
２９０６１１０月２５日 晴 良 （２１京都４）第６日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時０５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：１１．６
１：１０．９

良

不良

５１０ フライトオブスワン 牝２栗 ５４ 武 豊 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：１２．２ １．２�

５９ 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± ０１：１３．３７ １０．０�

８１５ コウエイロブロイ 牡２黒鹿５５ 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 浦河 三枝牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ７１．７�
７１３ 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 ４８４＋ ８ 〃 ハナ １８．７�
２３ オフェンシヴライン 牡２栗 ５５ 川田 将雅広尾レース� 松永 幹夫 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４３０± ０１：１３．８３ ４７．９�
３６ フリークムーン 牡２栗 ５５ 小林 徹弥吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 新冠橋本牧場 ４４８－ ４１：１３．９� １９９．３	
４８ � ピヴォワーヌ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. ４５８＋ ４ 〃 クビ ２３．１


４７ タガノムーンダスト 牡２黒鹿５５ 赤木高太郎八木 良司氏 吉田 直弘 浦河 バンブー牧場 ５０６± ０１：１４．０� １４８．７�
２４ ヤマイチハジメ 牡２黒鹿５５ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 川上牧場 ４９４＋ ４ 〃 アタマ ５７．８�
３５ パワークラウン 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉�まの 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８６＋ ２１：１４．４２� １８３．９
７１４ スプリングヴォイス 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４５６＋ ４１：１４．５クビ ２７９．８�
１２ セレスペドロイア 牡２栗 ５５ 吉田 隼人岡 浩二氏 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 ４５６－ ８１：１４．７１� ３７．２�
６１２� エルトベーレ 牝２栗 ５４ 四位 洋文�村田牧場 昆 貢 米

James M. Her-
bener, Jr. & Pe-
ter Van Andel

４７４－ ２１：１４．９１ １２．９�
８１６ ハマノツーステップ 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４５２＋ ８１：１６．０７ ４４５．３�
１１ エンカレッジング 牝２栗 ５４ 浜中 俊ロイヤルパーク 白井 寿昭 新冠 八木 常郎 ４８２－ ４１：１６．４２� ５８．５�
６１１ ツルミヒカリ 牡２鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介�鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 ４５０＋１２ 〃 クビ ２５４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０７３，２００円 複勝： ７４，１３４，９００円 枠連： １２，６８９，８００円

普通馬連： ４５，２２９，４００円 馬単： ４６，０９６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７３８，２００円

３連複： ６２，４２３，６００円 ３連単： １２６，２５５，２００円 計： ４１１，６４０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � １８０円 � ４８０円 枠 連（５－５） ４９０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ７００円 �� ２，２７０円

３ 連 複 ��� ３，２９０円 ３ 連 単 ��� ６，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２４０７３２ 的中 � １６５１７０（１番人気）
複勝票数 計 ７４１３４９ 的中 � ５７１８１４（１番人気）� ４１３１９（２番人気）� １０２０５（６番人気）
枠連票数 計 １２６８９８ 的中 （５－５） １９４０４（２番人気）
普通馬連票数 計 ４５２２９４ 的中 �� ７２０８９（２番人気）
馬単票数 計 ４６０９６６ 的中 �� ５８８６４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７３８２ 的中 �� ２５８１１（２番人気）�� ６８０１（７番人気）�� １９３８（２３番人気）
３連複票数 計 ６２４２３６ 的中 ��� １４０２４（１０番人気）
３連単票数 計１２６２５５２ 的中 ��� １３８８６（１６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．４―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．３―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フライトオブスワン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Afleet デビュー ２００９．１０．１１ 京都２着

２００７．３．１１生 牝２栗 母 フライトオブエンジェルス 母母 Intently ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔その他〕 ハマノツーステップ号は，３コーナーから４コーナーにかけて外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〕 エンカレッジング号・ツルミヒカリ号は，平成２１年１１月２５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 グランデワイルド号



２９０６２１０月２５日 晴 良 （２１京都４）第６日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

６９ サンライズクォリア 牡２鹿 ５５ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４５２＋ ２１：５５．２ １．５�

