
２９０１３１０月１１日 晴 良 （２１京都４）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

３６ トシギャングスター 牡２芦 ５５ 浜中 俊田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ４１：１３．５ １２４．７�

２３ ヴェリタスローズ 牝２青 ５４ 渡辺 薫彦松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ４．４�
７１４ フリークヒロイン 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥吉永 清美氏 目野 哲也 えりも 上島牧場 ４６２＋ ６１：１３．７１� １７５．８�
４８ タムロガッツ 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 新冠 小田 健一 ４５２＋ ６１：１３．８� ２．９�
６１２ スペシャルイモン 牡２鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４７６± ０１：１４．１２ １０．６�
６１１ コウエイロブロイ 牡２黒鹿５５ 内田 博幸伊東 政清氏 山内 研二 浦河 三枝牧場 ４７８＋ ２１：１４．２� １５．３�
１２ ファンドリトレイン 牡２鹿 ５５ 幸 英明水戸 富雄氏 田中 章博 平取 雅 牧場 ４５２＋ ６１：１４．３� ６２．１�
８１６ マイネルレガーロ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 	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 ５００－ ２１：１４．４� ３．２

７１３ タイセイグリッター 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介田中 成奉氏 新川 恵 日高 ヤナガワ牧場 ５１６－ ２１：１４．５� １３４．５�
１１ ダテノスイミー 牡２栗 ５５ 和田 竜二関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４２０－１２１：１４．６クビ ６６．６�
２４ テイエムジパング 牡２芦 ５５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４６６＋ ６ 〃 クビ １１．４
４７ グランデワイルド 牡２栗 ５５ 酒井 学芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ４ 〃 ハナ ３８．６�
３５ ワキノレジーナ 牝２栗 ５４

５１ ▲国分 恭介脇山 良之氏 村山 明 新冠 清水 克則 ４５４＋ ２１：１４．７クビ ４０．３�
５９ アキノフェザー 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 中村 均 むかわ 市川牧場 ４５４－１０１：１５．４４ ４１６．０�
５１０ シ ゲ ル ネ ネ 牝２鹿 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 鶴留 明雄 新ひだか 田湯牧場 ４２８± ０１：１５．９３ １３５．９�
８１５ ノ ア ラ イ ン 牝２栗 ５４

５２ △田中 健杉元 四男氏 福島 信晴 伊達 宮井 孝典 ４８６＋ ８１：１７．８大差 ６４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４１８，２００円 複勝： ２６，８９８，５００円 枠連： １４，５０６，１００円

普通馬連： ５１，２１５，４００円 馬単： ３９，２１４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５２６，１００円

３連複： ７２，１９５，１００円 ３連単： １１４，８８９，３００円 計： ３５７，８６２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２，４７０円 複 勝 � ２，９３０円 � ２２０円 � ３，３００円 枠 連（２－３） ４，９７０円

普通馬連 �� ３３，７８０円 馬 単 �� １４９，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，０６０円 �� １０２，１２０円 �� ７，８００円

３ 連 複 ��� １，５２２，２９０円 ３ 連 単 ��� ８，４７８，８４０円

票 数

単勝票数 計 １６４１８２ 的中 � １０３８（１２番人気）
複勝票数 計 ２６８９８５ 的中 � ２０８１（１４番人気）� ４１９６０（３番人気）� １８４１（１５番人気）
枠連票数 計 １４５０６１ 的中 （２－３） ２１５５（１６番人気）
普通馬連票数 計 ５１２１５４ 的中 �� １１１９（４８番人気）
馬単票数 計 ３９２１４０ 的中 �� １９４（１３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５２６１ 的中 �� ５０２（５９番人気）�� ５４（１１８番人気）�� ７１４（４９番人気）
３連複票数 計 ７２１９５１ 的中 ��� ３５（４４２番人気）
３連単票数 計１１４８８９３ 的中 ��� １０（２４２９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．７―１２．２―１２．５―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．５―３５．２―４７．４―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．３
３ １４（１３，１６）－８（１，３，１２）７（２，１１）（５，９，１５）４－１０－６ ４ ・（１４，１３，１６）８，３，１－２（１２，７）（５，１１）９－４（１０，６）－１５

勝馬の
紹 介

トシギャングスター �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２７ 阪神１４着

２００７．２．２７生 牡２芦 母 ピサノバーキン 母母 ビ バ ム ー ル ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔制裁〕 スペシャルイモン号の騎手松山弘平は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
〔その他〕 スペシャルイモン号は，４コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。

マイネルレガーロ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノアライン号は，平成２１年１１月１１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アキノフライ号・ヒカリウイ号



２９０１４１０月１１日 晴 良 （２１京都４）第２日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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

１：２０．８
１：２０．３

良

良

５９ キタサンスズラン 牝２黒鹿５４ 安藤 勝己�大野商事 須貝 尚介 新ひだか カタオカステーブル ４７８± ０１：２２．３ ２．８�

５１０ エーシンリターンズ 牝２栗 ５４ 松岡 正海�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６２－ ２１：２２．４� ４．４�
７１４ トーホウシンバル 牝２青鹿５４ 四位 洋文東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４０－ ２ 〃 クビ ４．０�
３５ リズミカルステップ 牝２栗 ５４ 石橋 脩有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４４８± ０１：２２．６１ １０４．９�
１１ アグネスクルーガ 牝２栗 ５４

５１ ▲国分 恭介渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４２２－ ８１：２２．７� １４．６�
６１１ ニチドウルチル 牝２栗 ５４ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８２－ ２１：２２．９１� ３２．３	
２４ クラシックアート 牝２黒鹿５４ 福永 祐一迎 徹氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４８０＋ ８１：２３．０� ２２．８

