ マ ナ ク ー ラ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４６４± ０１：４８．２２ ６．３�

４４ トップクリフォード 牡２黒鹿５５ 和田 竜二横瀬 兼二氏 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ４９６± ０１：４８．３� ２９．０�
６６ メイショウドンタク 牡２黒鹿５５ 武 豊松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４９４＋ ６１：４８．６２ ２．４�
５５ レッドボルサリーノ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ４１：４８．８１� １１．１	

（６頭）

売 得 金

単勝： ３３，６９６，４００円 複勝： ２９，６９６，２００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ７２，９０７，７００円 馬単： ６９，７２１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５４５，４００円

３連複： ５９，５８８，１００円 ３連単： ２５４，３２４，４００円 計： ５３６，４７９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２７０円 � １７０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ４００円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ６，７００円

票 数

単勝票数 計 ３３６９６４ 的中 � ４６９１５（３番人気）
複勝票数 計 ２９６９６２ 的中 � ３８６３０（４番人気）� ８２８０３（２番人気）
普通馬連票数 計 ７２９０７７ 的中 �� ６８９４６（４番人気）
馬単票数 計 ６９７２１０ 的中 �� ２７４０８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５４５４ 的中 �� １４２４４（５番人気）�� ９７０８（６番人気）�� １６３９５（４番人気）
３連複票数 計 ５９５８８１ 的中 ��� ４０２２２（５番人気）
３連単票数 計２５４３２４４ 的中 ��� ２８０４６（２６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１１．７―１２．２―１２．９―１２．３―１０．８―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．０―３５．７―４７．９―１：００．８―１：１３．１―１：２３．９―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．６
３ ・（１，３）－（２，４，５）６ ４ ・（１，３）４（２，５）６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーパンプキン 

�
父 ダンスインザダーク 


�
母父 Alzao デビュー ２００８．１０．１１ 京都１着

２００６．３．２生 牡２鹿 母 エスユーエフシー 母母 Familiar ２戦２勝 賞金 ２３，１８９，０００円
〔発走状況〕 メイショウドンタク号は，発走地点への集合に遅れたため発走時刻４分遅延。
〔その他〕 メイショウドンタク号は，馬場入場後騎乗したまま発走地点に集合できなかったことについて平地調教注意。
※出走取消馬 マイネルジェネシス号（疾病〔右後管部打撲傷〕のため）



２９０８２１１月１日 晴 良 （２０京都４）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

や さ か

八坂ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）
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 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１１ 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± ０１：４５．８ １２．５�

７７ マイネルスターリー 牡３鹿 ５５ 武 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ４．８�

４４ エリモファイナル 牝６黒鹿５５ 福永 祐一山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４７８－ ４１：４６．０１� １３．１�
８９ ヒカリシャトル 牡４鹿 ５７ 幸 英明當山 �則氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ５１０－ ８ 〃 クビ １．６�
５５ タガノヴァレオ �３黒鹿５５ 秋山真一郎八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０６－ ２１：４６．２１ １２．６�
６６ ヴィヴィッドカラー 牝４青 ５５ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２１：４６．４１ ９．３	
８１０ ファランドール 牝６鹿 ５５ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４３６＋ ２１：４６．６１ ２８．９

２２ ヤマニンイグナイト 牡５栗 ５７ 和田 竜二土井 肇氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４３０＋ ２ 〃 クビ ４５．５�
３３ タニノディキディキ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４６４＋ ４１：４７．３４ ９５．７�
７８ エ ア サ バ ス 牡６黒鹿５７ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５２０－１２１：４７．５１ ８７．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３３，８６２，５００円 複勝： ９６，６１４，９００円 枠連： ２２，４２２，０００円

普通馬連： １２９，４１３，３００円 馬単： １０９，６６６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３３５，９００円

３連複： １２７，０８７，３００円 ３連単： ３８３，０９７，０００円 計： ９３６，４９９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ６４０円 � ３１０円 � ５７０円 枠 連（１－７） ４，０９０円

普通馬連 �� ３，８４０円 馬 単 �� ９，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� １，１５０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ８，３９０円 ３ 連 単 ��� ７１，０１０円

票 数

単勝票数 計 ３３８６２５ 的中 � ２１５０２（４番人気）
複勝票数 計 ９６６１４９ 的中 � ３７９２７（５番人気）� ９２９３４（２番人気）� ４２７８９（４番人気）
枠連票数 計 ２２４２２０ 的中 （１－７） ４０５１（１２番人気）
普通馬連票数 計１２９４１３３ 的中 �� ２４９０８（１０番人気）
馬単票数 計１０９６６６７ 的中 �� ８４６９（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３３５９ 的中 �� ８４６２（１０番人気）�� ７２９１（１３番人気）�� ８６９４（９番人気）
３連複票数 計１２７０８７３ 的中 ��� １１１８６（２２番人気）
３連単票数 計３８３０９７０ 的中 ��� ３９８２（１６４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１１．４―１１．８―１２．１―１１．５―１１．０―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３５．６―４７．４―５９．５―１：１１．０―１：２２．０―１：３３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロリビエラ �
�
父 テ ン ビ ー �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００４．６．２０ 阪神３着

