
３２０３７１１月１６日 小雨 稍重 （２０京都５）第４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

２３ 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 ４６４－ ２１：１３．４ １５．３�

５８ 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 ４６６＋ ６１：１３．６１� ３．６�
４６ ガッチリガッチリ 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４６２＋ ４１：１３．８１� ６．５�
７１３ 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 ４５６－ ６ 〃 クビ ３．３�
３４ 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 ４８０－ ８１：１３．９� ２０９．３�
２２ シンゼンライク 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６６＋ ４１：１４．７５ ３．６	
８１５ アスカノユタカ 牡２栗 ５５

５３ △田中 健豊田 智郎氏 川村 禎彦 浦河 三枝牧場 B４６０＋ ４１：１４．９１� １３５．８

４７ 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 ４６２－ ２１：１５．０� ２３．５�
１１ 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 ４８２－ ２１：１５．３１� ７０．７�
８１４ 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 ４４４＋ ２ 〃 クビ ９１．４
７１２ ローレルファイアー 牡２鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊 �ローレルレーシング 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４２６－ ２１：１５．５１� ８６．４�
６１１ キシュウガイア 牝２青鹿５４ 秋山真一郎木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５６－ ４１：１６．２４ ２９．８�
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± ０１：１６．６２� ３１０．６�
３５ シゲルアオバサン 牝２鹿 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 服部 利之 新冠 ハシモトフアーム ４０８－ ４ 〃 ハナ ２１０．６�
６１０ シャトーラム 牝２栗 ５４ 蛯名 正義円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４４８＋ ４１：１６．８１� ２２．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，２７９，８００円 複勝： １８，８６３，５００円 枠連： １１，８６０，７００円

普通馬連： ４２，３７６，９００円 馬単： ３４，１４３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６７２，１００円

３連複： ５４，１７０，７００円 ３連単： ８３，３７８，３００円 計： ２７２，７４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５３０円 複 勝 � ３２０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（２－５） ６８０円

普通馬連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ６，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ８４０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ３，０８０円 ３ 連 単 ��� ２５，３００円

票 数

単勝票数 計 １３２７９８ 的中 � ６８４４（５番人気）
複勝票数 計 １８８６３５ 的中 � １２１８０（５番人気）� ３８２５０（２番人気）� ３１６８３（４番人気）
枠連票数 計 １１８６０７ 的中 （２－５） １３０３２（３番人気）
普通馬連票数 計 ４２３７６９ 的中 �� １２９７６（８番人気）
馬単票数 計 ３４１４３１ 的中 �� ４０８０（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６７２１ 的中 �� ４９３７（８番人気）�� ４０８８（９番人気）�� １１７６６（２番人気）
３連複票数 計 ５４１７０７ 的中 ��� １３０１３（９番人気）
３連単票数 計 ８３３７８３ 的中 ��� ２４３３（７９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．０―１２．２―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２４．０―３６．０―４８．２―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノヘラクレス �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．７．２７ 小倉１０着

２００６．４．３０生 牡２鹿 母 タイガーマリー 母母 タイガーミトス ８戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔発走状況〕 キシュウガイア号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 キシュウガイア号は，発走調教再審査。



３２０３８１１月１６日 小雨 稍重 （２０京都５）第４日 第２競走 ��１，４００�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

１：２３．６
１：２３．１

重

重

４７ オーゴンシャトル 牡２栗 ５５ 藤田 伸二永田 清男氏 河内 洋 浦河 酒井牧場 ４７６－ ４１：２６．２ ２．８�

８１６ ハードイチオー 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三津田 一男氏 福永 甲 新冠 メイタイ牧場 ４７２＋ ６１：２６．６２� １４．４�
５１０ ホクセツテンシ 牝２芦 ５４ 和田 竜二平島 尚武氏 宮本 博 新冠 ムラカミファーム ５１０＋ ４１：２６．８１� ６．０�
４８ マーブルアロー 牡２栗 ５５ 長谷川浩大下村 直氏 田所 清広 新ひだか 藤川フアーム ４７０－ ２１：２６．９クビ ２５．５�
８１５ 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 ４４２＋ ４ 〃 クビ ４．２�
３６ 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 ４４６－ ６１：２７．５３� １６．７�
３５ エテルノグロリア 牝２栗 ５４ 岩田 康誠�ヤナガワ牧場 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 ４３２＋ ４１：２７．６� ９１．５	
７１４ マイネスターライト 牝２芦 ５４ 池添 謙一 
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 ４６４＋ ４ 〃 クビ １０．９�
６１１ 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 ４３２－ ６１：２７．７クビ ２３７．３�
２３ ダンツクオリティ 牡２鹿 ５５ 小牧 太山元 哲二氏 山内 研二 浦河 杵臼牧場 ４８６－ ６ 〃 クビ ５０．１
６１２ レッドソルジャー 牡２鹿 ５５ 石橋 脩 
東京ホースレーシング 松永 幹夫 静内 千代田牧場 ４５２－ ６ 〃 同着 １８２．４�
７１３ グローリアスムーン 牝２栗 ５４ 飯田 祐史 �三石川上牧場 荒川 義之 三石 三石川上牧場 ４４８－１０１：２８．０２ １４４．６�
１１ アマノシーザー 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊中村 孝氏 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 ４５４＋ ６１：２８．４２� ６．３�
５９ ステキナコイビト 牝２栗 ５４ 石橋 守�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４２４－１４１：２８．６１ １３４．９�
２４ マストウインゲーム 牡２鹿 ５５ C．ルメール �ターフ・スポート飯田 雄三 新ひだか 三石ビクトリーファーム ４５４＋１０１：２８．９１� １２９．３�

（仏）

１２ シゲルオスズヤマ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ４３０＋ ２１：２９．６４ １０３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，１８３，５００円 複勝： ２１，３７９，５００円 枠連： １４，２４８，１００円

普通馬連： ４３，８８２，５００円 馬単： ３３，６３３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７５５，８００円