４５ デ ィ ガ ジ ェ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠吉田 正志氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５１８± ０１：５５．４１� ８．５�
３４ ナリタシルクロード 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ２９．３�
８１４ ウイントランザム 牡２鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４５４＋ ２１：５５．５クビ ７．３�
５７ テイエムバイタル 牡２青鹿５５ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 的場牧場 ４９４＋ ２１：５５．７１� ５４．８�
１１ テーオージャングル 牡２鹿 ５５ 松岡 正海小笹 公也氏 松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４７８＋ ２１：５６．５５ ８６．３�
６１０ 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 ４７２－ ４ 〃 クビ ２２．５	
５８ キョウワマグナム 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎
協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５１２＋ ４１：５７．１３� ２５．４�
３３ 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± ０１：５７．３１ １８．２�
２２ スノーピーパッド 牡２芦 ５５ 和田 竜二小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ４９８± ０１：５７．５１� ９２．２
７１１ ジャクソンバローズ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 富田牧場 ５１４＋ ６１：５８．０３ １８．４�
７１２ シゲルタダカツ 牡２栗 ５５ 幸 英明森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ４８８± ０１：５８．４２� ３６．２�
４６ シゲルカンスケ 牡２鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介森中 蕃氏 須貝 尚介 浦河 馬道 繁樹 ４４２＋ ６１：５８．６１� １９５．２�
８１３ カ ー プ 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 三栄牧場 ４８０＋ ２１：５９．３４ ２４９．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，０６７，５００円 複勝： ５１，１００，２００円 枠連： １３，０３２，２００円

普通馬連： ４０，３６５，２００円 馬単： ４０，４６６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４３６，１００円

３連複： ５８，４４０，０００円 ３連単： １０４，７４６，８００円 計： ３４６，６５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ３３０円 枠 連（４－６） ５００円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３５０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� ５，２３０円

票 数

単勝票数 計 １９０６７５ 的中 � １０６２４０（１番人気）
複勝票数 計 ５１１００２ 的中 � ３６２７１９（１番人気）� ２８５９９（３番人気）� １３７２６（４番人気）
枠連票数 計 １３０３２２ 的中 （４－６） １９５８９（３番人気）
普通馬連票数 計 ４０３６５２ 的中 �� ６１５６３（２番人気）
馬単票数 計 ４０４６６０ 的中 �� ４６６４９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４３６１ 的中 �� ２２３７９（２番人気）�� １４１９３（３番人気）�� ２８９１（１５番人気）
３連複票数 計 ５８４４００ 的中 ��� ２３４２２（５番人気）
３連単票数 計１０４７４６８ 的中 ��� １４７８５（７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１３．４―１３．２―１２．６―１２．６―１３．０―１３．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３７．３―５０．５―１：０３．１―１：１５．７―１：２８．７―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．５
１
３
５，８（９，１０）６（１１，１４）（２，３）（４，１３）－（１，７）１２
５，７（８，９）１４（６，３，１１）（２，１，４）１０－１２，１３

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

勝馬の
紹 介

サンライズクォリア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．７．１１ 阪神７着

２００７．３．４生 牡２鹿 母 プレシャスキール 母母 マルゼンキール ４戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走状況〕 テイエムバイタル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



２９０６３１０月２５日 晴 良 （２１京都４）第６日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時００分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

４４ アイファーハイカラ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４５０＋ ２１：３４．７ １１．３�

３３ アスカクリチャン 牡２鹿 ５５ 武 豊上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ ４．３�
５６ ダイヤモンドムーン 牝２黒鹿５４ 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ５０６± ０１：３４．８� ３．６�
８１１ デンコウオクトパス 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４３４＋ ４１：３４．９� １８．７�
６７ マコトヴォイジャー 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５１０＋ ８１：３５．１１� ６．１�
２２ セトノステラ 牡２黒鹿５５ 川島 信二難波 経雄氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 ５０６＋１２１：３５．２� ３．５�
５５ 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± ０１：３５．３� １０１．２�
１１ ツルマルヤマト 牡２栗 ５５ 和田 竜二鶴田 任男氏 坂口 正則 新ひだか 折手牧場 ４７４－ ６１：３５．４� ３１．２	
７１０ デイズオブメモリー 牡２芦 ５５ 武 幸四郎 
サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４２０＋ ６１：３５．７１� １２．３�
６８ カシノグローブ 牡２青鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介柏木 務氏 田所 清広 鹿児島 坂東島 繁藤 ４４６± ０ 〃 クビ ２０６．５�
７９ グランデボス 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 えりも 上島牧場 ４８０－ ８１：３５．８� ３６．３