２００２．３．２６生 牡６鹿 母 ニホンピロリヴリア 母母 ニホンピロピュアー ２７戦４勝 賞金 ８２，２６０，０００円



２９０８３１１月１日 晴 良 （２０京都４）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�第５１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５６�４歳以上５７�，牝馬
２�減，１９．１０．２７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，１９．１０．２６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 １，４２８，０００円 ４０８，０００円 ２０４，０００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

８１６ マイネルレーニア 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５１６＋ ２１：１９．９ ９．４�

４７ ローレルゲレイロ 牡４青鹿５７ 四位 洋文 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７２＋ ２１：２０．０� ８．２�
１２ ジョリーダンス 牝７芦 ５５ 岩田 康誠小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４８０－ ２１：２０．１� １６．０�
８１５ スズカフェニックス 牡６栗 ５８ 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４７０＋１０１：２０．２クビ ３．２�
５９ ファイングレイン 牡５黒鹿５９ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９８＋ ６１：２０．３� １４．４�
５１０ タマモサポート 牡５鹿 ５７ 福永 祐一タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４８４＋ ４ 〃 アタマ ７５．１	
６１１ トウショウカレッジ 牡６鹿 ５７ 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 ５５６＋ ８１：２０．４クビ ８．７

６１２	 ファリダット 牡３青鹿５６ 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４７８＋１０ 〃 クビ ３．５�
２４ カノヤザクラ 牝４栗 ５６ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ５１４＋１０１：２０．６１� １１．９�
１１ レットバトラー 牡６鹿 ５７ 角田 晃一 �社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ５１６＋ ２ 〃 アタマ ４４．０
７１４	 ステキシンスケクン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅榮 義則氏 森 秀行 米 Monticule ４６４± ０１：２０．７クビ ３５．４�
３６ タマモホットプレイ 牡７栗 ５７ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８４＋１８ 〃 クビ ９６．９�
４８ トールハンマー 牡８鹿 ５７ 鷹野 宏史 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２１：２０．９１� ２２１．７�
３５ トーセンザオー 牡８芦 ５７ 上野 翔島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ４６２＋ ６１：２１．１１
 ３２３．０�
２３ サブジェクト 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �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 B４５０－ ６１：２１．２� ９８．７�
７１３� フサイチミライ 牝５栗 ５５ 木村 健馬事維新 橋本 忠男 千歳 社台ファーム B４２８－ ５１：２１．５１� １７７．８�

（兵庫） （兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０２，３２８，３００円 複勝： １４０，１７３，１００円 枠連： ９４，４７９，７００円

普通馬連： ５７１，４４１，９００円 馬単： ３０８，８５４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３７，６５０，７００円

３連複： ６０９，９４６，３００円 ３連単： １，３３８，５６７，０００円 計： ３，３０３，４４１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ３４０円 � ３１０円 � ４００円 枠 連（４－８） １，２５０円

普通馬連 �� ３，５３０円 馬 単 �� ７，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２８０円 �� １，８７０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� １５，２１０円 ３ 連 単 ��� ８８，４９０円

票 数

単勝票数 計１０２３２８３ 的中 � ８６２４５（５番人気）
複勝票数 計１４０１７３１ 的中 � １０９８５４（５番人気）� １２３３６０（４番人気）� ８８９３７（６番人気）
枠連票数 計 ９４４７９７ 的中 （４－８） ５６２１９（２番人気）
普通馬連票数 計５７１４４１９ 的中 �� １１９７７５（１４番人気）
馬単票数 計３０８８５４９ 的中 �� ３１１４２（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３７６５０７ 的中 �� ２６９１７（１４番人気）�� １８０２１（２２番人気）�� １９７４４（２１番人気）
３連複票数 計６０９９４６３ 的中 ��� ２９６１３（５２番人気）
３連単票数 計１３３８５６７０ 的中 ��� １１１６４（２７８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．３―４５．４―５６．３―１：０７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルレーニア �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００６．７．２ 京都１０着

２００４．２．２４生 牡４栗 母 チェリーラブ 母母 ターンツーダイナ ２１戦６勝 賞金 ２０３，０４５，０００円
※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。



２９０８４１１月１日 晴 良 （２０京都４）第７日 第１２競走 ��
��１，２００�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５６�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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

