
３２０１３１１月９日 曇 重 （２０京都５）第２日 第１競走 ��
��１，２００�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� コースレコード

中央レコード

１：１１．６
１：１０．９

良

不良

８１０ アイディンパワー 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４６４－ ２１：１２．５ ４．０�

８９ ナムラエクシード 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４８４± ０１：１３．２４ １．７�
１１ マルブツコロナド 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎大澤 毅氏 加用 正 浦河 桑田フアーム ４６６－ ２１：１３．４１� １２．７�
３３ シュンハレン 牡２黒鹿５５ 川島 信二石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４９０－１６ 〃 クビ ９．０�
６６ バンダムヴィーヴォ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４２２－１６ 〃 ハナ ６７．６�
７８ 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± ０１：１４．１４ １７６．６�
４４ � エーシンロレーン 牝２栗 ５４ 福永 祐一平井 宏承氏 岡田 稲男 米 Winches-

ter Farm ４３２－ ４１：１４．５２� ３２．７�
７７ サダムヨカモン 牝２栗 ５４ 岩田 康誠大西 定氏 中村 均 様似 ホウセイ牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ ６．０	
２２ クイーンヘッド 牝２鹿 ５４

５２ △田中 克典アルツト組合 福永 甲 新冠 対馬 正 ４２６－１０１：１４．６� ２１８．０

５５ カンファーピュア 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介楠本 陸雄氏 清水 出美 新ひだか 静内酒井牧場 ４２８± ０１：１４．７� １３８．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １３，３３０，４００円 複勝： ２５，９９９，５００円 枠連： １０，９５８，０００円

普通馬連： ３６，１３２，０００円 馬単： ３５，７４２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７３２，２００円

３連複： ４６，１０３，６００円 ３連単： ９５，３６０，７００円 計： ２７６，３５８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（８－８） ３３０円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ４５０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ３，１９０円

票 数

単勝票数 計 １３３３０４ 的中 � ２６４７４（２番人気）
複勝票数 計 ２５９９９５ 的中 � ４３３４１（２番人気）� １３３１０８（１番人気）� １６６３８（５番人気）
枠連票数 計 １０９５８０ 的中 （８－８） ２４８５０（２番人気）
普通馬連票数 計 ３６１３２０ 的中 �� ９２０８２（１番人気）
馬単票数 計 ３５７４２４ 的中 �� ３６６０５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７３２２ 的中 �� ２６２０４（１番人気）�� ５６２７（７番人気）�� １００６８（４番人気）
３連複票数 計 ４６１０３６ 的中 ��� ４３６４７（３番人気）
３連単票数 計 ９５３６０７ 的中 ��� ２２０６２（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．８―１１．９―１２．２―１２．９

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．０
３ ９，１０（５，７，８）（４，３）６，１－２ ４ ・（９，１０）－８（７，３）５（４，６）１－２

勝馬の
紹 介

アイディンパワー �

父 ニューイングランド �


母父 ラストタイクーン デビュー ２００８．７．２７ 函館３着

２００６．５．１６生 牡２鹿 母 ス ー リ ア 母母 メイシヨウコマチ ６戦１勝 賞金 １２，１００，０００円
〔発走状況〕 マルブツコロナド号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻５分遅延。



３２０１４１１月９日 曇 重 （２０京都５）第２日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２３．６
１：２３．１

重

重

１１ メイショウアツヒメ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ４９０－ ４１：２５．６ １．５�

４４ 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 ４８８＋ ２１：２６．３４ ２５．８�
６７ ダンツフロント 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介山元 哲二氏 本田 優 静内 飛野牧場 ５３２＋ ８１：２６．４� ４．２�
７８ リーディングパート 牡２青鹿５５ 池添 謙一�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４６６－１０ 〃 アタマ ８９．０�
６６ マルブツワーキング 牡２栗 ５５ 角田 晃一大澤 毅氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８± ０１：２６．５� ５９．７�
８１１ スターサイクル 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６８± ０１：２６．９２� １７．５�
８１０ タマモリバー 牡２栗 ５５ 和田 竜二タマモ	 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 ５０６－ ２ 〃 クビ ５．７

７９ マルタカテイオー 牡２黒鹿 ５５

５３ △田中 克典高橋 義和氏 山内 研二 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４４４－ ２ 〃 アタマ ８４．４�

２２ シゲルフジサン 牡２栗 ５５ 岩崎 祐己森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 長浜 秀昭 ４９６＋ ４１：２７．５３� １４３．７�
５５ カ イ ラ ス 牡２鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅蛭川 年明氏 岩元 市三 浦河 ひるかわ育
成牧場 ４６４± ０１：２７．６クビ ９６．０

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± ０１：２８．７７ ３０３．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，６４１，２００円 複勝： ３２，７１８，９００円 枠連： １１，５３５，８００円

普通馬連： ３９，７２４，４００円 馬単： ４５，３４３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９１１，８００円

３連複： ５１，００２，７００円 ３連単： １１３，１８０，９００円 計： ３２４，０５８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １３０円 枠 連（１－４） １，０８０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� ４，４１０円

票 数

単勝票数 計 １６６４１２ 的中 � ９０７０７（１番人気）
複勝票数 計 ３２７１８９ 的中 � ２１１１４９（１番人気）� １１５１８（５番人気）� ４０６６５（２番人気）
枠連票数 計 １１５３５８ 的中 （１－４） ７９１２（４番人気）
普通馬連票数 計 ３９７２４４ 的中 �� ２２９５４（５番人気）
馬単票数 計 ４５３４３１ 的中 �� ２３０１７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３９１１８ 的中 �� ８９３２（４番人気）�� ２６５８８（１番人気）�� ５０００（７番人気）
３連複票数 計 ５１００２７ 的中 ��� ３１８８２（３番人気）
３連単票数 計１１３１８０９ 的中 ��� １８９４４（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．２―３５．４―４８．０―１：００．５―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアツヒメ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１０．１１ 京都２着