（１１頭）
８１２ ツルマルスピリット 牡２青鹿５５ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８４－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，７９１，２００円 複勝： ２９，３１６，２００円 枠連： １２，２４３，８００円

普通馬連： ４７，８８５，５００円 馬単： ３７，６１７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６８６，９００円

３連複： ６３，３７４，４００円 ３連単： １０４，８９０，２００円 計： ３３１，８０５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ３２０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（３－４） ３，０４０円

普通馬連 �� ３，１４０円 馬 単 �� ７，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ７７０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 ��� ２８，９００円

票 数

単勝票数 差引計 １６７９１２（返還計 ２８０８） 的中 � １１７３４（５番人気）
複勝票数 差引計 ２９３１６２（返還計 ５５８７） 的中 � １８４８７（６番人気）� ５３５９０（３番人気）� ５９７５１（２番人気）
枠連票数 差引計 １２２４３８（返還計 ３２３） 的中 （３－４） ２９７９（１３番人気）
普通馬連票数 差引計 ４７８８５５（返還計 １４１７６） 的中 �� １１２７１（１３番人気）
馬単票数 差引計 ３７６１７２（返還計 １０６６２） 的中 �� ３８５３（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １９６８６９（返還計 ８４４４） 的中 �� ５３８８（１２番人気）�� ５９１０（８番人気）�� １９７１０（３番人気）
３連複票数 差引計 ６３３７４４（返還計 ３７００７） 的中 ��� １６０５８（９番人気）
３連単票数 差引計１０４８９０２（返還計 ５２５１０） 的中 ��� ２６７９（９５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１０．９―１２．１―１２．２―１１．８―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．０―３３．９―４６．０―５８．２―１：１０．０―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイファーハイカラ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．７．２６ 小倉６着

２００７．４．２６生 牡２黒鹿 母 ニシノマズルカ 母母 プレイリースカイ ５戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔競走除外〕 ツルマルスピリット号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻２分遅延。



２９０６４１０月２５日 晴 良 （２１京都４）第６日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時３０分 （ダート・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２３．６
１：２３．１

重

重

５９ サンヴァンサン 牝２栗 ５４
５１ ▲松山 弘平万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１４ ―１：２５．０ １２．９�

４６ ナムラアトラクト 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ５０６ ―１：２５．２１� ３．５�
２２ ビタースウィート 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４１４ ―１：２６．５８ ６４．１�
３４ ヤマニンフリアンド 牝２青鹿５４ 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６８ ―１：２６．６� １８．９�
７１３ シ ュ ン セ イ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４４２ ―１：２６．８１ ３８．４�
５８ タガノシビル 牝２栗 ５４ 赤木高太郎八木 良司氏 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２ ―１：２６．９クビ ８．４�
６１０ バンダムローゼ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４６２ ―１：２７．０� ６９．７	
１１ アグネスワルツ 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 ４６４ ―１：２７．１� ７．３

８１４ セイランプリンセス 牝２黒鹿５４ 田嶋 翔山本 茂氏 小島 貞博 登別 青藍牧場 ４６４ ―１：２７．２� ２８３．７�
６１１ ニシノグラビア 牝２黒鹿５４ 浜中 俊西山 茂行氏 梅田 智之 むかわ 西山牧場 ４７０ ― 〃 ハナ ５９．６�
４７ ジュエリーテンニョ 牝２芦 ５４ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４７６ ―１：２７．３� ７２．４
７１２ ホクザンアロマ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉木本 弘孝氏 野元 昭 浦河 �原 敏明 ４４２ ―１：２８．９１０ ７．６�
８１５ ジュエルビスティー 牝２芦 ５４ 藤田 伸二備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４２０ ―１：２９．２１� ３．３�
２３ ラクスクライン 牝２鹿 ５４ 幸 英明三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 能登ファーム ４５８ ―１：２９．７３ ２８．６�
３５ ロングテンカ 牝２黒鹿５４ 和田 竜二中井 敏雄氏 梅内 忍 浦河 高野牧場 ４９２ ―１：３１．０８ ３７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，０１７，９００円 複勝： ２１，３７６，７００円 枠連： １５，６１８，１００円