６１２ ベルベットカフェ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊高山 和士氏 西浦 勝一 日高 豊郷牧場 ４３６－ ２１：２３．１クビ ３５．６�
８１６ スターリークルーズ 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦 �サンデーレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１６＋１２ 〃 クビ １４．１�
１２ バンブーヴィーナス 牝２栗 ５４ 和田 竜二�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４７２－ ２１：２３．３１� １６．２
２３ ジュエリーフラン 牝２黒鹿５４ 田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ １３０．６�
８１７ オーナーズアイ 牝２黒鹿５４ 金折 知則佐々木実子氏 福永 甲 浦河 オーナー牧場 ４２２± ０ 〃 クビ ７８７．９�
７１３ プリティカポレイ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎横瀬 兼二氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４７２＋ ２１：２３．４� ６４．０�
４７ ポリッシュアップ 牝２栗 ５４ 内田 博幸 �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 ４３４－１２１：２３．７２ ２０．７�
４８ ホクトスズラン 牝２栗 ５４ 藤田 伸二布施 光章氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－ ８１：２３．８� ２９．７�
３６ エンムスビヒメ 牝２鹿 ５４ 幸 英明西村新一郎氏 境 直行 新ひだか 坂本 春雄 ４２４－ ２１：２３．９クビ ２４２．７�
７１５ ヤマカツセイレーン 牝２栗 ５４ 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 浦河 久保 時夫 ４５２± ０１：２４．５３� ３２３．９�
８１８ リュウシンノア 牝２栗 ５４ 上村 洋行桑畑 �信氏 大竹 正博 日高 浜本牧場 ４２４－ ６１：２５．３５ ３７８．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，３９６，５００円 複勝： ３０，２１４，９００円 枠連： １８，７１６，７００円

普通馬連： ５０，２１９，９００円 馬単： ３５，５２８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３６７，３００円

３連複： ７２，２７５，６００円 ３連単： ９７，７７１，８００円 計： ３４６，４９１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（５－５） ８００円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３２０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� ４，１００円

票 数

単勝票数 計 １９３９６５ 的中 � ５４６８５（１番人気）
複勝票数 計 ３０２１４９ 的中 � ７５７１８（１番人気）� ５５４８５（２番人気）� ４９５８２（３番人気）
枠連票数 計 １８７１６７ 的中 （５－５） １７４４５（３番人気）
普通馬連票数 計 ５０２１９９ 的中 �� ５１９１７（１番人気）
馬単票数 計 ３５５２８３ 的中 �� １９１８７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３６７３ 的中 �� ２４０４２（１番人気）�� １７４６３（２番人気）�� １３９９６（３番人気）
３連複票数 計 ７２２７５６ 的中 ��� ５４５５０（１番人気）
３連単票数 計 ９７７７１８ 的中 ��� １７６０４（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．９―４７．２―５９．３―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンスズラン �
�
父 アルカセット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．８．１６ 札幌３着

２００７．２．３生 牝２黒鹿 母 キタサンヒボタン 母母 キタサンクイン ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 グルーヴィーコマチ号・コーリンブラッサム号・ランブリングローズ号



２９０１５１０月１１日 晴 良 （２１京都４）第２日 第３競走 ��
��２，０００�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

２：００．７
１：５９．９

良

良

７１０ エイシンフラッシュ 牡２黒鹿５５ 内田 博幸平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８８－ ８２：０２．２ ３．６�

１１ レッドスパークル 牡２栗 ５５ 秋山真一郎幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 ４６８± ０ 〃 クビ ９．５�
６８ ステージプレゼンス 牡２芦 ５５ 安藤 勝己臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８０－ ６２：０２．８３� ２．５�
５５ グランドチャペル 牡２黒鹿５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８± ０２：０２．９� ３．９�
４４ オースミカイエン 牡２黒鹿５５ 和田 竜二�オースミ 山内 研二 日高 天羽牧場 ５００－ ４２：０３．１１� ７５．３�
２２ タイガーバローズ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一猪熊 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 ４７８± ０ 〃 クビ ２１．９	
７９ シルクゴスホーク 牡２鹿 ５５ 松岡 正海有限会社シルク中村 均 日高 ヤナガワ牧場 ５００＋ ８ 〃 ハナ １１．８

３３ モ ー レ ツ 牡２栗 ５５

５２ ▲松山 弘平小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ４９６－ ４２：０３．２� １８１．６�
８１１ ハードダダンダン 牡２黒鹿５５ 幸 英明津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６２－ ４２：０３．３クビ ２７．６�
５６ カシノピストン 牡２芦 ５５ 太宰 啓介柏木 務氏 福永 甲 熊本 竹原 孝昭 ４４０＋ ８２：０３．６２ ６８．７
８１２ メイショウシャイン 牡２鹿 ５５ 石橋 守松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４５８＋ ４２：０４．０２� ２２２．８�
６７ セイピーシーズ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 ４６８＋ ４ 〃 ハナ ２７５．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，９４２，５００円 複勝： ３１，８９３，４００円 枠連： １３，３１２，３００円

普通馬連： ５１，６８４，８００円 馬単： ４５，０４３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，７７６，８００円

３連複： ６７，２５２，０００円 ３連単： １３３，４０４，３００円 計： ３９１，３０９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（１－７） １，３７０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� １７０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ９，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２３９４２５ 的中 � ５２７７０（２番人気）
複勝票数 計 ３１８９３４ 的中 � ５５１１８（３番人気）� ３９７４３（４番人気）� ９６５２４（１番人気）
枠連票数 計 １３３１２３ 的中 （１－７） ７２１４（５番人気）
普通馬連票数 計 ５１６８４８ 的中 �� ２３３７２（６番人気）
馬単票数 計 ４５０４３３ 的中 �� １２８４２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４７７６８ 的中 �� １１５８７（６番人気）�� ４７４３０（１番人気）�� １７７７４（３番人気）
３連複票数 計 ６７２５２０ 的中 ��� ４４５８２（３番人気）
３連単票数 計１３３４０４３ 的中 ��� ９９９９（２７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１２．７―１３．２―１２．８―１２．８―１２．４―１１．９―１１．８―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．０―３５．７―４８．９―１：０１．７―１：１４．５―１：２６．９―１：３８．８―１：５０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンフラッシュ �
�
父 King’s Best �

�
母父 Platini デビュー ２００９．７．１２ 阪神６着

２００７．３．２７生 牡２黒鹿 母 ムーンレディ 母母 Midnight Fever ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ステージプレゼンス号は，右前肢落鉄。発走時刻７分遅延。
〔制裁〕 エイシンフラッシュ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）



２９０１６１０月１１日 晴 良 （２１京都４）第２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）

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

２２ � アイアムルビー 牝２栗 ５４ 幸 英明堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４５８ ―１：２５．１ １７．１�

５６ フライトオブスワン 牝２栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：２５．６３ ２．４�
１１ � ルミエールヴェリテ 牝２芦 ５４ 内田 博幸加藤 誠氏 中竹 和也 米 Helen C.