３連複： ５５，４０１，１００円 ３連単： ７９，２３３，９００円 計： ２７７，７１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ３１０円 � １６０円 枠 連（４－８） ５３０円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ３５０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ３，５９０円 ３ 連 単 ��� １９，４７０円

票 数

単勝票数 計 １４１８３５ 的中 � ４１１７８（１番人気）
複勝票数 計 ２１３７９５ 的中 � ５４０１０（１番人気）� １３３５９（６番人気）� ３６８５０（２番人気）
枠連票数 計 １４２４８１ 的中 （４－８） ２０１２１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４３８８２５ 的中 �� １６１８８（８番人気）
馬単票数 計 ３３６３３７ 的中 �� ７８２４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７５５８ 的中 �� ５８５６（７番人気）�� １２３７０（２番人気）�� ３７２３（１３番人気）
３連複票数 計 ５５４０１１ 的中 ��� １１３９６（１３番人気）
３連単票数 計 ７９２３３９ 的中 ��� ３００４（５９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１２．６―１２．８―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．８―４７．４―１：００．２―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーゴンシャトル �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２００８．８．２３ 札幌２着

２００６．４．１１生 牡２栗 母 ベ ル キ ス 母母 ブロッソミングビューティ ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００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。



３２０３９１１月１６日 小雨 良 （２０京都５）第４日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４６．７
１：４６．７

良

良

４８ リーチザクラウン 牡２青鹿５５ 武 豊臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１８－ ２１：４７．４ １．２�

２３ タマモユニヴァース 牡２栗 ５５ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 ムラカミファーム ４９４－ ２１：４９．５大差 １２．３�
８１５ イ ネ オ レ オ 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 藤田 孟司氏 池江 泰郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－１２１：４９．６クビ ７．０�
（仏）

３６ カネトシタフガイ 牡２芦 ５５ 蛯名 正義兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 岡部牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ２３．４�
３５ テンシノマズル 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４４８± ０１：４９．７� ２１．９�
５９ ローズバンク 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４３４± ０１：５０．１２� ３４．６�
８１６ キングマジック 牡２栗 ５５

５４ ☆三浦 皇成増田 陽一氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４７８－ ８ 〃 クビ ６０．７	
５１０ コスモタイムマシン 牡２栗 ５５

５４ ☆浜中 俊 
ビッグレッドファーム 宮本 博 日高 白井牧場 ４２２± ０１：５０．２クビ ３９．５�
７１４ コスモアポロ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩 
ビッグレッドファーム 服部 利之 浦河 バンブー牧場 ４６８± ０１：５０．５２ ２７１．３�
８１７ メイショウイーガー 牡２鹿 ５５ 石橋 守松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 磯野牧場 ４４０－ ８１：５０．７１� ２８８．８
４７ プラネットクルーズ 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太 
社台レースホース松永 幹夫 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋１０１：５１．２３ １１４．３�
６１１ カ シ ノ ハ リ 牡２栗 ５５

５２ ▲大下 智柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４９０－ ４１：５１．３� ４５０．０�
６１２ トレノソルーテ 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦廣崎 利洋氏 坂口 正大 新冠 川上牧場 ５０６－ ４１：５１．４� ４２２．３�
７１３ 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 ４５０－ ６１：５２．０３� ６７．８�
１１ ル ク レ チ ア 牝２黒鹿 ５４

５２ △田中 健 
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± ０１：５２．１� ３８９．４�

１２ ダンツクリスエス 牡２鹿 ５５ 長谷川浩大山元 哲二氏 本田 優 浦河 信成牧場 ５１２＋ ２１：５３．３７ ３９５．７�
２４ ジョージバローズ �２鹿 ５５

５３ △田中 克典猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４５４＋ ２ 〃 ハナ ４８５．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２７，９１９，５００円 複勝： ６５，５７２，１００円 枠連： １７，９２９，５００円

普通馬連： ５７，１３０，５００円 馬単： ６３，６０６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７２４，８００円

３連複： ６９，２１４，１００円 ３連単： １５３，６４８，２００円 計： ４７６，７４５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � １６０円 � １４０円 枠 連（２－４） ３９０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １８０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ５５０円 ３ 連 単 ��� １，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２７９１９５ 的中 � １８５０５１（１番人気）
複勝票数 計 ６５５７２１ 的中 � ４８０６４６（１番人気）� ３８７２３（３番人気）� ４８９９２（２番人気）
枠連票数 計 １７９２９５ 的中 （２－４） ３４３２２（２番人気）
普通馬連票数 計 ５７１３０５ 的中 �� １０４５３２（２番人気）
馬単票数 計 ６３６０６７ 的中 �� ９６６３０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７２４８ 的中 �� ３２３７２（２番人気）�� ３３５０４（１番人気）�� ９７８９（７番人気）
３連複票数 計 ６９２１４１ 的中 ��� ９３８３８（１番人気）
３連単票数 計１５３６４８２ 的中 ��� ７８３３２（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３５．７―４７．８―１：００．４―１：１２．５―１：２３．８―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ ８，３，５－１４（６，１６）－１７（１，１２）（７，１５）９（２，１０）１３（４，１１） ４ ８－３，５，６，１４－１６－（１７，１５）（１，１２）（７，９）１０，１１，１３，２，４

勝馬の
紹 介

リーチザクラウン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．１０．２６ 京都２着

２００６．２．５生 牡２青鹿 母 クラウンピース 母母 クラシッククラウン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンフォーサン号・ルクレチア号・ジョージバローズ号は，平成２０年１２月１６日まで平地競

走に出走できない。
ダンツクリスエス号は，平成２１年１月１６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。



３２０４０１１月１６日 曇 良 （２０京都５）第４日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時３０分 （芝・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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

５１０ ホーカーハリケーン 牝２青鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：３６．８ ３．２�

８１８ エリザベスムーン 牝２鹿 ５４ C．ルメール �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：３７．０１� ２．５�
（仏）