２４ � アルシラート 牡４鹿 ５７ 横山 典弘広尾レース� 森 秀行 米 Eve Kuhl-
mann ４９０＋ ２１：１１．６ １０．３�

７１４ テイエムハヤテオー 牡３栗 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 三枝牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ８．５�
８１５ ミステリアスバイオ 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４５８± ０１：１１．７� ５．２�
２３ ドリームクラウン 牡３栗 ５６ 角田 晃一セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５０６± ０１：１１．８	 １５．７�
８１６ ポートジェネラル 牡５栃栗５７ 石橋 守水戸眞知子氏 西園 正都 新冠 前川 隆範 B４９２± ０１：１１．９クビ ５０．５�
７１３ リバータウン 牡３青鹿５６ 木村 健後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４９４＋ ４ 〃 ハナ １２．６�

（兵庫）

４８ 
 アグネスレプトン 牡７鹿 ５７
５４ ▲船曳 文士渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：１２．１１� １２０．２	

５９ ダイゴカムイ 牡６鹿 ５７ 幸 英明長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 宮内牧場 ５０４± ０１：１２．２クビ １８．９

３５ � レッドスポーツカー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠藤田 在子氏 天間 昭一 米 Gilbert G.

Campbell B４６６＋ ２１：１２．７３ ６．７�
３６ モンテチェリー 牝５鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊毛利 喜昭氏 小島 茂之 三石 鹿糠沢 敬樹 ４９４＋ ２ 〃 アタマ ５５．７�
１１ ゴービハインド 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８± ０１：１２．９１� ４．０�
６１２ ド キ ャ ー レ 牡３栗 ５６ 和田 竜二浜RC組合 大橋 勇樹 静内 酒井 静男 ４６６± ０ 〃 クビ ２０．２�
１２ コアレスピューマ 牡４青鹿５７ 渡辺 薫彦小林 昌志氏 池上 昌弘 門別 �橋 耀代 B４３６－１０１：１３．０� ２２．３�
４７ ファインスティール 牡６鹿 ５７ 竹之下智昭 キャロットファーム 中尾 秀正 白老 白老ファーム ５１８－１２１：１３．１� １９．８�
５１０� エイシンイッキ 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介平井 豊光氏 野中 賢二 米 Gilbert G.

Campbell ４５４＋ ２１：１３．３	 ２６．７�
６１１�
 ヴァンジェーロ 牡７青鹿５７ 上村 洋行広尾レース� 平田 修 米 Phoebe Ann

Mueller, Trust ５３４＋１０１：１３．４� ３３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，１４５，３００円 複勝： ５４，０６４，９００円 枠連： ５５，４９１，６００円

普通馬連： １７１，４２６，３００円 馬単： １０２，３１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，４３９，２００円

３連複： ２０８，５０８，０００円 ３連単： ４１８，３３３，０００円 計： １，０９９，７２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ３２０円 � ３００円 � ２００円 枠 連（２－７） １，７３０円

普通馬連 �� ５，５３０円 馬 単 �� １１，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� １，０６０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ８，２３０円 ３ 連 単 ��� ５７，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３８１４５３ 的中 � ２９３５８（５番人気）
複勝票数 計 ５４０６４９ 的中 � ４２３５４（５番人気）� ４５９３５（４番人気）� ８２２６９（２番人気）
枠連票数 計 ５５４９１６ 的中 （２－７） ２３７１８（７番人気）
普通馬連票数 計１７１４２６３ 的中 �� ２２９０４（２２番人気）
馬単票数 計１０２３１３６ 的中 �� ６６１０（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１４３９２ 的中 �� ７９６６（１７番人気）�� １１９２５（７番人気）�� １７８９０（３番人気）
３連複票数 計２０８５０８０ 的中 ��� １８６９９（１６番人気）
３連単票数 計４１８３３３０ 的中 ��� ５３６５（１１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．４―１２．１―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．０―３４．４―４６．５―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アルシラート �
�
父 Orientate �

�
母父 Ogygian デビュー ２００６．９．２４ 中京１着

２００４．２．４生 牡４鹿 母 Haleys Fury 母母 Bubbles Darlene １６戦４勝 賞金 ４７，７６７，０００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 ヴォレハクユウ号・オールタイムベスト号・グランドラッチ号・セトノヒット号・テイエムシップウ号・ポートラヴ号・

マハーバリプラム号・ラインプレアー号
※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。



（２０京都４）第７日 １１月１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６３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

３１７，２２０，０００円
４，１００，０００円
１８，５９０，０００円
２，６５０，０００円
３２，６１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，４０５，０００円
５，１３６，６００円
１，６４６，３００円

勝馬投票券売得金
３４５，５９２，４００円
５４３，３６３，６００円
３０８，６８２，１００円
１，３５７，２７１，７００円
９２４，８６８，８００円
３８３，２４２，２００円
１，５１３，３８２，５００円
３，２６２，３５０，９００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
計 ８，６３８，７５４，２００円

総入場人員 ２７，３４０名 （有料入場人員 ２５，６４０名）