普通馬連： ４３，８０２，１００円 馬単： ３２，０８４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０１３，１００円

３連複： ５８，９０４，７００円 ３連単： ８４，５３７，０００円 計： ２８９，３５４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ３００円 � １７０円 � １，２４０円 枠 連（４－５） ７８０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ４，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ８，１４０円 �� ４，１００円

３ 連 複 ��� ４１，８００円 ３ 連 単 ��� ２４７，５８０円

票 数

単勝票数 計 １６０１７９ 的中 � ９８５１（６番人気）
複勝票数 計 ２１３７６７ 的中 � １７６２７（６番人気）� ４５９８４（１番人気）� ３４２５（１３番人気）
枠連票数 計 １５６１８１ 的中 （４－５） １４７８４（１番人気）
普通馬連票数 計 ４３８０２１ 的中 �� １８３４４（５番人気）
馬単票数 計 ３２０８４５ 的中 �� ４８５２（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０１３１ 的中 �� ６３９３（８番人気）�� ４９５（７０番人気）�� ９９２（４４番人気）
３連複票数 計 ５８９０４７ 的中 ��� １０４０（１２０番人気）
３連単票数 計 ８４５３７０ 的中 ��� ２５２（６７１番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．７―１２．０―１２．６―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．８―４６．８―５９．４―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンヴァンサン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００７．１．１８生 牝２栗 母 ル ミ ネ ン ス 母母 チ ャ ン ジ イ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２９０６５１０月２５日 晴 良 （２１京都４）第６日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ３５０，０００
３５０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４６．６

良

良

１１ ローズキングダム 牡２黒鹿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 ―１：４８．９ ２．２�

８１１ ヴィクトワールピサ 牡２黒鹿５５ 武 豊市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１４ ―１：４９．０� １．８�
７８ モーニングフェイス 牝２栗 ５４ 岩田 康誠井高 義光氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ４９２ ―１：４９．８５ ３３．７�
７９ ドリームマジシャン 牡２青鹿５５ 角田 晃一セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４７８ ―１：５０．１２ ３０．３�
４４ ラブファイナル 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎江口雄一郎氏 谷 潔 新ひだか 坂本 春信 ４６０ ―１：５０．３１ １９．６�
６７ スーサンキャプテン 牡２栗 ５５ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ５３２ ― 〃 同着 ２７．６	
６６ テイエムスプリング 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場門別分場 ４４０ ―１：５０．４� ８０．５

５５ シルクコスモス 牡２栗 ５５ 松岡 正海有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４４０ ―１：５０．５クビ ５０．３�
３３ オファニエル 牝２鹿 ５４ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 日高 白井牧場 ４５８ ―１：５０．７１� ２７．９�
８１０ ネオペンドラゴン 牡２鹿 ５５ 四位 洋文小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：５０．８� ６９．１
２２ ドリームメーカー 牝２鹿 ５４ 安部 幸夫�グランプリ 村山 明 様似 猿倉牧場 ３９４ ―１：５１．０１� ９３．３�

（愛知）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，７１３，９００円 複勝： ３９，３４０，４００円 枠連： １４，０３６，０００円

普通馬連： ５３，１８１，７００円 馬単： ５５，３０６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９９２，３００円

３連複： ６１，８４５，１００円 ３連単： １５１，２１３，３００円 計： ４１７，６２９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ４１０円 枠 連（１－８） １５０円

普通馬連 �� １５０円 馬 単 �� ２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ７３０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ２，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２４７１３９ 的中 � ８９１７０（２番人気）
複勝票数 計 ３９３４０４ 的中 � １２６４４２（２番人気）� １８６０４９（１番人気）� ７３６９（７番人気）
枠連票数 計 １４０３６０ 的中 （１－８） ７０４００（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３１８１７ 的中 �� ２７３５４２（１番人気）
馬単票数 計 ５５３０６３ 的中 �� １４１６４２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９９２３ 的中 �� ６４８９８（１番人気）�� ４０１８（１１番人気）�� ４３７１（９番人気）
３連複票数 計 ６１８４５１ 的中 ��� ４１６２８（５番人気）
３連単票数 計１５１２１３３ 的中 ��� ３９４３１（９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１２．２―１２．８―１２．９―１２．２―１１．６―１１．３―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３６．８―４９．６―１：０２．５―１：１４．７―１：２６．３―１：３７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローズキングダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００７．５．１０生 牡２黒鹿 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ラブファイナル号の騎手秋山真一郎は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
※出走取消馬 ゴールスキー号（疾病〔外傷性鼻出血〕のため）
※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。