Alexander ４７２ ―１：２５．９１� ３．１�
３３ ブルーライトニング 牡２栗 ５５

５４ ☆藤岡 康太 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４９０ ― 〃 クビ １４．３�
７９ アドマイヤマリン 牝２芦 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５０６ ―１：２６．１１� ５．１�
６８ サンマルボス 牡２鹿 ５５ 浜中 俊相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４７６ ―１：２６．４２ １９５．６�
８１２ ブ ル ロ ッ ク 牡２鹿 ５５ 石橋 脩後藤 繁樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４７６ ―１：２６．６� １７．２	
５５ クラサヴィカ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：２７．０２	 １５．７

４４ マルターズタイム 牡２鹿 ５５ 上村 洋行藤田 在子氏 吉田 直弘 日高 天羽 禮治 ４６２ ―１：２７．１クビ ２０．７�
６７ メイショウガンケン 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４７８ ―１：２７．３１	 ９６．７�
７１０ エーシンケンタウリ 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 城地 清満 ４７８ ―１：２８．０４ １４３．９�
８１１ マジックポーション 牡２栗 ５５ 太宰 啓介中西 功氏 新川 恵 日高 北陽ファーム ４９０ ―１：３０．１大差 ２５８．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，８４６，４００円 複勝： ２４，８１２，２００円 枠連： １２，３１９，９００円

普通馬連： ４５，９９３，１００円 馬単： ４１，３９８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，００５，７００円

３連複： ５７，０７９，５００円 ３連単： １１９，４７２，４００円 計： ３３９，９２７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７１０円 複 勝 � ２７０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（２－５） １，３７０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� ４，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ５６０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� １４，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２０８４６４ 的中 � ９６０８（６番人気）
複勝票数 計 ２４８１２２ 的中 � １４６３４（４番人気）� ８９８５７（１番人気）� ４６０１３（２番人気）
枠連票数 計 １２３１９９ 的中 （２－５） ６６８３（４番人気）
普通馬連票数 計 ４５９９３１ 的中 �� ２４１６９（４番人気）
馬単票数 計 ４１３９８５ 的中 �� ６５２９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８００５７ 的中 �� ７４０５（４番人気）�� ６７９４（６番人気）�� ３１７６２（１番人気）
３連複票数 計 ５７０７９５ 的中 ��� ３４８００（２番人気）
３連単票数 計１１９４７２４ 的中 ��� ６２３７（４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３６．０―４８．４―１：００．７―１：１２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３６．７
３ ２（６，７）（１，８）４（３，５）－（９，１２）１０＝１１ ４ ２，６，７（１，８）（３，４）－（１０，９）（５，１２）＝１１

勝馬の
紹 介

�アイアムルビー �
�
父 Saint Liam �

�
母父 Sir Cat 初出走

２００７．１．２０生 牝２栗 母 Cativa 母母 Sinister Victory １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５分に変更。



２９０１７１０月１１日 晴 良 （２１京都４）第２日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０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 ３５０，０００
３５０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

６１１ タガノパルムドール 牝２栗 ５４
５３ ☆藤岡 康太八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９０ ―１：３４．４ ５．５�

３５ ルクールダンジェ 牝２黒鹿５４ 内田 博幸�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４６６ ―１：３４．７１� ３．８�

１１ カスクドール 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �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 ４９２ ―１：３４．９１� ２２．７�

２３ ニシノメルモ 牝２青鹿５４ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４５２ ― 〃 クビ ９．２�
５９ マイトップイモン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ３８８ ―１：３５．１１� ８０．８�
６１２ ハッピースカッシュ 牝２栗 ５４ 池添 謙一馬場 幸夫氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４４２ ― 〃 同着 ５８．７�
４８ スマートプラン 牝２栗 ５４ 安藤 勝己大川 徹氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４４４ ― 〃 アタマ ３．７	
２４ ティファニーケイス 牝２鹿 ５４ 和田 竜二�辻牧場 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 ４６８ ― 〃 アタマ １３．３

８１８ オメガブルーベリー 牝２栗 ５４ 福永 祐一原 �子氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４５２ ―１：３６．３７ ６．３�
７１５ ダンツオーロラ 牝２栗 ５４ 幸 英明山元 哲二氏 山内 研二 日高 中原牧場 ４５０ ―１：３６．４� １７．７�
８１６ ヤマニンピトレスク 牝２黒鹿５４ 熊沢 重文土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４４２ ―１：３６．７１� １１６．１
７１３ ローザフィオーレ 牝２鹿 ５４ 川島 信二折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４８０ ―１：３７．２３ ６０．２�
７１４ イセノミライ 牝２青鹿５４ 小林 徹弥大橋 堯格氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４４４ ―１：３７．４１� ２４６．７�
４７ パ イ ザ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新冠 新冠橋本牧場 ４３８ ―１：３７．６１� １７０．２�
１２ モンテローザ 牝２鹿 ５４ 四位 洋文前迫 義幸氏 村山 明 安平 ノーザンファーム ４６０ ―１：３７．９１� ４２．０�
３６ キョウワクインビー 牝２黒鹿５４ 石橋 守�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４２６ ―１：３８．１１� ２３５．４�
８１７ シゲルキチョウ 牝２鹿 ５４ 酒井 学森中 蕃氏 須貝 尚介 新冠 長浜 秀昭 ４６８ ― 〃 アタマ ３５０．１�

（１７頭）
５１０ アンティフリーズ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介後藤 繁樹氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，４９９，８００円 複勝： ２６，４０９，２００円 枠連： １８，８５７，２００円

普通馬連： ５１，２１０，４００円 馬単： ３８，３６８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３４７，４００円

３連複： ６８，９６４，７００円 ３連単： １０６，８８４，９００円 計： ３５０，５４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � ５２０円 枠 連（３－６） ９３０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２，１３０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� １０，６６０円 ３ 連 単 ��� ４１，０００円