８１７ ニシノアンクレット 牝２青鹿５４ 池添 謙一西山 茂行氏 池添 兼雄 むかわ 西山牧場 ４３８ ―１：３７．３１� ８８．７�
３６ スイートマトルーフ 牝２青鹿５４ 岩田 康誠和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４８８ ―１：３７．４� ３５．６�
４７ トラストコマチ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成菅波 雅巳氏 河野 通文 日高 滝本 健二 ４０８ ―１：３７．６１� ２２．０�
７１４ ビービーハナビ 牝２青鹿５４ 四位 洋文�坂東牧場 野中 賢二 むかわ 市川牧場 ４０８ ―１：３７．９１� ４４．４�
６１２ パ ボ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４１６ ―１：３８．０� ５５．９	
２４ カシノスフィンクス 牝２青鹿５４ 藤田 伸二柏木 務氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４５２ ― 〃 ハナ １１１．９

７１５ アンローランサン 牝２鹿 ５４ 幸 英明谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 岡田スタツド ４４２ ―１：３８．３２ ３２．３�
１１ ブルーパフューム 牝２鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４４２ ―１：３８．５１� １００．６�
１２ マルフクギガ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎鈴木 幸夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４７０ ―１：３８．６� ２４．０
５９ ロングアイドル 牝２黒鹿５４ 渡辺 薫彦中井 敏雄氏 安田伊佐夫 浦河 小島牧場 ４４２ ―１：３８．７� ２６．２�
６１１ スルージエアー 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４８０ ―１：３８．８� ３２．７�
８１６ マネージャー 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６２ ―１：３９．２２� ９５．３�
２３ サンマルリーフ 牝２黒鹿５４ 長谷川浩大相馬 勇氏 大根田裕之 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９２ ―１：３９．４１ ２９９．６�
７１３ ビクトリアスバイオ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一バイオ� 崎山 博樹 平取 坂東牧場 ４７４ ―１：３９．７２ １２．２�
４８ タッカーアツヒメ 牝２黒鹿５４ 小牧 太�塚尾牧場 崎山 博樹 新冠 新冠橋本牧場 ４４８ ― 〃 クビ １５１．１�
３５ メイショウカガリビ 牝２黒鹿５４ 武 豊松本 好雄氏 山内 研二 浦河 三嶋牧場 ５１８ ―１：４１．１９ ６．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，２４４，８００円 複勝： １９，６６５，７００円 枠連： １９，７１２，４００円

普通馬連： ５０，１３６，５００円 馬単： ３８，２０７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０３９，９００円

３連複： ６１，４５４，５００円 ３連単： ８８，３８１，２００円 計： ３１２，８４２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １，２１０円 枠 連（５－８） ４９０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ４，４１０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� １２，０４０円 ３ 連 単 ��� ５５，４７０円

票 数

単勝票数 計 １８２４４８ 的中 � ４５５９５（２番人気）
複勝票数 計 １９６６５７ 的中 � ３８３８４（２番人気）� ５０３４６（１番人気）� ２５７２（１５番人気）
枠連票数 計 １９７１２４ 的中 （５－８） ３０２５９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０１３６５ 的中 �� ６９１０５（１番人気）
馬単票数 計 ３８２０７２ 的中 �� ２４６６２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０３９９ 的中 �� １９９１２（１番人気）�� ８４０（４８番人気）�� １８２０（２６番人気）
３連複票数 計 ６１４５４５ 的中 ��� ３７６９（３０番人気）
３連単票数 計 ８８３８１２ 的中 ��� １１７６（１３６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．８―１２．５―１２．５―１２．５―１１．９―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．８―４８．３―１：００．８―１：１３．３―１：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３６．０
３ １６，７（１５，１２）（４，１７）（２，９，１０）（３，５）（６，１８）－（１，１４，１３）１１－８ ４ １６，７（１５，１２）（４，１７）（２，１０）９（５，１８）（３，６）１４，１（１１，１３）－８

勝馬の
紹 介

ホーカーハリケーン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Leading Counsel 初出走

２００６．２．３生 牝２青鹿 母 ワールウインド 母母 Battledress １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マコトエレンシア号
※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。



３２０４１１１月１６日 曇 良 （２０京都５）第４日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

２４ トモロポケット 牡２栗 ５５ 藤田 伸二廣崎 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４６８ ―２：０４．６ ５．４�
（トモティポケット）

５９ ツルマルネオ �２鹿 ５５ 和田 竜二鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４９２ ―２：０４．７� ４９．６�
４８ トーホウホープ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義東豊物産� 柴田 光陽 静内 静内酒井牧場 ４２４ ―２：０４．８� ２４．４�
７１４ トゥリオンファーレ 牡２黒鹿５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９２ ―２：０５．１２ ５．８�
１１ ダノンソウマ 牡２鹿 ５５ O．ペリエ �ダノックス 小崎 憲 大樹 柏台牧場 ５１４ ―２：０５．２� ８２．７�

（仏）

６１２ ローズリパブリック 牡２芦 ５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５６ ―２：０５．４１ ２１．８	
６１１ ワールドプレミア 牡２栗 ５５ 武 豊 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４９４ ― 〃 クビ １．５

７１３ アドマイヤシャトル 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６８ ― 〃 ハナ ３７．０�

（アドマイヤアルプス）

８１６ ウインヴェロシティ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介�ウイン 池江 泰郎 新冠 パカパカ
ファーム ５１６ ―２：０５．６１	 ２７．５�

２３ メイショウバキラ 牡２青 ５５ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４５０ ―２：０６．１３ ３１６．６
８１５ キクノアキレス 牡２黒鹿５５ 鮫島 良太菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 金石牧場 ４５６ ―２：０６．４２ ２３１．４�
８１７ ダンツブロケード 牡２鹿 ５５ 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新冠 的場牧場 ４５６ ―２：０６．５クビ １４１．６�
４７ タマモシンボル 牡２鹿 ５５ 石橋 脩タマモ� 中竹 和也 静内 前田牧場 ４８０ ―２：０６．６� ３３０．２�
３６ キタサンチーフ 牡２黒鹿５５ 幸 英明�大野商事 梅田 智之 日高 古川 優 ４７６ ―２：０６．８１	 ２０８．０�
１２ コスモミラクル 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉 �ビッグレッドファーム 野元 昭 日高 前川 義則 ４７８ ―２：０７．２２� ２７９．０�
３５ 
 モ ン ピ ュ ア 牝２鹿 ５４ C．ルメール 榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson ４２６ ―２：０７．４１� ４５．２�
（仏）

５１０ オーバーザウェイヴ 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三�日進牧場 柴田 政見 浦河 日進牧場 ５１６ ―２：０８．９９ ３１４．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２９，２４０，２００円 複勝： ３４，５８８，４００円 枠連： １７，１４０，１００円

普通馬連： ５５，８６７，９００円 馬単： ５５，７１７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１９１，２００円

３連複： ６６，６６４，０００円 ３連単： １２７，４００，８００円 計： ４０６，８１０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２６０円 � １，０７０円 � ６７０円 枠 連（２－５） ５，５２０円

普通馬連 �� ７，１６０円 馬 単 �� １３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０５０円 �� ９７０円 �� ３，６６０円

３ 連 複 ��� １９，５３０円 ３ 連 単 ��� １１６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２９２４０２ 的中 � ４３１８８（２番人気）
複勝票数 計 ３４５８８４ 的中 � ４１１３３（２番人気）� ７６１３（８番人気）� １２７８１（４番人気）
枠連票数 計 １７１４０１ 的中 （２－５） ２２９３（１４番人気）
普通馬連票数 計 ５５８６７９ 的中 �� ５７５９（１６番人気）
馬単票数 計 ５５７１７６ 的中 �� ３１４３（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１９１２ 的中 �� ２４０２（１９番人気）�� ５３４６（８番人気）�� １３２６（２８番人気）
３連複票数 計 ６６６６４０ 的中 ��� ２５２０（４８番人気）
３連単票数 計１２７４００８ 的中 ��� ８０４（２３５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１３．０―１３．５―１３．３―１３．３―１２．５―１１．９―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３７．１―５０．６―１：０３．９―１：１７．２―１：２９．７―１：４１．６―１：５３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．９
１
３

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

・（８，９）４，２（１，１６）（３，１２，１７）１５，７（１０，１４）（５，１１）（６，１３）・（８，９）（４，１６）１７（１，２）（１２，１１）（３，７，１５，１４）（６，１３）１０，５
勝馬の
紹 介

トモロポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００６．４．８生 牡２栗 母 レモンキャンディー 母母 ヤングマザー 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。



３２０４２１１月１６日 曇 稍重 （２０京都５）第４日 第６競走 ��１，２００�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５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

７１２ ダノンアスカ 牡３青鹿５６ 小牧 太�ダノックス 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４－ ４１：１１．５ ２．８�

７１１ ウルドサリエ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ５１２± ０１：１２．３５ ３３．９�
８１３ エンジェルフェザー 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４８６＋ ２１：１２．４クビ １３２．０�
６１０ サンマルチーフ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ５１０＋ ４１：１２．５� ２．１�
４６ エーシンエスヴィー 牡４芦 ５７ 秋山真一郎平井 宏承氏 平田 修 浦河 栄進牧場 ４９２－ ８ 〃 アタマ ６３．０�
５７ フェザーウイング 牡４栗 ５７ 酒井 学鳴戸 雄一氏 服部 利之 伊達 宮井 孝典 ５０４＋ ４ 〃 ハナ ８．６�
８１４ クリスタルドア 牡３鹿 ５６ 石橋 守加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４９２＋ ４１：１２．６� ４５．４	
５８ サマーファインデイ 牝３栗 ５４ 石橋 脩セゾンレースホース� 宮 徹 青森 中山 雅信 ４８２＋１２１：１２．８１� ２３．９

４５ メルシーヨーク 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４３４－ ２ 〃 アタマ １２７．３�
２２ ピンクペガサス 牡３黒鹿５６ 幸 英明木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ４８６－ ６１：１３．０１� ３０．３�
３３ オウシュウバラッド 牡３栗 ５６ 和田 竜二西村 專次氏 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 B４９８＋ ２ 〃 アタマ ３３．９
３４ � ショウナンカイザー 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 桑田牧場 ４９４＋ ２１：１３．１クビ １１１．１�
６９ ユウタージパング 牡５栗 ５７ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 ５２０± ０１：１３．３１� ８６．０�
１１ ブループレミアム 牡４鹿 ５７ O．ペリエ 後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４９６± ０１：１４．１５ １０．７�

（仏）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，３６９，４００円 複勝： ２６，５８９，９００円 枠連： １８，２９０，６００円

普通馬連： ６５，９７６，０００円 馬単： ５３，０１０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６６７，０００円

３連複： ７７，７２８，６００円 ３連単： １４２，２０９，８００円 計： ４２５，８４１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １６０円 � ７２０円 � ２，５７０円 枠 連（７－７） ５，２７０円

普通馬連 �� ４，６４０円 馬 単 �� ７，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４８０円 �� ４，４８０円 �� １９，４９０円

３ 連 複 ��� ７５，８８０円 ３ 連 単 ��� ３７３，５００円

票 数

単勝票数 計 ２０３６９４ 的中 � ５８６９９（２番人気）
複勝票数 計 ２６５８９９ 的中 � ６３６０８（２番人気）� ８０１３（８番人気）� ２０７５（１４番人気）
枠連票数 計 １８２９０６ 的中 （７－７） ２５６２（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６５９７６０ 的中 �� １０５０７（１４番人気）
馬単票数 計 ５３０１０５ 的中 �� ５２３２（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６６７０ 的中 �� ３７２０（１５番人気）�� １１８１（３７番人気）�� ２６８（７６番人気）
３連複票数 計 ７７７２８６ 的中 ��� ７５６（１１５番人気）
３連単票数 計１４２２０９８ 的中 ��� ２８１（５６０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．７―１２．２―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．９―４７．１―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンアスカ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００８．４．６ 阪神３着