２００６．４．２４生 牝２鹿 母 ナイスレイズ 母母 Nice Tradition ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



３２０１５１１月９日 曇 良 （２０京都５）第２日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時１０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

２２ ケンブリッジエル 牡２黒鹿５５ 武 豊中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４６４＋ ２１：０９．７ ２．０�

４４ テイエムダイアナ 牝２鹿 ５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４４２－ ６１：１０．１２� ６３．０�
１１ シゲルクラマヤマ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４４２＋ ２１：１０．２� ４．８�
６６ ウィズインライアン 牝２鹿 ５４

５２ △田中 健内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４２４＋ ２１：１０．３� １３．８�
８１０ マイネルレンツ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 川村 禎彦 様似 清水 誠一 ４２０＋ ４ 〃 ハナ １７．２�
５５ ホーマンライズ 牝２栃栗５４ 福永 祐一久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４３６＋１０１：１０．７２� ３．２�
３３ オースミビジョン 牡２鹿 ５５ C．ルメール�オースミ 南井 克巳 新冠 若林牧場 ４４８± ０ 〃 クビ ４６．１	

（仏）

７８ ダンツブロンズ 牡２栗 ５５ 長谷川浩大山元 哲二氏 本田 優 新ひだか へいはた牧場 ５１２＋ ６１：１０．８クビ ２７．７

８１１ 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± ０１：１１．５４ ２４６．０�
６７ ランドレビン 牡２栗 ５５ 川田 将雅木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９４＋ ８１：１１．８１� ５８．７�
７９ ヒトメボレムスメ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 青森 伊藤牧場 ４２４± ０ 〃 クビ ２１４．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，２６１，７００円 複勝： ２１，０１１，５００円 枠連： １１，０８０，１００円

普通馬連： ４２，５０７，０００円 馬単： ３９，９１０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６６６，６００円

３連複： ５２，７２９，７００円 ３連単： １１２，０６３，４００円 計： ３１０，２３０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ７００円 � １６０円 枠 連（２－４） ６，２１０円

普通馬連 �� ５，４３０円 馬 単 �� ６，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ２３０円 �� ３，１８０円

３ 連 複 ��� ７，４３０円 ３ 連 単 ��� ３６，７５０円

票 数

単勝票数 計 １５２６１７ 的中 � ６１４０４（１番人気）
複勝票数 計 ２１０１１５ 的中 � ９１４９２（１番人気）� ３８８９（８番人気）� ３０７８４（３番人気）
枠連票数 計 １１０８０１ 的中 （２－４） １３１８（１４番人気）
普通馬連票数 計 ４２５０７０ 的中 �� ５７８６（１４番人気）
馬単票数 計 ３９９１０３ 的中 �� ４４７５（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６６６６ 的中 �� ２７１９（１５番人気）�� ２１３５２（２番人気）�� １０４２（２５番人気）
３連複票数 計 ５２７２９７ 的中 ��� ５２４１（２０番人気）
３連単票数 計１１２０６３４ 的中 ��� ２２５１（８８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．５―１１．７―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．７―４６．４―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．０
３ ２，６，５（４，３，７，８）（１，１０）９＝１１ ４ ２，６（４，５）（３，７，８）（１，１０）９－１１

勝馬の
紹 介

ケンブリッジエル �
�
父 エイシンプレストン �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．９．２８ 阪神５着

２００６．５．２生 牡２黒鹿 母 セイントセーラ 母母 マ ラ ブ ー ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００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。



３２０１６１１月９日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）重 （２０京都５）第２日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

４５ タガノデンジャラス 牡６鹿 ６０ 高田 潤八木 良司氏 松田 博資 浦河 白老ファーム ４６６± ０３：１３．８ ４．３�

３４ トーワヒヨシマル 牡３栗 ５８ 小坂 忠士齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４７６＋ ２３：１５．３９ １２．７�
２２ クンダリーニ 牡６栗 ６０ 西谷 誠田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ５２４－ ６３：１６．３６ ７．１�
７１２ ルールシャガール 牡４鹿 ６０ 金折 知則儀賀 昭三氏 松元 茂樹 門別 三輪牧場 ５０４－ ４３：１６．７２� ５０．８�
７１１ トロピカルガイ 牡３黒鹿５８ 高野 容輔小川 勲氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４３４＋ ７３：１７．２３ ２４６．４�
４６ テイエムノブシオー 牡５栗 ６０ 出津 孝一竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 丸幸小林牧場 ５２０＋１０３：１７．９４ ２７．８�
５７ ホープフルスター 牡３黒鹿５８ 白浜 雄造前田 幸治氏 谷 潔 静内 橋本牧場 ５５０＋１０３：１８．２２ ３１．３�
８１３ カルストンチーター 牡４青 ６０ 北沢 伸也清水 貞光氏 大根田裕之 様似 �村 伸一 ４５８－ ２３：１８．５１� １１０．５	
３３ タツシャンハイ 牡７鹿 ６０ 林 満明鈴木 昭作氏 福永 甲 静内 千代田牧場 ４９８＋１６３：１８．８２ ５０．９