票 数

単勝票数 差引計 １９４９９８（返還計 ５５） 的中 � ２８２３１（３番人気）
複勝票数 差引計 ２６４０９２（返還計 ５４） 的中 � ３９７２８（３番人気）� ４８２３４（２番人気）� １０１４７（７番人気）
枠連票数 差引計 １８８５７２（返還計 ４ ） 的中 （３－６） １５１２６（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ５１２１０４（返還計 ２７６） 的中 �� ３８１２０（２番人気）
馬単票数 差引計 ３８３６８７（返還計 １３３） 的中 �� １３２２４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２０３４７４（返還計 ９２） 的中 �� １２３６０（２番人気）�� ２２４０（２４番人気）�� ２５４９（２２番人気）
３連複票数 差引計 ６８９６４７（返還計 ５３９） 的中 ��� ４７７８（３０番人気）
３連単票数 差引計１０６８８４９（返還計 ６２５） 的中 ��� １９２４（１２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３４．７―４６．８―５８．５―１：１０．５―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノパルムドール �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

２００７．４．４生 牝２栗 母 タガノピアース 母母 タガノスリッパー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 アンティフリーズ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。



２９０１８１０月１１日 晴 良 （２１京都４）第２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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２２ ツルマルエース 牡３黒鹿５５ 酒井 学鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 駿河牧場 ４８４－ ４１：５２．９ ７．７�

８１３ シ ャ ア 牡３栗 ５５ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４４６＋１０１：５３．０� ５２．５�
６１０ テイエムカイザー 牡４栗 ５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 須崎牧場 ４９６＋ ４１：５３．２１� ３７．２�
５８ � テーオーマグナム 牡４鹿 ５７ 浜中 俊小笹 公也氏 笹田 和秀 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：５３．３� ９．０�
５７ ナムラブレット 牡３鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４５０＋ ２１：５３．９３� ４．７�
７１１ レ ッ ド ア イ 	３栗 ５５ 角田 晃一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：５４．６４ ３．２�
６９ エプソムスタウト 牡５鹿 ５７ 内田 博幸 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４９２＋１４１：５４．７� ８．８	
３４ クリノサンデーママ 牝３栗 ５３ 高橋 亮栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 ４２２－ ４１：５４．８� １０．４

４５ テンシノライアン 牡５鹿 ５７ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 富菜牧場 ４８６± ０１：５５．０１� ５７．５�
８１４ ケイアイコンジン 牡３鹿 ５５ 長谷川浩大 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 新冠 川島牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ３４．４�
７１２� デュークワンダー 牡３栗 ５５ 田中 博康伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ

ワ牧場 ５０６± ０１：５５．６３� ７３．３
４６ � シシャモフレンド 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４８６＋ ８ 〃 ハナ ６１．２�
３３ カシノダンク 牡５鹿 ５７ 高野 容輔柏木 務氏 福永 甲 三石 畑端牧場 ５０６＋１０１：５６．２３� ９０．１�
１１ マーブルアロー 牡３栗 ５５

５４ ☆藤岡 康太下村 直氏 田所 清広 新ひだか 藤川フアーム ４８０＋ ４ （競走中止） ６．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，０７２，２００円 複勝： ２７，１１６，３００円 枠連： １７，４５８，５００円

普通馬連： ５７，３５８，０００円 馬単： ３８，１９５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１３５，６００円

３連複： ７７，６３８，６００円 ３連単： １２１，５６６，７００円 計： ３７８，５４１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ３３０円 � １，０８０円 � １，３００円 枠 連（２－８） ６，６００円

普通馬連 �� １７，７６０円 馬 単 �� ２６，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，２８０円 �� ４，２７０円 �� １５，４６０円

３ 連 複 ��� １７８，５００円 ３ 連 単 ��� ５７１，４５０円

票 数

単勝票数 計 １８０７２２ 的中 � １８６０５（４番人気）
複勝票数 計 ２７１１６３ 的中 � ２４５６４（６番人気）� ６２１２（９番人気）� ５１０２（１０番人気）
枠連票数 計 １７４５８５ 的中 （２－８） １９５３（２４番人気）
普通馬連票数 計 ５７３５８０ 的中 �� ２３８４（４３番人気）
馬単票数 計 ３８１９５６ 的中 �� １０７１（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１３５６ 的中 �� ９８８（４８番人気）�� １２２７（４３番人気）�� ３３４（７６番人気）
３連複票数 計 ７７６３８６ 的中 ��� ３２１（２２９番人気）
３連単票数 計１２１５６６７ 的中 ��� １５７（１０２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３７．０―４９．９―１：０２．５―１：１５．１―１：２７．４―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ツルマルエース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１．２５ 京都３着

２００６．４．１４生 牡３黒鹿 母 ユーワジュリエット 母母 スルガエクシード ９戦２勝 賞金 １５，９５０，０００円
〔競走中止〕 マーブルアロー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



２９０１９１０月１１日 晴 良 （２１京都４）第２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）

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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５９ � タ コ 牡３黒鹿５５ 太宰 啓介小田切有一氏 佐々木晶三 静内 タイヘイ牧場 ５０４＋ ９１：２４．３ ２４．８�

２３ ライフストリーム 牡５栗 ５７
５４ ▲国分 恭介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４９２＋ ４１：２４．８３ １３．６�

２４ ザ ド ラ イ ブ 牡３栗 ５５ 松岡 正海 �千葉パブリックゴ
ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４７２－ ４１：２４．９� ４．１�

１２ トップフリーダム 牡３鹿 ５５ 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ４６０＋ ６１：２５．０� ２０．０�
７１４ マ サ ヤ マ ト 牡４栗 ５７ 武 幸四郎丸井 正貴氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５３２＋ ６１：２５．２１� ６．４�
３６ � エアデヴォン 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 静内 藤原牧場 ４９８－ ６ 〃 クビ ５．０	
４７ アベニールシチー 牡３鹿 ５５ 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 清水 出美 三石 幌村牧場 ４５２± ０１：２５．３クビ ３４．２