２００５．５．２２生 牡３青鹿 母 シェイクハンド 母母 Dancing Tribute ６戦２勝 賞金 １６，１００，０００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。



３２０４３１１月１６日 曇 良 （２０京都５）第４日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （芝・右・外）

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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

６９ マイネエスポワール 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４４２－ ２１：２２．０ ７．９�

７１０ シャトルタテヤマ 牝４鹿 ５５ 小牧 太辻 幸雄氏 安田伊佐夫 静内 藤沢牧場 ４８４± ０ 〃 クビ １５．７�
８１３ ストリートスタイル 牝３鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４３０＋１０１：２２．１� ３．４�
４４ アスドゥクール 牝３栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ８１：２２．２クビ ３．１�
５６ フミノバラード 牝７鹿 ５５ 岩田 康誠谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４６４± ０１：２２．３� １２．６�
３３ オリオンオンサイト 牝５鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成平本 敏夫氏 矢作 芳人 新冠 早田牧場新
冠支場 ４８４－ ６１：２２．４� ２３．５	

４５ キングスベリー 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４３４＋ ４１：２２．５� ５．７

８１２ ラ ベ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介 �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 ４２０－ ６ 〃 アタマ １０．２�
２２ ベ レ ッ ツ ァ 牝５黒鹿５５ 長谷川浩大�ターフ・スポート中尾 正 三石 土田農場 ４４８＋ ４１：２２．７１� ７５．８�
５７ エターナルサーガ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二 �ローレルレーシング 田中 章博 静内 畠山牧場 B４５８＋２４１：２２．９１� ８７．１
６８ ボ ム シ ェ ル 牝５栃栗５５ 福永 祐一�ターフ・スポート藤沢 則雄 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４５２＋ ４１：２３．３２� ５７．７�
７１１ サマーエタニティ 牝３芦 ５４ 石橋 脩セゾンレースホース� 畠山 吉宏 門別 白井牧場 ４９２＋ ８１：２３．４� ７２．４�

（１２頭）
１１ リマレックス 牝３栗 ５４

５２ △田中 克典�ファイブウィン 中尾 正 新冠 田渕牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，６４０，５００円 複勝： ３１，６６０，１００円 枠連： ２０，９１９，５００円

普通馬連： ７２，５６３，７００円 馬単： ５０，４００，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７３３，９００円

３連複： ８１，０７２，０００円 ３連単： １４４，９８５，２００円 計： ４４４，９７５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２４０円 � ３４０円 � １５０円 枠 連（６－７） ４，０２０円

普通馬連 �� ５，５３０円 馬 単 �� １０，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５２０円 �� ５３０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ５，３３０円 ３ 連 単 ��� ４３，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２０６４０５ 的中 � ２０５９１（４番人気）
複勝票数 計 ３１６６０１ 的中 � ３２２７０（４番人気）� １９８３５（７番人気）� ７２６８６（１番人気）
枠連票数 計 ２０９１９５ 的中 （６－７） ３８４５（１３番人気）
普通馬連票数 計 ７２５６３７ 的中 �� ９６８７（２０番人気）
馬単票数 計 ５０４００４ 的中 �� ３６３９（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７３３９ 的中 �� ３５１９（２１番人気）�� １１２６８（４番人気）�� ６４０６（１２番人気）
３連複票数 計 ８１０７２０ 的中 ��� １１２４６（１８番人気）
３連単票数 計１４４９８５２ 的中 ��� ２４３７（１５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３５．１―４７．０―５８．４―１：１０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．０
３ ３（２，４）（５，１０）（８，１１）（９，６，１２）１３－７ ４ ３，４，２（５，１０）１１（８，９）１２，６，１３－７

勝馬の
紹 介

マイネエスポワール �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００７．７．２８ 小倉４着

２００５．５．２９生 牝３栗 母 マイネアモーレ 母母 オカノブルー １４戦３勝 賞金 ３０，２１８，０００円
〔出走取消〕 リマレックス号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。



３２０４４１１月１６日 曇 稍重 （２０京都５）第４日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０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

２３ キングブレーヴ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 ヒダカフアーム ４７６＋ ２１：５１．５ ２．１�

５９ ユウキタイティ 牡４栗 ５７
５５ △田中 克典ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５０８＋ ２ 〃 ハナ １０２．１�

８１５ パーフェクトラン 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５０８＋ ４１：５１．９２� ７８．６�
５１０ アンジェロバンダム 牡３鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊山科 統氏 柴田 政見 浦河 鮫川牧場 ５１０－ ４ 〃 アタマ ３５．８�
３５ ハニーフラッグ 牝４芦 ５５

５４ ☆三浦 皇成小林 英一氏 須貝 彦三 門別 出口牧場 ４７２± ０１：５２．０クビ ３５．７�
４７ ケージームサシ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 ４９２－ ６１：５２．１� １５．５�
６１２� プレシャスピクセル 牡５鹿 ５７ 石橋 脩前田 幸治氏 中竹 和也 米 Grousemo

nt Farm ４８０＋ ８１：５２．４２ １３５．５�
１２ グッドフロマージュ 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５１８－ ２１：５２．５� １４９．５	
４８ トーホウアタック 牡４鹿 ５７ O．ペリエ 東豊物産
 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４７６＋ ６１：５２．６	 ３．９�

（仏）

７１４ ゼンノジュウシン 牡５栗 ５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 大久保龍志 平取 坂東牧場 ４９８＋ ６１：５２．８１
 １１０．４�
３６ マルカラスカル 牡６黒鹿５７ 石橋 守河長産業
 増本 豊 千歳 社台ファーム ５０６＋２２１：５２．９クビ １０１．５
１１ ピエナエイム 牡３黒鹿５５ 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ １７．１�
２４ キャラメルチャン 牝３鹿 ５３ 藤岡 佑介西森 鶴氏 領家 政蔵 静内 桑嶋 峰雄 B４８０－ ４１：５３．１１ １１．９�
６１１ オースミマコ 牝３鹿 ５３ 和田 竜二
オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４７２± ０ 〃 アタマ １４．４�
８１６ ロードアルファード 牡５鹿 ５７ C．ルメール 
ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ５１０± ０１：５４．８大差 １２．１�

（仏）

７１３ ワンダームシャ 牡３鹿 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４７８＋１２１：５４．９クビ ２０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３６５，３００円 複勝： ３４，０２８，４００円 枠連： ２７，４３８，３００円

普通馬連： ９０，６２２，７００円 馬単： ６３，８０２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７０６，７００円

３連複： １０４，０８１，３００円 ３連単： １８６，４４１，０００円 計： ５６２，４８５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � １，４３０円 � ９５０円 枠 連（２－５） ２，４００円

普通馬連 �� ７，９５０円 馬 単 �� ９，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４８０円 �� ２，４３０円 �� ３５，３５０円

３ 連 複 ��� １００，１５０円 ３ 連 単 ��� ４４５，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２７３６５３ 的中 � １０５４２５（１番人気）
複勝票数 計 ３４０２８４ 的中 � １０４９７６（１番人気）� ４５０７（１３番人気）� ６９９１（１１番人気）
枠連票数 計 ２７４３８３ 的中 （２－５） ８４４９（１０番人気）
普通馬連票数 計 ９０６２２７ 的中 �� ８４２２（２４番人気）
馬単票数 計 ６３８０２２ 的中 �� ４９７０（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７０６７ 的中 �� ２８８５（２２番人気）�� ２９３７（２１番人気）�� １９６（１１０番人気）
３連複票数 計１０４０８１３ 的中 ��� ７６７（１９１番人気）
３連単票数 計１８６４４１０ 的中 ��� ３０９（８６８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．２―１２．２―１２．６―１３．５―１２．８―１２．５―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．３―３５．５―４８．１―１：０１．６―１：１４．４―１：２６．９―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キングブレーヴ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Gone West デビュー ２００６．９．３ 札幌１１着

２００４．４．２６生 牡４鹿 母 ニューデイダウニング 母母 Courtney’s Day ２３戦４勝 賞金 ４９，１７４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ウォータクティクス号・エイシンイッパツ号・プラチナメーン号・マルタカドリーム号
※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。



３２０４５１１月１６日 曇 良 （２０京都５）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

き ぎ く

黄 菊 賞
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４６．７

良

良

２２ ジェルミナル 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：４８．７ ２．５�

６６ アラシヲヨブオトコ 牡２青鹿５５ 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５０８＋ ４ 〃 クビ ３．５�
４４ ティアップゴールド 牡２鹿 ５５ 長谷川浩大田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４６２－ ６１：４８．９１� ６．９�
７７ カネトシコンジョオ 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：４９．１１� １８．３�
３３ ジャングルストーン 牡２栗 ５５ 三浦 皇成後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４４６＋ ２ 〃 クビ １６．８�
８９ 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± ０１：４９．２クビ １３．１�
５５ ナムラタイシ 牡２黒鹿５５ 角田 晃一奈村 信重氏 松永 昌博 日高 賀張三浦牧場 ４３６± ０１：４９．４１ １１７．７	
８８ フェストシュピール 牡２青 ５５ 鮫島 良太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２ 〃 クビ ４．９

１１ フォーシーズンゴー 牡２黒鹿５５ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 ４９０＋ ４１：５０．９９ ９３．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３６，７４０，５００円 複勝： ４３，８２０，０００円 枠連： ２２，６７１，３００円

普通馬連： １１１，０２２，６００円 馬単： ８９，６９１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９８６，１００円

３連複： １０８，９０８，７００円 ３連単： ３１９，０９１，７００円 計： ７６１，９３２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（２－６） ４８０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ２，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３６７４０５ 的中 � １２０４９２（１番人気）
複勝票数 計 ４３８２００ 的中 � １３７０４６（１番人気）� ９０５０８（２番人気）� ４９７３５（４番人気）
枠連票数 計 ２２６７１３ 的中 （２－６） ３５０８８（２番人気）
普通馬連票数 計１１１０２２６ 的中 �� １９２８１６（１番人気）
馬単票数 計 ８９６９１８ 的中 �� ７７５５６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９８６１ 的中 �� ４３０９２（１番人気）�� ２７６３２（３番人気）�� １８５８３（５番人気）
３連複票数 計１０８９０８７ 的中 ��� １０６７６９（２番人気）
３連単票数 計３１９０９１７ 的中 ��� ８２２２４（３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１１．７―１２．３―１２．９―１２．５―１１．６―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３６．１―４８．４―１：０１．３―１：１３．８―１：２５．４―１：３７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェルミナル �

父 アグネスタキオン �


母父 Double Bed デビュー ２００８．８．１６ 札幌３着

２００６．３．１０生 牝２黒鹿 母 オンブルリジェール 母母 Flawlessly ３戦２勝 賞金 １７，０１７，０００円



３２０４６１１月１６日 晴 良 （２０京都５）第４日 第１０競走 ��
��２，４００�

ひ え い

比叡ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

６７ ナ イ ア ガ ラ 牡５芦 ５７ 幸 英明金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２２：２９．１ １２．３�

８１１ ミッキーチアフル 牡３鹿 ５５ O．ペリエ 野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０６－ ２ 〃 ハナ ５．６�
（仏）