５８ ハマノオラトリオ 牡３栗 ５８ 熊沢 重文浜井 弘至氏 服部 利之 静内 坂本 春信 ４８８± ０３：２１．１大差 ２５．６�
６９ � マーキュリー 牡４鹿 ６０ 佐久間寛志山田 順通氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４８４＋１０３：２２．４８ １１３．４�
６１０ デンコウラウロ 牝３鹿 ５６ 仲田 雅興田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 日東牧場 ４３６－ ４３：２２．６１ ２１４．２
１１ メイショウニース 牝３鹿 ５６ 菊地 昇吾松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 金成吉田牧場 ４９２－ ４３：２３．８７ １１２．１�
８１４ テイケイプリオール 牡３黒鹿５８ 植野 貴也兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４５８± ０ （競走中止） １．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，５６９，０００円 複勝： ２８，４１０，２００円 枠連： １４，８５７，２００円

普通馬連： ３８，９２４，６００円 馬単： ３７，６４５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６５６，９００円

３連複： ５３，５９０，９００円 ３連単： ９７，９６６，４００円 計： ２９９，６２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２５０円 � ５６０円 � ３５０円 枠 連（３－４） １，８２０円

普通馬連 �� ２，９３０円 馬 単 �� ４，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ４１０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ３，６４０円 ３ 連 単 ��� ２０，７２０円

票 数

単勝票数 計 １４５６９０ 的中 � ２７００４（２番人気）
複勝票数 計 ２８４１０２ 的中 � ３４７９３（２番人気）� １２０４９（４番人気）� ２１２６０（３番人気）
枠連票数 計 １４８５７２ 的中 （３－４） ６０４１（６番人気）
普通馬連票数 計 ３８９２４６ 的中 �� ９８２８（９番人気）
馬単票数 計 ３７６４５７ 的中 �� ６０１２（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６５６９ 的中 �� ４１６２（６番人気）�� ８８８７（４番人気）�� ３８２０（７番人気）
３連複票数 計 ５３５９０９ 的中 ��� １０８８７（１１番人気）
３連単票数 計 ９７９６６４ 的中 ��� ３４９１（５５番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５２．８－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノデンジャラス �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００４．１０．３０ 京都４着

２００２．４．１９生 牡６鹿 母 フレンドレイ 母母 マーチンミユキ 障害：３戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔競走中止〕 テイケイプリオール号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 シーゴーイング号



３２０１７１１月９日 曇 重 （２０京都５）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

７１０ カノンコード 牡２芦 ５５ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０２ ―１：５３．１ ３．５�

５６ スタッドジェルラン 牡２栗 ５５ 武 幸四郎久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４８２ ―１：５３．３１� ９．７�
６９ キンショーノボス 牡２栗 ５５ 武 豊礒野日出夫氏 中村 均 浦河 中村 雅明 ４７４ ―１：５３．８３ １．７�
７１１ タガノバロナーク 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６４ ― 〃 ハナ ９．１�
５７ ダノンエリモトップ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５１６ ―１：５３．９クビ ３３．６�
８１３ タナカラボタモチ 牡２栗 ５５ 小牧 太�グランプリ 吉田 直弘 千歳 社台ファーム ５０６ ―１：５４．４３ ２１．２	
４４ サンライズフェア 牡２鹿 ５５ C．ルメール 松岡 隆雄氏 羽月 友彦 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００ ―１：５５．１４ ９９．８

（仏）

８１２ トムズビーム 牡２青鹿５５ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 畠山牧場 ４５６ ―１：５５．５２� ２７６．０�
３３ ナムラブレット 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４６０ ―１：５５．６� １０７．４�
６８ テイケイメルベイユ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 北光牧場 ５００ ―１：５５．７� １０８．１
１１ フ ク ツ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４５６ ―１：５５．９１� ６５．０�
４５ ショウナンアトム 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４５４ ―１：５６．５３� ２２．９�
２２ クリスタルドラゴン 牡２青 ５５ 黒岩 悠西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０２ ―１：５８．０９ ２４５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，１３７，０００円 複勝： ２７，８０１，０００円 枠連： １５，５１１，０００円

普通馬連： ４６，３３０，３００円 馬単： ４６，０６７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３７７，６００円

３連複： ５５，１３１，７００円 ３連単： １１１，２５２，７００円 計： ３３８，６０９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（５－７） ８１０円

普通馬連 �� １，７４０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� ６，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２０１３７０ 的中 � ４５８８８（２番人気）
複勝票数 計 ２７８０１０ 的中 � ５５７７７（２番人気）� ２１３０６（３番人気）� １３９４８４（１番人気）
枠連票数 計 １５５１１０ 的中 （５－７） １４２０１（３番人気）
普通馬連票数 計 ４６３３０３ 的中 �� １９７５２（６番人気）
馬単票数 計 ４６０６７９ 的中 �� １２４７０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３７７６ 的中 �� ９１１６（５番人気）�� ４００３０（１番人気）�� １３５７５（２番人気）
３連複票数 計 ５５１３１７ 的中 ��� ６２９１２（２番人気）
３連単票数 計１１１２５２７ 的中 ��� １２９２１（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３６．４―４９．７―１：０３．６―１：１６．１―１：２８．４―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．０
１
３

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

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

カノンコード �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００６．２．２５生 牡２芦 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



３２０１８１１月９日 曇 良 （２０京都５）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時００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

７１３ チャームポット 牝２栗 ５４ 武 豊タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４３６ ―１：１０．１ １．５�

１１ スプリングアウェク 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介ポリッシュホースメイト荒川 義之 三石 タツヤファーム ４５２ ―１：１０．４１� １６．４�
４８ フェイズシフト 牝２黒鹿５４ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４４２ ― 〃 クビ １４．１�
４７ メイケイファルコン 牡２鹿 ５５ 川田 将雅名古屋競馬� 田中 章博 門別 下河辺牧場 ４４８ ―１：１０．６１� ６．７�
３６ メイショウリスボン 牡２栗 ５５ 角田 晃一松本 好雄氏 本田 優 浦河 磯野牧場 ４２４ ―１：１０．８１� １１．５�
１２ プライムパレス 牡２鹿 ５５ 和田 竜二小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５５８ ―１：１１．０１� ６６．５�
２４ アサケゴールド 牡２黒鹿５５ 酒井 学大橋 堯氏 大橋 勇樹 浦河 日田牧場 ４６６ ― 〃 ハナ ８３．９	
５９ ビコートリニティー 牝２鹿 ５４ 佐久間寛志
レジェンド 鹿戸 明 浦河 ミルファーム ４２８ ―１：１１．１� ２１５．４�
６１１ サンマルエミネム 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉相馬 勇氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５４ ―１：１１．２� ３９０．５�
５１０ キーサミット 牡２青鹿５５ 岩田 康誠北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４４６ ―１：１１．３� ８．１
２３ ロイヤルポケット 牡２鹿 ５５

５３ △田中 健ロイヤルファーム
 昆 貢 浦河 アイオイファーム ４１０ ―１：１１．４クビ ６３．７�
３５ エリモシャトレーゼ 牝２黒鹿５４ 石橋 守山本 敏晴氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４２４ ―１：１１．６１� １３４．９�
８１６ コアレスランナー 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎小林 昌志氏 野村 彰彦 平取 コアレススタッド ４４４ ―１：１２．６６ １８２．０�
８１５ シゲルトカチダケ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士森中 蕃氏 武田 博 門別 下河辺牧場 ４３４ ―１：１２．７� １５０．５�
７１４ スズカカロリーナ 牝２黒鹿５４ 田島 裕和永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 恵一 ４２２ ―１：１３．１２� ７８．７�
６１２ ゴキゲンサン 牡２黒鹿５５ 池添 謙一北側 雅司氏 小崎 憲 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２ ―１：１３．３１� ６４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６２２，８００円 複勝： ２５，８７２，６００円 枠連： １７，８１１，０００円

普通馬連： ４７，１０２，６００円 馬単： ４５，９８４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５５３，０００円

３連複： ５５，１５３，９００円 ３連単： １０７，００９，３００円 計： ３３４，１０９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ３００円 枠 連（１－７） ６７０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ５２０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ３，２７０円 ３ 連 単 ��� ９，７８０円

票 数

単勝票数 計 １９６２２８ 的中 � １０４６１０（１番人気）
複勝票数 計 ２５８７２６ 的中 � １２８４６２（１番人気）� １３３００（６番人気）� １３６０５（５番人気）
枠連票数 計 １７８１１０ 的中 （１－７） １９６６９（４番人気）
普通馬連票数 計 ４７１０２６ 的中 �� ３６４４３（４番人気）
馬単票数 計 ４５９８４７ 的中 �� ２８９０３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５５３０ 的中 �� ９３８８（４番人気）�� ７５３０（５番人気）�� ２３０５（２０番人気）
３連複票数 計 ５５１５３９ 的中 ��� １２４５５（１０番人気）
３連単票数 計１０７００９３ 的中 ��� ８０８０（２１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．４―１１．８―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．８―４６．６―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．３
３ ・（２，１６）１０（６，１３）３（１，７）（４，１２）１１（９，８）（５，１４）＝１５ ４ ２，１６（６，１０）（１，１３，３，７）－４（９，１１）８－（５，１２）１４－１５

勝馬の
紹 介

チャームポット �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００６．４．２１生 牝２栗 母 ホットプレイ 母母 ダイナホツト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３２０１９１１月９日 曇 重 （２０京都５）第２日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０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

６１２ フロールデセレッソ 牝４芦 ５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５２－ ６１：２４．８ ３．１�

４７ � エアデヴォン 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド庄野 靖志 静内 藤原牧場 ５００＋１７ 〃 クビ ８．６�
３５ ヴェイルドクリス 牝３青鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８４＋ ８１：２４．９� ３．０�
７１４ キ ア ー ロ 牝３栗 ５４ 武 豊 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５４± ０ 〃 クビ １８．７�
７１３� サクラアーバン 牝５鹿 ５５ 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 B４６０＋１４１：２５．０クビ ６２．７�
５１０ ニシノヴァネッサ 牝４芦 ５５ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８６± ０ 〃 ハナ １０．０	
１１ ニホンピロコナユキ 牝４栗 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４５８＋ ２ 〃 アタマ １９．１

２３ スマートストーム 牝４栗 ５５ 小牧 太大川 徹氏 宮 徹 静内 岡田スタツド ４６８－ ６１：２５．２１ １３．６�
８１５ ナンヨーナイト 牝３鹿 ５４

５２ △田中 克典中村 �也氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ５００－ ２１：２５．３� １２２．８�
２４ レディマハロ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介矢野 文雄氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 B４８２＋ ４ 〃 アタマ ６１．６
３６ ア ズ ラ イ ト 牝４青 ５５ 秋山真一郎 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４６６－１４１：２５．６２ ２８．２�
５９ マーブルダンサー 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦下村 直氏 田所 清広 三石 設楽牧場 ４８４－１６１：２５．７� １８９．１�
１２ コウエイアンズ 牝３黒鹿 ５４