２９０６６１０月２５日 晴 良 （２１京都４）第６日 第６競走 ��１，９００�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

１：５６．６
１：５６．６

重

重

８１５� キャトルマン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム B５３８＋ ４１：５９．６ ４．９�

３４ � ダンツクリスエス 牡３鹿 ５５ 浜中 俊山元 哲二氏 本田 優 浦河 信成牧場 ５２２＋ ２ 〃 クビ ４．９�
６１０ ベルモントサーガ 牡３黒鹿５５ 武 豊 �ベルモントファーム 矢作 芳人 新冠 ベルモント

ファーム ５３０＋ ２１：５９．７クビ ５．１�
７１２ サダムマンテン 牡３栗 ５５ 藤田 伸二大西 定氏 中村 均 日高 日高大洋牧場 ５２４＋１２ 〃 アタマ ６．４�
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± ０２：００．４４ ７２．０�
２３ ツカサゲンキ 牡３鹿 ５５ 酒井 学中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ４９６＋ ６２：００．７２ ２２．５�
５８ � ブロックバスター 牡４黒鹿５７ 松岡 正海前田 幸治氏 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ４７８± ０２：００．８クビ ４５．１	
５９ テイエムヒリュウ 牡５栗 ５７ 安部 幸夫竹園 正繼氏 五十嵐忠男 静内 武岡牧場 B５３６＋ ２２：００．９� １０．０


（愛知）

１１ スマートソロモン 牡３鹿 ５５ 秋山真一郎大川 徹氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４９８－ ４２：０１．１１ ２３．６�
４６ ナカヤマスウェプト 牡３芦 ５５ 蛯名 正義和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９０－ ２２：０１．３１� ７．２�
８１４ ウインザマキ 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ５２６＋１４ 〃 ハナ ５５．０
２２ メイショウラダック 牡４栗 ５７ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８８＋ ６２：０１．８３ ５７．３�
４７ � ワンダールシデス 牝４栗 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４３２＋１４２：０２．０１� ３１２．７�
７１３ アドマイヤバーゼル 牝３鹿 ５３ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６４－ ６ 〃 クビ １５．６�
６１１ フィーリングトーン 牝３黒鹿５３ 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 ４７２± ０２：０２．３２ ２６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，１８１，７００円 複勝： ２７，９２７，２００円 枠連： １６，９００，１００円

普通馬連： ５７，６４６，４００円 馬単： ３８，５４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１６４，１００円

３連複： ７８，２０９，０００円 ３連単： １１７，４３９，８００円 計： ３７６，０１８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（３－８） ９６０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ６２０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� １１，３９０円

票 数

単勝票数 計 １７１８１７ 的中 � ２７８１９（１番人気）
複勝票数 計 ２７９２７２ 的中 � ３８０５１（４番人気）� ５２０９７（１番人気）� ３８０８１（２番人気）
枠連票数 計 １６９００１ 的中 （３－８） １３０４１（５番人気）
普通馬連票数 計 ５７６４６４ 的中 �� ３９６８１（１番人気）
馬単票数 計 ３８５４９７ 的中 �� １３２３９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１６４１ 的中 �� １５５８５（１番人気）�� ８４６９（５番人気）�� １１３９６（３番人気）
３連複票数 計 ７８２０９０ 的中 ��� ３０２５６（２番人気）
３連単票数 計１１７４３９８ 的中 ��� ７６１３（１２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．１―１１．５―１３．２―１２．９―１２．９―１２．０―１２．２―１３．１―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．２―２９．７―４２．９―５５．８―１：０８．７―１：２０．７―１：３２．９―１：４６．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キャトルマン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ノーザンテースト

２００５．４．１３生 牡４鹿 母 キョウエイフォルテ 母母 クラフテイワイフ １０戦１勝 賞金 １５，６５０，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 キャトルマン号の騎手岩田康誠は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（９番・１４番への進路影響）
※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。