５１０� ジャングルゼット 牡４鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 門別 日高大洋牧場 ５１４－ ８１：２５．４� １３７．２�
７１３ サイキックダイブ 牡５青鹿５７ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２＋ ６１：２５．５� １５．１�
８１６� マーチインパクト 牡４鹿 ５７ 橋本 美純名古屋友豊� 作田 誠二 門別 白井牧場 ４８４－１４１：２５．６� １１８．９
３５ ファイナルパンチ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４６４＋ ２１：２５．７� １７４．８�
６１１ ロードバリオス 牡４青 ５７ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４５０＋１２１：２５．８� ３．４�
８１５ サクラアビリティー 牡３芦 ５５

５４ ☆藤岡 康太�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 谷岡牧場 ４５４＋ ２１：２６．０１� １８．３�
４８ マーブルデイビー 牡３栗 ５５ 熊沢 重文下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４７８＋ ８１：２６．２１� ６６．１�
６１２� レーザーウイング 牡５黒鹿５７ 高野 容輔服部 新平氏 吉岡 八郎 静内 グランド牧場 ４５０－１２１：２７．０５ １２５．５�
１１ � ダンツエスエスティ 牡４黒鹿５７ 浜中 俊山元 哲二氏 本田 優 早来 ノーザンファーム ４５６－ ８１：２８．９大差 ２７７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６９０，１００円 複勝： ３３，７９３，１００円 枠連： ２０，４３１，８００円

普通馬連： ７１，０１０，３００円 馬単： ４６，７７１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７３１，０００円

３連複： ８８，１０７，５００円 ３連単： １４０，７２８，１００円 計： ４５０，２６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４８０円 複 勝 � ５８０円 � ３２０円 � １６０円 枠 連（２－５） ２，９１０円

普通馬連 �� １２，２２０円 馬 単 �� ２７，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０００円 �� １，４００円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １５，６３０円 ３ 連 単 ��� １４９，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２２６９０１ 的中 � ７２２４（９番人気）
複勝票数 計 ３３７９３１ 的中 � １２３４１（９番人気）� ２５４４７（６番人気）� ７２１８１（１番人気）
枠連票数 計 ２０４３１８ 的中 （２－５） ５１９８（１１番人気）
普通馬連票数 計 ７１０１０３ 的中 �� ４２９１（３７番人気）
馬単票数 計 ４６７７１６ 的中 �� １２７６（７６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７３１０ 的中 �� ２１１８（３５番人気）�� ４６９２（１７番人気）�� ９０４５（７番人気）
３連複票数 計 ８８１０７５ 的中 ��� ４１６２（５３番人気）
３連単票数 計１４０７２８１ 的中 ��� ６９６（４３９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．９―１２．１―１２．２―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．７―３４．６―４６．７―５８．９―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タ コ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ラストタイクーン

２００６．２．２２生 牡３黒鹿 母 ミホダイリン 母母 テ ス ラ ４戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
地方デビュー ２００９．３．１９ 園田 ［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ライフストリーム号の騎手国分恭介は，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。（１１番・１３番へ
の進路影響）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シークエスト号・ディアアゲイン号
（非抽選馬） １頭 アンクルトップ号



２９０２０１０月１１日 晴 良 （２１京都４）第２日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１７ キングストリート 牡３鹿 ５５ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４７６－ ６１：４５．９ ９．５�

８１８� ウォークラウン 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen
Associates ５０４＋ ２１：４６．３２� ９．６�

２３ ソラヲカケル 牡３鹿 ５５
５３ △荻野 琢真�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４９２＋ ２ 〃 ハナ ２２．５�

１１ カネトシスラーヴァ 牝３鹿 ５３ 石橋 脩兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４３８＋ ２１：４６．４クビ １３．５�
３５ ハッピーパレード 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲松山 弘平馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３４－ ２１：４６．５	 １５．４�
１２ チュウワプリンス 牡３黒鹿５５ 池添 謙一中西 忍氏 大久保龍志 静内（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ２ 〃 ハナ ３．９�
５１０ ガ ン ダ ー ラ 牡３栗 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６２＋ ２１：４６．６クビ １０．５	
７１３ ブルーモーリシャス 牡３青鹿５５ 上村 洋行 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５０－ ６ 〃 ハナ ６．６

３６ トムウィンズ 牡４芦 ５７ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４７６± ０ 〃 クビ ２０．４�
７１４ ダノンファントム 牡３黒鹿５５ 内田 博幸�ダノックス 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５０４＋１６１：４６．７クビ ７．１
６１２ ピサノルビー 牝３黒鹿５３ 福永 祐一市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４７２± ０１：４６．９１
 ３７．２�
５９ ピサノロンシャン 牡４鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太市川 義美氏 安達 昭夫 静内 田中 裕之 ４９４＋２０１：４７．０	 ９７．７�
６１１ ラ ル ー チ ェ 牝３芦 ５３ 浜中 俊植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４８２－ ４ 〃 アタマ １９．５�
７１５ ジャコスキー 牡３鹿 ５５ 幸 英明晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 ５０６＋ ２１：４７．５３ １９．６�
８１６ メイショウベーネ 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４６０－ ６ 〃 クビ １４０．２�
２４ ゼンノベリル 牡５青鹿５７ 長谷川浩大大迫久美子氏 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４３４＋１０１：４７．６クビ ３１８．９�
４７ キングスデライト 牡５栗 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ５１２－ ８１：４７．７	 ５７．８�
４８ グランジョイ 牝４鹿 ５５

５３ △田中 健林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４７８＋１０ 〃 ハナ １５７．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，４５５，１００円 複勝： ４２，６６３，８００円 枠連： ３５，３８４，３００円

普通馬連： ９０，２４６，４００円 馬単： ５３，１２５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，２８９，８００円

３連複： １２１，０９７，６００円 ３連単： １９０，２６３，４００円 計： ５９１，５２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３５０円 � ３４０円 � ６８０円 枠 連（８－８） ２，６３０円

普通馬連 �� ３，６４０円 馬 単 �� ６，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� ３，３７０円 �� ２，５００円