５２ △田中 健伊東 政清氏 小島 貞博 鹿児島 伊東 政清 ５１２＋１８１：２６．２３ １１１．４�
４８ � エカテリーナ 牝５鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅小林 久義氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４６６± ０１：２６．５１� ２０８．３�
６１１� シルクイシュタール 牝４青 ５５ 角田 晃一有限会社シルク北出 成人 新冠 坂元牧場 ４４６＋ ４１：２６．８１� ８３．８�
８１６ モ モ フ ク 牝３栗 ５４ C．ルメール 大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４６２＋ ８１：２７．３３ ９．７�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６４０，８００円 複勝： ２９，４８５，２００円 枠連： １８，３８１，３００円

普通馬連： ７２，９１４，７００円 馬単： ５０，３４５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６９５，８００円

３連複： ８３，００４，４００円 ３連単： １４３，８０３，７００円 計： ４４３，２７１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � １３０円 枠 連（４－６） ２，０４０円

普通馬連 �� １，９３０円 馬 単 �� ３，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２００円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，４５０円 ３ 連 単 ��� ９，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２１６４０８ 的中 � ５５０７８（２番人気）
複勝票数 計 ２９４８５２ 的中 � ６４５８０（２番人気）� ２２０６５（４番人気）� ７４８１５（１番人気）
枠連票数 計 １８３８１３ 的中 （４－６） ６６６７（１１番人気）
普通馬連票数 計 ７２９１４７ 的中 �� ２７９９８（７番人気）
馬単票数 計 ５０３４５５ 的中 �� １０７０１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６９５８ 的中 �� ７６２１（８番人気）�� ３７５５２（１番人気）�� ８２３１（６番人気）
３連複票数 計 ８３００４４ 的中 ��� ４２３６３（２番人気）
３連単票数 計１４３８０３７ 的中 ��� １０７７４（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３４．８―４７．２―５９．７―１：１２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．６
３ ・（７，１５）５（１，８，１２）２（６，１４）（１０，１６）（１１，１３）９，４－３ ４ ・（７，１５）（５，１２）１（８，１４）２（１０，６）（９，１６，１３）（４，１１）－３

勝馬の
紹 介

フロールデセレッソ �
�
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 ２００７．５．２６ 中京６着

２００４．４．１７生 牝４芦 母 フローリッドコート 母母 スプリングコート １１戦３勝 賞金 ３２，０４０，０００円
〔制裁〕 コウエイアンズ号の騎手田中健は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。

レディマハロ号の騎手藤岡佑介は，発走直後に内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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ターニングリーフ号
※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。



３２０２０１１月９日 曇 良 （２０京都５）第２日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （芝・右・外）

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

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

８９ ソウルオブジャパン 牡４鹿 ５７ 福永 祐一太田 美實氏 友道 康夫 静内 藤原牧場 ４７８－ ６２：２７．８ ５．１�

７８ ロ ザ リ オ 牡３鹿 ５５ 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 ４４４＋ ２２：２８．０１ ２．０�
２２ ピサノロンシャン 牡３鹿 ５５ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 静内 田中 裕之 ４７０－ ６ 〃 アタマ ３８．４�
７７ フェザーケープ �４鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 新冠 辻 和明 ４８８＋１２２：２８．２１� １０．９�
１１ ワキノパワー �４鹿 ５７ 角田 晃一脇山 良之氏 坪 憲章 門別 下河辺牧場 ４２８± ０２：２８．３クビ ５．５�
５５ シゲルアンビシャス 牡３栗 ５５ 秋山真一郎森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４９６－ ２２：２８．４� ３４．７	
４４ エメラルドミスト 牝３鹿 ５３ 池添 謙一 �キャロットファーム 宮本 博 浦河 桑田フアーム ４２８－ ６２：２８．７２ １１．０

６６ ゴールデンガッツ 牡３栗 ５５ 四位 洋文�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４８０＋ ４２：２８．８� ８．８�
８１０ スペシャルアリーナ 牡５栗 ５７

５５ △田中 健加藤 守氏 湯窪 幸雄 門別 日高大洋牧場 ４７０＋ ８ 〃 クビ １３９．０�
３３ テンエイヤシャマル 牡４鹿 ５７ 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 ４５６＋ ２２：２９．０１	 ５０．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２３，３２６，９００円 複勝： ２８，６１６，７００円 枠連： １６，１９１，０００円

普通馬連： ６９，５５０，０００円 馬単： ５５，４２３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６９９，４００円

３連複： ７５，１４４，８００円 ３連単： １７４，２７７，９００円 計： ４６４，２２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � ４６０円 枠 連（７－８） ３５０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，９５０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ４，７１０円 ３ 連 単 ��� ２２，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２３３２６９ 的中 � ３６２５５（２番人気）
複勝票数 計 ２８６１６７ 的中 � ５００１２（２番人気）� ８５７５２（１番人気）� １０４２１（８番人気）
枠連票数 計 １６１９１０ 的中 （７－８） ３４２２３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９５５００ 的中 �� ９７６５３（１番人気）
馬単票数 計 ５５４２３１ 的中 �� ３０４９９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６９９４ 的中 �� ２８７７９（１番人気）�� ２３８４（２５番人気）�� ４８３４（１４番人気）
３連複票数 計 ７５１４４８ 的中 ��� １１７８５（１７番人気）
３連単票数 計１７４２７７９ 的中 ��� ５８１５（７６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．８―１１．８―１３．０―１２．８―１２．８―１３．１―１３．２―１２．４―１１．３―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．２―２４．０―３５．８―４８．８―１：０１．６―１：１４．４―１：２７．５―１：４０．７―１：５３．１―２：０４．４―２：１５．９

コーナー
通過順位

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

２
４

・（１，９）１０，７（３，２）－８（４，６）５・（９，１）－（７，１０，８）（３，２，６）（５，４）
勝馬の
紹 介

ソウルオブジャパン �
�
父 カリズマティック �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１．８ 京都３着