２２ シゲルタック 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７２＋ ４２：２９．３１ ４．３�
５５ シルバーブレイズ 牡４鹿 ５７ 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＋ ８２：２９．５１� ３．４�
４４ アメジストリング 牝４黒鹿５５ 武 豊 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ４２：３０．０３ ２０．２�
７８ メトロシュタイン 牡４青鹿５７ 福永 祐一太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１４± ０２：３０．２１� ３．６	
７９ ハギノプリンセス 牝５栗 ５５ 三浦 皇成安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６６－ ８ 〃 クビ ４１．１

１１ フサイチジャンク 牡５青鹿５７ 池添 謙一関口 房朗氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８４－ ４２：３０．４１� ２９．７�
６６ 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± ０ 〃 クビ ５３．５�
８１０ ドリームパートナー �８鹿 ５７ 武士沢友治臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７２－ ２２：３０．５クビ ９２．８
３３ アラタマサモンズ 牡６鹿 ５７ 小牧 太荒木 みち氏 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０２＋ ４ 〃 クビ １７．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３５，０２８，６００円 複勝： ４９，４１３，０００円 枠連： ２８，６２９，０００円

普通馬連： １６４，８４９，４００円 馬単： １００，２４４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，１２０，９００円

３連複： １６３，５３０，４００円 ３連単： ３９２，８９２，２００円 計： ９７３，７０８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ３８０円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（６－８） ２，９００円

普通馬連 �� ３，３５０円 馬 単 �� ７，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� １，０４０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ５，６００円 ３ 連 単 ��� ３５，４２０円

票 数

単勝票数 計 ３５０２８６ 的中 � ２２４５０（５番人気）
複勝票数 計 ４９４１３０ 的中 � ２８２８１（６番人気）� ５９１７７（４番人気）� ９６７５０（３番人気）
枠連票数 計 ２８６２９０ 的中 （６－８） ７２９７（１３番人気）
普通馬連票数 計１６４８４９４ 的中 �� ３６３４７（１３番人気）
馬単票数 計１００２４４６ 的中 �� ９７３３（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９１２０９ 的中 �� ６７６１（１７番人気）�� ９０８４（１２番人気）�� １９１４９（６番人気）
３連複票数 計１６３５３０４ 的中 ��� ２１５７８（１８番人気）
３連単票数 計３９２８９２２ 的中 ��� ８１８８（１１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２５．５―３７．６―５０．９―１：０４．１―１：１６．９―１：３０．０―１：４３．３―１：５５．３―２：０６．４―２：１７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．８―３F３３．８
１
３

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

２
４

・（７，１１）－２（１，５）（４，９）－８，１０－３，６・（７，１１）－２，５（１，４，９）８，１０，３，６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナ イ ア ガ ラ �
�
父 Fantastic Light �

�
母父 Highest Honor デビュー ２００５．１２．１７ 阪神２着

２００３．３．２９生 牡５芦 母 レーヴドスカー 母母 Numidie １０戦５勝 賞金 ７２，４１８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。



３２０４７１１月１６日 晴 良 （２０京都５）第４日 第１１競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��２，２００�第３３回エリザベス女王杯（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

牝，３歳以上；負担重量は，３歳５４�４歳以上５６�
エリザベス女王杯・京都府知事賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９０，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，０００，０００円
付 加 賞 ３，９０６，０００円 １，１１６，０００円 ５５８，０００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

２：１０．２
２：１０．１
２：１１．２

稍重

良

良

８１６ リトルアマポーラ 牝３黒鹿５４ C．ルメール �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４＋ ４２：１２．１ １３．２�

（仏）

７１５ カワカミプリンセス 牝５鹿 ５６ 横山 典弘 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４９８－１０２：１２．３１� １．８�
７１３ ベッラレイア 牝４鹿 ５６ 秋山真一郎吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４６０－ ２２：１２．４� ７．２�
４７ マイネレーツェル 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４０８－ ８２：１２．８２� ５７．１�
１１ レインダンス 牝４栗 ５６ 武 幸四郎吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４８６＋１０ 〃 クビ ３４．９�
６１１ ムードインディゴ 牝３栗 ５４ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２－ ４２：１２．９� １６．３	

５９ アルコセニョーラ 牝４黒鹿５６ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３０－１０２：１３．０クビ ４８．２

１２ レッドアゲート 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３０± ０ 〃 クビ ７８．６�
６１２ アスクデピュティ 牝４栗 ５６ 岩田 康誠廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６２± ０２：１３．３１� ４６．９�
３６ 	 トレラピッド 牝３鹿 ５４ D．ブフ H．ラップ氏 H．パンタル 愛 Haras

Chevotel ４０４ ２：１３．４� ４８．６
（Tres Rapide（IRE）） （仏） （仏）

８１７ トウカイルナ 牝６青鹿５６ 四位 洋文内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４３４＋ ２ 〃 クビ ７４．３�
８１８ レ ジ ネ ッ タ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４３６－ ８２：１３．５クビ ２８．２�
４８ エフティマイア 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４４０－ ２２：１３．６� ２７．３�
２３ ビエンナーレ 牝５鹿 ５６ 三浦 皇成松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ４００－１２２：１３．８１� ３４．３�
５１０ ピサノジュバン 牝３黒鹿５４ 浜中 俊市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４４４± ０２：１４．４３� １５６．７�
２４ 	 フェアブリーズ 牝５黒鹿５６ A．ヘルフェンバイン マルガレーテ社 M．ホーファー 独 Frau

M.Wetzel ４２２ ２：１５．１４ ４６．８�
（Fair Breeze（GER）） （独） （独）

７１４ コスモプラチナ 牝５鹿 ５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４３２＋ ８２：１５．７３� ６０．３�
３５ ポルトフィーノ 牝３鹿 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２ （競走中止） ７．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４４３，２２２，１００円 複勝： ３９６，８０１，６００円 枠連： ６５９，５１２，３００円

普通馬連： ２，７２３，２９４，９００円 馬単： １，７１６，６３９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５４７，３５０，０００円