３ 連 複 ��� ２０，９４０円 ３ 連 単 ��� １１８，３００円

票 数

単勝票数 計 ２５４５５１ 的中 � ２１２８２（４番人気）
複勝票数 計 ４２６６３８ 的中 � ３３２６３（５番人気）� ３５５５１（４番人気）� １５１５４（１２番人気）
枠連票数 計 ３５３８４３ 的中 （８－８） ９９４８（１６番人気）
普通馬連票数 計 ９０２４６４ 的中 �� １８３３０（１２番人気）
馬単票数 計 ５３１２５１ 的中 �� ５７８９（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３２８９８ 的中 �� ５９４６（１１番人気）�� ２４０４（５７番人気）�� ３２６２（３９番人気）
３連複票数 計１２１０９７６ 的中 ��� ４２６９（７８番人気）
３連単票数 計１９０２６３４ 的中 ��� １１８７（４０９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．２―１２．０―１２．４―１２．１―１１．７―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．３―３４．５―４６．５―５８．９―１：１１．０―１：２２．７―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ ７（１５，１７）（２，３，８，１０）（１，６，１８，１６）９（５，１１，１３）１２，１４，４ ４ ・（７，１５，１７）（２，３，８，１０）（１，６，１８，１６）（９，１３）（５，１１，１２）－（４，１４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キングストリート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Red Ransom デビュー ２００８．１２．２０ 阪神２着

２００６．４．６生 牡３鹿 母 ドーンランサム 母母 Eastern Dawn ５戦２勝 賞金 １５，９４０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 シングルショット号・ハヤテヤブサメオー号・フサイチダイチャン号



２９０２１１０月１１日 晴 良 （２１京都４）第２日 第９競走 ��
��１，４００�

く た

久 多 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．１０．１１以降２１．１０．４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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

７１４ ダノンプログラマー 牡３青鹿５５ 熊沢 重文�ダノックス 角居 勝彦 追分 追分ファーム ４４６＋ ２１：２０．２ １．７�

８１７ フリーダムエアー 牡５栗 ５５ 四位 洋文深見 富朗氏 昆 貢 門別 白瀬 明 ５０８± ０ 〃 クビ ８．２�
６１１ ナリタシリカ 牝３黒鹿５２ 川島 信二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４４２＋ ２１：２０．３クビ １１．０�
８１８ ス ワ ン 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４６２－１０１：２０．５１� １５．６�
１２ クレバーデューク 牡５鹿 ５４ 和田 竜二田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６８＋ ４１：２０．６� ４４．７	
３５ エーシンビーエル 牡５鹿 ５５ 浜中 俊�栄進堂 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５３０＋ ２１：２０．７� ２６．３

３６ クリノゴールド 牡６栗 ５０ 生野 賢一栗本 守氏 田所 秀孝 平取 広川牧場 ４６２＋ ６１：２０．８� ２２３．８�
６１２ カシノマイケル 牡６青鹿５４ 藤岡 康太柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６４＋ ８ 〃 アタマ ３１８．５�
８１６	 メ ス ナ ー 牡４芦 ５７ 松岡 正海岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４５２－ ６ 〃 アタマ １４．６
７１３ ハイフィールド 牝３鹿 ５１ 酒井 学服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４１６－ ２ 〃 アタマ ４１．３�
７１５ ラフレッシュブルー 牝４栗 ５２ 池添 謙一 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４５０＋１０１：２１．０１� １４７．５�
４７ ア ロ ド 牡５栗 ５３ 松山 弘平�アカデミー 加用 正 浦河 日優牧場 ５０６－ ４１：２１．１� ９６．０�
２３ オリエンタルロック 牡４黒鹿５５ 古川 吉洋棚網るみ子氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 B４９４± ０ 〃 クビ １１７．６�
２４ ゼンノモナルカ 牡５黒鹿５４ 小林 徹弥大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 B４８６＋１４ 〃 アタマ １５８．６�
５１０ ノボリデューク 牡４青 ５６ 角田 晃一原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４７２＋ ４１：２１．３１� １７．７�
４８ ピサノガブリエル 
４黒鹿５３ 福永 祐一市川 義美氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：２１．７２� ２３．９�
５９ タケイチゼット 牝５栗 ５２ 幸 英明竹中 健一氏 福島 信晴 浦河 大西牧場 ４８６＋ ８１：２１．８クビ ４３．７�
１１ ネヴァシャトル 牡５栗 ５４ 石橋 脩�ティーエイチ 野中 賢二 静内 藤原牧場 ４９２± ０１：２２．２２� １８．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３５，７２４，０００円 複勝： ５８，０１２，３００円 枠連： ４０，０１９，３００円

普通馬連： １３２，３８３，０００円 馬単： ９４，１２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，３５６，８００円

３連複： １５９，５９５，９００円 ３連単： ３３１，６３６，９００円 計： ８９６，８５１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ２２０円 枠 連（７－８） ２５０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ３６０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 ��� ４，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３５７２４０ 的中 � １７４６８７（１番人気）
複勝票数 計 ５８０１２３ 的中 � ２６４１１５（１番人気）� ５６９２９（２番人気）� ４３２７７（３番人気）
枠連票数 計 ４００１９３ 的中 （７－８） １２１０２７（１番人気）
普通馬連票数 計１３２３８３０ 的中 �� １３９４３８（１番人気）
馬単票数 計 ９４１２２８ 的中 �� ７４７９３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５３５６８ 的中 �� ４０４６１（１番人気）�� ３２１９５（２番人気）�� ８７８４（１２番人気）
３連複票数 計１５９５９５９ 的中 ��� ６７８５２（１番人気）
３連単票数 計３３１６３６９ 的中 ��� ５３５５６（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１０．９―１１．３―１１．２―１２．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．６―３３．５―４４．８―５６．０―１：０８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．４
３ １，１０－（９，１１）２，１８（６，８，１６）（３，５，７，１４）１７，１２（４，１５）１３ ４ ・（１，１０）－（９，１１）２（６，１８）（８，１６）（３，５，１４）１７，７（４，１２）（１３，１５）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンプログラマー �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．２ 京都４着

２００６．２．４生 牡３青鹿 母 クリックヒア 母母 ニュースヴァリュー ９戦３勝 賞金 ３４，４７７，０００円



２９０２２１０月１１日 晴 良 （２１京都４）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�

ふじのもり

藤森ステークス
発走１５時００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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３５ � アドマイヤゴルゴ 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４９０± ０１：２３．１ １４．１�

２４ シーポラリス 牡３栗 ５５ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４６４＋ ４ 〃 クビ ４．４�
３６ スーサンライダー 牡５栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８６＋ ８１：２３．２� ４．２�
１１ � ハイエモーション 牡４栗 ５７ 川島 信二前田 幸治氏 萩原 清 米 Sabrina

Plumley ４７４－ ４１：２３．７３ ６．７�
５９ ラインプレアー 牡４芦 ５７ 角田 晃一大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５２６－１２１：２３．８� ７．５�
８１６ インプルーヴ 牡４黒鹿５７ 上村 洋行武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 ５４０＋ ４ 〃 アタマ １１．９�
７１４ ノーリプライ 	５芦 ５７ 藤田 伸二�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：２４．０１
 ６．８�
４７ ハードランナー 牡５鹿 ５７ 内田 博幸芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４９０± ０１：２４．１� ２７．０	
７１３ ウインサウザー 	７黒鹿５７ 松山 弘平
ウイン 山内 研二 えりも 上島牧場 B４７６＋ ４ 〃 クビ ２５６．９�
１２ ツルマルビビッド 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４８４＋ ４１：２４．２クビ １１６．５�
６１２ テンザンコノハナ 牝５鹿 ５５ 小林 徹弥平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４９８＋ ２ 〃 クビ ９２．５
５１０� サンワードラン 牡７鹿 ５７ 熊沢 重文佐藤 幸彦氏 武藤 善則 米 Silverleaf

Farms, Inc. B５０６± ０１：２４．４１
 １１８．６�
８１５ リンリンリン 牡５鹿 ５７ 芹沢 純一榮 義則氏 森 秀行 門別 三城牧場 B４８２＋１２１：２４．８２� ４８．９�
４８ タマモグレアー 	５鹿 ５７ 石橋 脩タマモ
 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５１６＋ ６ 〃 ハナ ３１．４�
２３ � スリーセブンスピン 牡６鹿 ５７ 福永 祐一菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Overbrook

Farm B４８６－ ４１：２５．２２� １２．３�
６１１ スマートギルド 牡７鹿 ５７ 石橋 守大川 徹氏 高木 登 静内 井高牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ １８６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，０７８，３００円 複勝： ５７，７３０，６００円 枠連： ３９，４２８，０００円

普通馬連： １７６，６１２，９００円 馬単： １０２，９８９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，１２２，２００円

３連複： ２１９，２１４，０００円 ３連単： ４０１，８６８，１００円 計： １，０８６，０４３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ３４０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（２－３） ５００円

普通馬連 �� ２，９５０円 馬 単 �� ６，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� ９６０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ２，９４０円 ３ 連 単 ��� ２５，２００円

票 数

単勝票数 計 ３５０７８３ 的中 � １９６７７（８番人気）
複勝票数 計 ５７７３０６ 的中 � ３３８８５（８番人気）� １００４３７（２番人気）� １１５５６７（１番人気）
枠連票数 計 ３９４２８０ 的中 （２－３） ５８２２３（１番人気）
普通馬連票数 計１７６６１２９ 的中 �� ４４２２７（１４番人気）
馬単票数 計１０２９８９１ 的中 �� １１１９９（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３１２２２ 的中 �� １２３７２（１２番人気）�� １２７１９（１１番人気）�� ４８５２７（１番人気）
３連複票数 計２１９２１４０ 的中 ��� ５５０６２（４番人気）
３連単票数 計４０１８６８１ 的中 ��� １１７６９（６１番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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５鹿 母 Cinnamon Rose 母母 Sweet Simone ２５戦５勝 賞金 ７９，４０４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１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２４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２４頭 アクセルファイヤー号・アンダーカウンター号・ウォーターマーク号・オールタイムベスト号・クリノビリオネア号・

ケアレスウィスパー号・コロナグラフ号・コンティネント号・サニーアンジェリカ号・ジェイケイボストン号・
シルクビッグタイム号・スターフォワード号・セレスケイ号・ダノンカモン号・デイトユアドリーム号・
トーセンセイント号・ニードルポイント号・ブライアンズエッセ号・ブラックシャドウ号・メイショウアツヒメ号・
ランダムシード号・リオサンバシチー号・リリーハーバー号・ロリンザーユーザー号



２９０２３１０月１１日 晴 良 （２１京都４）第２日 第１１競走
第４４回農林水産省賞典

��
��２，４００�京 都 大 賞 典（ＧⅡ）

発走１５時３５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５４�４歳以上５７�，牝馬
２�減，２０．１０．１１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，２０．１０．１０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）

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ６５，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ６，５００，０００円
付 加 賞 １，０３６，０００円 ２９６，０００円 １４８，０００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

２：２２．６
２：２２．１

良

良

２２ オウケンブルースリ 牡４栗 ５９ 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ６２：２４．３ ４．９�

３３ スマートギア 牡４栗 ５７ 福永 祐一大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６０＋ ４２：２４．４� ６．６�
１１ トーセンキャプテン 牡５鹿 ５７ 四位 洋文島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２２：２４．７１� ２１．４�
５８ ジャガーメイル 牡５鹿 ５７ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ ２．８�
５７ モンテクリスエス 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５６＋ ６２：２４．９１� １７．６�
６９ ハギノジョイフル 	５鹿 ５７ 幸 英明安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６６± ０２：２５．０クビ １０７．１�
６１０ マイネルキッツ 牡６栗 ５９ 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４８８＋ ６２：２５．１
 ９．５

８１４ トーホウアラン 牡６栗 ５８ 鮫島 良太東豊物産	 藤原 英昭 三石 前川 正美 ５０４± ０ 〃 アタマ ４．７�
４５ クィーンスプマンテ 牝５栗 ５５ 田中 博康 	グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５４± ０２：２５．３１
 ５１．７�
７１１ メイショウクオリア 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４７２＋１２ 〃 ハナ ４９．８
８１３ アルコセニョーラ 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３２＋１２２：２５．４
 ３１．０�
３４ コスモプラチナ 牝６鹿 ５５ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４４０± ０２：２５．５
 ７１．２�
４６ キングトップガン 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４９８－ ４２：２５．７１� ２０１．２�
７１２ テイエムプリキュア 牝６黒鹿５６ 荻野 琢真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ５０４± ０２：２７．５大差 ４３．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２４，０９３，１００円 複勝： １５８，４３１，３００円 枠連： １０８，４７６，７００円