２００４．２．２０生 牡４鹿 母 スカラシップ 母母 パワフルレデイ ９戦３勝 賞金 ２８，２１０，０００円



３２０２１１１月９日 曇 良 （２０京都５）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

き ぬ が さ

衣 笠 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．１１．３以降２０．１１．２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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４７ タガノグラマラス 牝４鹿 ５５ 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 ４７６＋ ２１：４６．９ ４．２�

２３ テイエムアンコール 牡４芦 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４７２－ ２１：４７．１１� １７．８�
３６ マストビートゥルー 牡５栗 ５６ C．ルメール�信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ ５．０�

（仏）

７１３ スプリングダボス 牡７鹿 ５５ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５０４－１０１：４７．３１� ７８．９�
１２ キクカラヴリイ 牝４鹿 ５３ 角田 晃一飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ １３．９�
１１ スペルバインド 牝３鹿 ５２ 川田 将雅 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４９６＋ ８１：４７．５� ６．３�
５１０ オープンセサミ 牡５鹿 ５５ 生野 賢一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８４± ０１：４７．７１� ５８．７	
８１５ ローズプレステージ 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ４１：４８．０２ ７．３

３５ エイシンルンナ 牝６芦 ５３ 岩田 康誠平井 豊光氏 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４８２± ０１：４８．１クビ ２９．９�
４８ トムウィンズ 牡３芦 ５３ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４６８＋ ８ 〃 クビ ４６．７�
６１２ ゴッドスマイルユー 牡５芦 ５７ 武 豊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ７．７
２４ カシノマイケル 牡５青鹿５５ 小牧 太柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４７２＋ ２１：４８．２クビ ２４．０�
５９ クインフューチャー 牝６鹿 ５１ 酒井 学�ターフ・スポート大根田裕之 浦河 浦河土肥牧場 ４５６＋ ２ 〃 アタマ １２４．９�
８１６ ショウナンラノビア 牝５栗 ５２ 池添 謙一国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５０６－ ６ 〃 ハナ ７８．２�
７１４ ハンターキリシマ 牡３鹿 ５４ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 鹿児島 ニルキング牧場 ４３２＋１２１：４８．４１� ９．６�
６１１ テントゥワン 牡５黒鹿５２ 田中 克典宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３８－ ２１：４８．５クビ ７４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，０９７，９００円 複勝： ４７，９４２，９００円 枠連： ３６，８２０，２００円

普通馬連： １３９，３７８，３００円 馬単： ８１，２６５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，７８４，８００円

３連複： １６７，１８９，９００円 ３連単： ３２３，１６５，２００円 計： ８６１，６４５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � ３９０円 � １８０円 枠 連（２－４） ２，５８０円

普通馬連 �� ５，４５０円 馬 単 �� ８，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７５０円 �� ３８０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� ７，９４０円 ３ 連 単 ��� ５７，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２７０９７９ 的中 � ５１８１５（１番人気）
複勝票数 計 ４７９４２９ 的中 � ９６３３１（１番人気）� ２４７８４（８番人気）� ７９５３７（２番人気）
枠連票数 計 ３６８２０２ 的中 （２－４） １０５３４（１７番人気）
普通馬連票数 計１３９３７８３ 的中 �� １８８８０（２３番人気）
馬単票数 計 ８１２６５８ 的中 �� ７２５４（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８７８４８ 的中 �� ５１３９（２４番人気）�� ２８１０５（１番人気）�� ５９８３（２０番人気）
３連複票数 計１６７１８９９ 的中 ��� １５５４０（２７番人気）
３連単票数 計３２３１６５２ 的中 ��� ４１５９（１８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３６．０―４７．８―１：００．０―１：１２．０―１：２３．５―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．９
３ ・（７，１６）（５，６，８，１１）（４，２，３）（１３，１５）（９，１０，１２）１４，１ ４ ７，１６（５，６，８）（４，１３，２，１１，３）（９，１０，１５，１２）１，１４

勝馬の
紹 介

タガノグラマラス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００６．１２．９ 阪神２着

２００４．２．１８生 牝４鹿 母 タガノターキン 母母 カフェドフランス ２０戦４勝 賞金 ８３，３４２，０００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。



３２０２２１１月９日 曇 稍重 （２０京都５）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�

とげつきょう

渡月橋ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１４� ビクトリーテツニー 牡４栗 ５７ 小牧 太榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge
Farm ４８６＋ ４１：２２．９ ４．９�

７１３ タガノマーシャル 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠八木 良司氏 中尾 秀正 浦河 市川フアーム ５４６－ ２ 〃 ハナ ２．６�
７１２ ヒシカツリーダー 牡４青 ５７ 小林 徹弥阿部雅一郎氏 小島 貞博 浦河 中村 雅明 ５２８＋ ８１：２３．２１� １２７．６�
５８ オネストジョン 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己藤本 直弘氏 宮本 博 門別 藤本 直弘 B５２４＋ ２ 〃 クビ ３．４�
５９ � サンワードラン 牡６鹿 ５７ 和田 竜二佐藤 幸彦氏 中尾 正 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５００＋ ６１：２３．３	 ３６．７�
４７ マジックボンバー 牡４鹿 ５７ C．ルメール 沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ １１．３�

（仏）

６１０� ミスターモナルコス 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn
Farm, Inc. ４９４＋ ２１：２３．８３ １１．１�

３５ アグネスマクシマム 牡４栗 ５７ 川田 将雅渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ ２２．６	
２３ � ハーベストシーズン 牝５鹿 ５５ 武 豊渡邊 隆氏 庄野 靖志 米 Takashi