３連複： ３，０４８，３２１，８００円 ３連単： ７，３５６，０１０，８００円 計： １６，８９１，１５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（７－８） ５６０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� ３，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，０３０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，６６０円 ３ 連 単 ��� １２，６９０円

票 数

単勝票数 計４４３２２２１ 的中 � ２６６５９７（４番人気）
複勝票数 計３９６８０１６ 的中 � ２６６３３７（４番人気）� １６３９２４２（１番人気）� ５１５２１３（２番人気）
枠連票数 計６５９５１２３ 的中 （７－８） ８８２２３１（２番人気）
普通馬連票数 計２７２３２９４９ 的中 �� １９９２６３９（３番人気）
馬単票数 計１７１６６３９６ 的中 �� ３６８２４７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５４７３５００ 的中 �� ３１３５１５（３番人気）�� １１００４６（９番人気）�� ７８６５３４（１番人気）
３連複票数 計３０４８３２１８ 的中 ���１３５５３７３（２番人気）
３連単票数 計７３５６０１０８ 的中 ��� ４２７９９４（２１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．９―１２．１―１２．１―１２．４―１２．８―１２．４―１１．５―１２．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．２―３５．１―４７．２―５９．３―１：１１．７―１：２４．５―１：３６．９―１：４８．４―２：００．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リトルアマポーラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００７．１２．８ 阪神１着

２００５．１．２４生 牝３黒鹿 母 リトルハーモニー 母母 ルイジアナピット ８戦４勝 賞金 １６１，４３６，０００円
〔競走中止〕 ポルトフィーノ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 アメジストリング号
※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。



３２０４８１１月１６日 晴 良 （２０京都５）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�ドンカスターステークス

発走１６時２０分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，１９．１１．１０以降２０．１１．９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ドンカスター競馬場賞（１着）
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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

５８ エプソムアーロン 牡４鹿 ５７ 角田 晃一 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 ４９２－ ４１：４９．９ ４．２�

２２ フサイチピージェイ 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己吉田 千津氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：５０．０� ３．２�
７１２ メ ン デ ル 牡６鹿 ５６ 幸 英明太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 B４６６± ０１：５０．１� ２５．２�
４５ � 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 ５２６＋ ２１：５０．２� ４．６�
６９ ハ イ オ ン 牡４青鹿５６ 岩田 康誠田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８０＋１４ 〃 ハナ ５．８�
７１１ ヒシカツリーダー 牡４青 ５６ 小林 徹弥阿部雅一郎氏 小島 貞博 浦河 中村 雅明 ５２４－ ４１：５１．１５ ２４．３�
３４ アドマイヤミリオン 牡４鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ６１：５１．３１� ３１．１	
４６ ニシノドーン 牡４黒鹿５５ 藤田 伸二西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４４６＋ ６１：５１．４� １７．５

６１０ スターフォワード 牡５栗 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ８１：５１．５クビ ６７．８�
８１４ グランパティシエ 	７黒鹿５０ 酒井 学 �サンデーレーシング 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５０６＋１０１：５２．６７ ２３６．３
５７ ザ レ マ 牝４栗 ５６ C．ルメール 吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２６＋ ４ 〃 クビ １０．０�

（仏）

８１３ モンヴェール 牝５鹿 ５２ 和田 竜二吉田 勝己氏 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４９６－ ６１：５３．２３� １０９．４�
１１ ピサノフィリップ 牡７鹿 ５４ 佐藤 哲三市川 義美氏 田所 清広 静内 クドウファーム ４９０＋ ４１：５３．６２� ８１．９�
３３ シーサンダー 牡６鹿 ５３ 田島 裕和藤田 宗平氏 藤沢 則雄 浦河 野村 正 ５１２＋ ４１：５３．７� ２１０．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６９，８５４，４００円 複勝： ８４，８４１，８００円 枠連： ６８，８３３，０００円

普通馬連： ３００，７４１，３００円 馬単： １９０，９８０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７９，６０６，８００円

３連複： ３０７，４９５，１００円 ３連単： ７８２，１１８，８００円 計： １，８８４，４７１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ４６０円 枠 連（２－５） ４９０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １，１６０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ４，０２０円 ３ 連 単 ��� １５，９８０円

票 数

単勝票数 計 ６９８５４４ 的中 � １３３２３３（２番人気）
複勝票数 計 ８４８４１８ 的中 � １６６５２９（２番人気）� １８０６４２（１番人気）� ３４１２３（８番人気）
枠連票数 計 ６８８３３０ 的中 （２－５） １０３７６０（１番人気）
普通馬連票数 計３００７４１３ 的中 �� ３４５９１０（１番人気）
馬単票数 計１９０９８０３ 的中 �� １０６８９６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７９６０６８ 的中 �� ９２１５７（１番人気）�� １５３４８（１５番人気）�� １２４７９（１８番人気）
３連複票数 計３０７４９５１ 的中 ��� ５６５０８（１１番人気）
３連単票数 計７８２１１８８ 的中 ��� ３６１３４（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３６．５―４８．８―１：００．４―１：１２．６―１：２４．９―１：３７．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エプソムアーロン �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００６．１１．２６ 京都１５着

２００４．３．３０生 牡４鹿 母 エプソムカラー 母母 ハイボルテージ １３戦４勝 賞金 ８１，３３７，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔発走状況〕 ニシノドーン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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４日 １１月１６日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

３６９，９５０，０００円
１０，２１０，０００円
３０，０８０，０００円
６，７６０，０００円
４１，７１０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６４，２１０，０００円
５，２６８，０００円
１，７８７，７００円

勝馬投票券売得金
７５６，０８８，６００円
８２７，２２４，０００円
９２７，１８４，８００円
３，７７８，４６４，９００円
２，４９０，０７７，７００円
８５８，５５５，２００円
４，１９８，０４２，３００円
９，８５５，７９１，９００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 ２３，６９１，４２９，４００円

総入場人員 ５４，９２２名 （有料入場人員 ５２，２７７名）