普通馬連： ７３２，５７４，１００円 馬単： ４４７，７６３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７８，４４１，３００円

３連複： ８５５，１５４，６００円 ３連単： ２，１０３，７６５，４００円 計： ４，７０８，６９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２２０円 � ２２０円 � ５３０円 枠 連（２－３） １，５６０円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，８５０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ８，７８０円 ３ 連 単 ��� ４３，６７０円

票 数

単勝票数 計１２４０９３１ 的中 � ２０２５２９（３番人気）
複勝票数 計１５８４３１３ 的中 � ２０８４９７（４番人気）� ２１１８６１（３番人気）� ６６３０９（７番人気）
枠連票数 計１０８４７６７ 的中 （２－３） ５１４６４（７番人気）
普通馬連票数 計７３２５７４１ 的中 �� ２９９２４６（７番人気）
馬単票数 計４４７７６３０ 的中 �� １０４１２３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７８４４１３ 的中 �� ６６３０６（７番人気）�� ２３１４６（２０番人気）�� ２４３９２（１８番人気）
３連複票数 計８５５１５４６ 的中 ��� ７１９２０（２８番人気）
３連単票数 計２１０３７６５４ 的中 ��� ３５５５８（１２８番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．０―１２．２―１２．３―１２．１―１２．１―１２．０―１１．９―１２．３―１２．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２３．６―３４．６―４６．８―５９．１―１：１１．２―１：２３．３―１：３５．３―１：４７．２―１：５９．５―２：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３７．１
１
３
１２＝５－４－（１１，１４）－１（６，７）－８（９，２）１０，１３，３
１２－５＝４，１１，１４（６，１）（９，１０，７，８）（１３，２）－３

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

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４栗 母 シルバージョイ 母母 Joy of Myrtlewood １０戦５勝 賞金 ２９２，７８９，０００円



２９０２４１０月１１日 晴 良 （２１京都４）第２日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１２ トーホウオルビス 牡４栗 ５７ 浜中 俊東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５０２－ ６１：５１．４ １０．２�

８１５ ピイラニハイウェイ 牡４黒鹿５７ 和田 竜二金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６２－１２ 〃 アタマ １４．３�

５１０ ナリタカービン 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己�オースミ 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４９６＋１６１：５１．５� ５．９�
３６ スマートタイタン 牡３栗 ５５ 内田 博幸大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ２１：５１．６� ７．５�
４８ ウインプレミアム 牡５芦 ５７ 福永 祐一�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４８６± ０１：５１．８１� ５２．７�
１２ ミ リ ア ム 牝３芦 ５３ 松岡 正海 �社台レースホース池江 泰寿 追分 追分ファーム ４４４－ ６１：５２．４３� ３１．８	
７１３ ケージームサシ 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 ４８６＋ ４１：５２．５クビ １３７．１

２３ バアゼルリバー 牡３鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２＋ ６１：５２．６� １７．６�

３５ タマモクリエイト 牡４鹿 ５７ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１８＋ ４ 〃 アタマ １９．８�
７１４ ナックルパート 牡５鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８８－１６１：５２．７� １８１．７
６１１ ラヴィンライフ 牡３鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４＋ ４ 〃 ハナ ２．３�

２４ スマイルミッキー 牡３鹿 ５５ 秋山真一郎広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６２－ ５１：５２．８� １７０．６�
４７ メイショウオニカゲ 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 安田 隆行 門別 下河辺牧場 ４５４－ ４１：５３．０１ ３７．２�
８１６ タガノアッシュ 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８０＋１０１：５３．１� ３４．６�
５９ 	 プラチナメーン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ４８６＋ ４ 〃 アタマ ８．４�
１１ ゼットコマンダー 牡６黒鹿５７ 岩崎 祐己�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４６８＋１０１：５３．９５ ３２４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，８２７，６００円 複勝： ７７，５２８，４００円 枠連： ５７，６１８，４００円

普通馬連： １９１，４１８，４００円 馬単： １１９，０８９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，４９８，３００円

３連複： ２３３，３５３，９００円 ３連単： ４８９，６３７，５００円 計： １，２８１，９７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ２７０円 � ３６０円 � ２１０円 枠 連（６－８） １，０６０円

普通馬連 �� ４，８００円 馬 単 �� ９，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� １，０１０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ８，２１０円 ３ 連 単 ��� ６４，１２０円

票 数

単勝票数 計 ５１８２７６ 的中 � ４０１３１（５番人気）
複勝票数 計 ７７５２８４ 的中 � ７５４２５（５番人気）� ５１４５６（６番人気）� １０８４９７（２番人気）
枠連票数 計 ５７６１８４ 的中 （６－８） ４０１７７（５番人気）
普通馬連票数 計１９１４１８４ 的中 �� ２９４８２（１５番人気）
馬単票数 計１１９０８９４ 的中 �� ９３４５（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１４９８３ 的中 �� １０２０３（１５番人気）�� １５３５３（１０番人気）�� １０８０１（１４番人気）
３連複票数 計２３３３５３９ 的中 ��� ２０９９９（２４番人気）
３連単票数 計４８９６３７５ 的中 ��� ５６３６（１９８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１３．１―１３．１―１３．０―１２．３―１１．７―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３７．０―５０．１―１：０３．１―１：１５．４―１：２７．１―１：３８．９

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

トーホウオルビス �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 Gone West デビュー ２００７．１２．８ 阪神３着

２００５．３．４生 牡４栗 母 トーホウパール 母母 Nervous Baba １６戦４勝 賞金 ５７，６１１，０００円
※ゼットコマンダー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２１京都４）第２日 １０月１１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 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

３０３，０８０，０００円
７，６００，０００円
２，６００，０００円
３１，９４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，５９３，０００円
５，１００，０００円
１，８５１，３００円

勝馬投票券売得金
４１３，０４３，８００円
５９５，５０４，０００円
３９６，５２９，２００円
１，７０１，９２６，７００円
１，１０１，６０９，４００円
５２７，５９８，３００円
２，０９１，９２９，０００円
４，３５１，８８８，８００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 １１，１８０，０２９，２００円

総入場人員 ４８，５６６名 （有料入場人員 ）