Watanabe ５３２＋ ２１：２４．０１
 ２３．０

６１１ タイキフェアレディ 牝６黒鹿５５ 太宰 啓介�大樹ファーム 藤沢 則雄 大樹 大樹ファーム ５６０＋ ４１：２４．２１	 ８１．０�
４６ 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 ４９８－ ２１：２４．３クビ ８６．１
８１５ ヤマカツブライアン 牡４黒鹿５７ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ４９４－ ４１：２４．６２ ６０．５�
３４ メイショウディオ 牡６鹿 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５８０－ ６１：２５．２３	 ３３９．０�
１１ ローレルウェルシュ 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦 �ローレルレーシング 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８０－１２１：２５．４１	 １６７．４�
２２ チャレンジシチー 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 ５０２＋ ２ （競走中止） ５８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，２６５，８００円 複勝： ５２，９３６，４００円 枠連： ３３，３４７，２００円

普通馬連： １７３，３７５，３００円 馬単： １０７，７０８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，６４９，３００円

３連複： １７７，９９６，２００円 ３連単： ４１０，４４２，６００円 計： １，０３６，７２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � ２，３５０円 枠 連（７－８） ６４０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ７，７９０円 �� ４，４８０円

３ 連 複 ��� ２３，１６０円 ３ 連 単 ��� １００，０１０円

票 数

単勝票数 計 ３６２６５８ 的中 � ５８９３７（３番人気）
複勝票数 計 ５２９３６４ 的中 � ８５８３７（３番人気）� １３４９０９（２番人気）� ３６９３（１３番人気）
枠連票数 計 ３３３４７２ 的中 （７－８） ３９０４１（３番人気）
普通馬連票数 計１７３３７５３ 的中 �� １９０５７８（３番人気）
馬単票数 計１０７７０８０ 的中 �� ５０３５８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４６４９３ 的中 �� ４０８０１（３番人気）�� １２８３（４９番人気）�� ２２４７（３６番人気）
３連複票数 計１７７９９６２ 的中 ��� ５６７３（５４番人気）
３連単票数 計４１０４４２６ 的中 ��� ３０２９（２４０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．４―１１．８―１２．０―１２．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．７―４６．５―５８．５―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ビクトリーテツニー �
�
父 Gone West �

�
母父 Carnivalay デビュー ２００６．６．２４ 京都３着

２００４．１．２３生 牡４栗 母 Radu Cool 母母 Purify １７戦５勝 賞金 ８１，７３８，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔競走中止〕 チャレンジシチー号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出走取消馬 フォーリクラッセ号（疾病〔疝痛〕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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アルシラート号・ウォーターバロン号・サンエムパーム号・スーサンライダー号・ブラックシャドウ号・

ペプチドルビー号・ホウショウルビー号・マイネルラファエロ号・マルブツバンダリー号・ロングベネフィット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３２０２３１１月９日 曇 良 （２０京都５）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第１３回KBS京都賞ファンタジーステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

牝，２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
KBS京都賞（１着）

賞 品
本 賞 ３０，０００，０００円 １２，０００，０００円 ７，５００，０００円 ４，５００，０００円 ３，０００，０００円
付 加 賞 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：２０．３
１：２０．３

良

良

３３ � イナズマアマリリス 牝２鹿 ５４ 池添 謙一小泉 賢悟氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４３４－１４１：２３．７ ７４．６�

１１ ワンカラット 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ １５．１�
４５ アディアフォーン 牝２黒鹿５４ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋ ２ 〃 ハナ ６．７�
３４ ワイドサファイア 牝２鹿 ５４ 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：２３．８クビ １．６�
５８ ル シ ュ ク ル 牝２芦 ５４ 長谷川浩大 �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 ４８２－１０１：２４．０１� ４７．２�
６９ セブンシークィーン 牝２栗 ５４ C．ルメール 吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７８－ ２１：２４．２１� ６７．０�

（仏）

２２ コウエイハート 牝２栗 ５４ 川田 将雅伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４５４－ ６ 〃 ハナ ２８．９	
８１４ メイクデュース 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 門別 出口 悟 ４５０＋ ２ 〃 アタマ ５５．３�
５７ シルクナデシコ 牝２栗 ５４ 小牧 太有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４０８± ０１：２４．３� ２２．６�
４６ ナムラミーティア 牝２鹿 ５４ 四位 洋文奈村 信重氏 田村 康仁 三石 平野牧場 ４２４－１０１：２４．６２ １０．４
６１０ 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 ４６０－ ２ 〃 クビ ８．６�
８１３� ネオヴェリーベリー 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４６２－１２ 〃 ハナ ９６．７�
７１２ プレザントブリーズ 牝２黒鹿５４ 和田 竜二 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 静内 矢野牧場 ４４８－ ２１：２４．７� ４７．８�
７１１ タニノベローナ 牝２黒鹿５４ 鮫島 良太谷水 雄三氏 矢作 芳人 静内 カントリー牧場 ４７６－１２１：２９．９大差 ４９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２８，２６５，１００円 複勝： １４２，０１１，２００円 枠連： １１４，４１９，８００円

普通馬連： ６００，２０７，１００円 馬単： ４０６，３５６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４１，３００，６００円

３連複： ６６１，４７９，２００円 ３連単： １，７２３，４７０，８００円 計： ３，９１７，５１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，４６０円 複 勝 � １，６２０円 � ３５０円 � ２００円 枠 連（１－３） １，３００円

普通馬連 �� ２０，８８０円 馬 単 �� ６６，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，７７０円 �� ４，５２０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ４２，７２０円 ３ 連 単 ��� ２９４，４３０円

票 数

単勝票数 計１２８２６５１ 的中 � １３５６５（１３番人気）
複勝票数 計１４２０１１２ 的中 � １８６４５（１３番人気）� １０４６２１（５番人気）� ２２７９４８（２番人気）
枠連票数 計１１４４１９８ 的中 （１－３） ６５０５９（５番人気）
普通馬連票数 計６００２０７１ 的中 �� ２１２２０（５１番人気）
馬単票数 計４０６３５６２ 的中 �� ４４８２（１１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４１３００６ 的中 �� ５８８９（５４番人気）�� ７５５９（４３番人気）�� ３６０５５（９番人気）
３連複票数 計６６１４７９２ 的中 ��� １１４２８（１０８番人気）
３連単票数 計１７２３４７０８ 的中 ��� ４３２０（６０９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．８―３６．１―４８．９―１：０１．１―１：１２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３４．８
３ ２，５（３，１０，１１）（４，７，１２）（１，６，８，１４）１３，９ ４ ２（５，１０）（３，１１）（４，７，１２，１４）１（６，８，９）１３

勝馬の
紹 介

�イナズマアマリリス �
�
父 スエヒロコマンダー �

�
母父 ラ ム タ ラ （２戦１勝 賞金 １３，５０８，０００円）

２００６．４．２５生 牝２鹿 母 イナズマラム 母母 イナズマクロス １戦１勝 賞金 ３０，５１８，０００円
地方デビュー ２００８．６．２６ 旭川

〔制裁〕 セブンシークィーン号の騎手C．ルメールは，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。
〔その他〕 タニノベローナ号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折〕を発症。
※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。



３２０２４１１月９日 曇 良 （２０京都５）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （芝・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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２２ ウインイージス 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介�ウイン 佐々木晶三 浦河 笹地牧場 ５２０－ ２１：０９．０ ２５．８�

６６ ボストンオー 牡３芦 ５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４９２＋１４１：０９．１� ３０．８�
８１０ ビ ン チ ェ ロ 牡４黒鹿５７ 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 ４６６＋ ６ 〃 アタマ ３．８�
８１１� ダノンムロー 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介�ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４６２＋ ２ 〃 ハナ ３．５�
５５ ランチボックス 牡３鹿 ５６

５４ △田中 健馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ４９８± ０ 〃 アタマ ４２．８�
３３ アースコマンダー 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 浦河 昭和牧場 ４７６－ ６１：０９．３１	 ７．７	
４４ オールタイムベスト 牝３青鹿５４ 武 豊青山 洋一氏 池江 泰寿 門別 下河辺牧場 ４８６± ０１：０９．４
 ６．８

６７ シゲルダイハッカイ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠森中 蕃氏 西園 正都 静内 静内フアーム ４７４＋ ２１：０９．５
 ４．６�
７９ ビーチフェスタ 牝５黒鹿５５ C．ルメール �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７２＋１０ 〃 クビ ２１．０�

（仏）

７８ クラシカルウィーク 牡７栗 ５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンレーシング ４９０＋ ４１：０９．６
 ２４．１
１１ シゲルダイノウカイ 牡５鹿 ５７ 角田 晃一森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 沖田 繁 ４８４＋ ４１：０９．７クビ ４５．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４９，４７６，９００円 複勝： ６５，３５７，５００円 枠連： ５３，４２７，０００円

普通馬連： １８６，１１０，０００円 馬単： １２８，４７７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，１７０，２００円

３連複： １９８，２５１，７００円 ３連単： ５３１，８９４，３００円 計： １，２６５，１６４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５８０円 複 勝 � ５７０円 � ５９０円 � １５０円 枠 連（２－６） ５，５３０円

普通馬連 �� ２５，７６０円 馬 単 �� ５９，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，５２０円 �� １，４８０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ２６，３８０円 ３ 連 単 ��� ３１１，７９０円

票 数

単勝票数 計 ４９４７６９ 的中 � １５１４６（８番人気）
複勝票数 計 ６５３５７５ 的中 � ２４３６８（７番人気）� ２３１０４（８番人気）� １６７６９３（１番人気）
枠連票数 計 ５３４２７０ 的中 （２－６） ７１３３（１５番人気）
普通馬連票数 計１８６１１００ 的中 �� ５３３２（４７番人気）
馬単票数 計１２８４７７１ 的中 �� １５９５（９５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２１７０２ 的中 �� ２２７８（４３番人気）�� ８８７２（１４番人気）�� ６４６７（１９番人気）
３連複票数 計１９８２５１７ 的中 ��� ５５４８（６８番人気）
３連単票数 計５３１８９４３ 的中 ��� １２５９（５５８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．４―１１．４―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．８―４６．２―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインイージス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Sovereign Dancer デビュー ２００５．９．１８ 阪神６着

２００３．５．２５生 牡５黒鹿 母 レディソヴリン 母母 Millracer ２８戦３勝 賞金 ４２，５８１，０００円
※ダノンムロー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２０京都５）第２日 １１月９日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １５７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

２３９，６４０，０００円
２，１３０，０００円
６，９７０，０００円
１，８７０，０００円
２６，２７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，９２５，０００円
４，９９４，８００円
１，５８５，７００円

勝馬投票券売得金
３８５，６３５，５００円
５２８，１６３，６００円
３５４，３３９，６００円
１，４９２，２５６，３００円
１，０８０，２６９，８００円
４１０，１９８，２００円
１，６７６，７７８，７００円
３，９４３，８８７，９００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 ９，８７１，５２９，６００円

総入場人員 ３０，２１５名 （有料入場人員 ）