２９０６７１０月２５日 晴 良 （２１京都４）第６日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

５１０ イセノスバル 牡３青 ５５ 小林 徹弥大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５１４＋ ４１：１１．３ １８．１�

２４ シゲルカサギヤマ 牡３栗 ５５ 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド ５０４＋ ４ 〃 クビ ７．４�

８１５ コンフォーコ 牡４栗 ５７ 横山 典弘岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４７６＋１４１：１１．４� １６．６�
５９ オシャレキング 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ５１２＋ ８１：１１．６１� １０．６�
１１ 	 セレスダイナミック 
６黒鹿５７ 福永 祐一岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ４９６＋ ６ 〃 ハナ ９７．７�
１２ � フミノパシフィック 牡４栗 ５７ 松岡 正海谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ５２４＋１８ 〃 クビ ６．１�
７１３ シャイニークエスト 牡３栗 ５５ 岩田 康誠小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４６６＋ ４１：１１．８１ ４．８�
２３ ダノンシャトル 牡７鹿 ５７ 浜中 俊	ダノックス 松永 幹夫 新冠 競優牧場 ４９２＋ ６ 〃 クビ ２４．５

６１１ ビ バ エ ル フ 牝３鹿 ５３ 川田 将雅�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４２６＋１６１：１１．９� １５．９�
３５ ホシシャトル 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５２６± ０１：１２．１１� ４３．１
７１４ ブルーアイガー 牡６黒鹿５７ 石橋 守 	ブルーマネジメント武田 博 門別 小屋畑 和久 ４６６＋１０１：１２．３１ １８０．５�
３６ � スリーサンビーム 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介永井商事	 野村 彰彦 新冠 海馬沢 明 ４９２＋１２ 〃 ハナ ３．０�
４８ テイエムフルパワー 牡５栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ３８．６�
４７ ライコウテンユウ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５１２＋ ２１：１２．４� ４０．９�
６１２ アグネスハッピー 牡７鹿 ５７ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４７６＋１０１：１２．６� １４６．７�
８１６ アスカルディ 牝３鹿 ５３

５０ ▲松山 弘平上野 武氏 作田 誠二 新ひだか 片山牧場 ４２２－ ３１：１２．７� ２２３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６３６，１００円 複勝： ２８，３０８，５００円 枠連： １６，９５７，６００円

普通馬連： ６８，１８９，１００円 馬単： ４２，３８６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２９７，０００円

３連複： ８５，２５６，７００円 ３連単： １３８，４０７，５００円 計： ４２４，４３９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８１０円 複 勝 � ５１０円 � ２１０円 � ４５０円 枠 連（２－５） １，３９０円

普通馬連 �� ６，２４０円 馬 単 �� １３，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５６０円 �� ４，２７０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ３２，１６０円 ３ 連 単 ��� １９７，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２０６３６１ 的中 � ９０１１（８番人気）
複勝票数 計 ２８３０８５ 的中 � １３２５２（８番人気）� ４２１９５（２番人気）� １５２９６（７番人気）
枠連票数 計 １６９５７６ 的中 （２－５） ９０５８（６番人気）
普通馬連票数 計 ６８１８９１ 的中 �� ８０６８（２４番人気）
馬単票数 計 ４２３８６７ 的中 �� ２３５１（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２９７０ 的中 �� ３８７２（２０番人気）�� １３７３（４５番人気）�� ３９１７（１８番人気）
３連複票数 計 ８５２５６７ 的中 ��� １９５７（９５番人気）
３連単票数 計１３８４０７５ 的中 ��� ５１６（５４２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．３―１１．７―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．８―３５．１―４６．８―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．２
３ ・（６，１０）７（４，９，１５）１６（１，５，１２，１３）（３，２，８，１４）－１１ ４ ・（６，１０，７）（４，９）１５（１，５，１６）１３（３，２）（１２，８，１４）－１１

勝馬の
紹 介

イセノスバル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タバスコキャット デビュー ２００８．７．２０ 小倉１着

２００６．２．３生 牡３青 母 ソーラーヴィジョン 母母 ノーザンソーラー ８戦３勝 賞金 ３０，９６０，０００円
〔制裁〕 セレスダイナミック号の騎手福永祐一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３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） １頭 リュウメイ号
（非抽選馬） ２頭 エーシンエスヴィー号・ボストンカラーズ号



２９０６８１０月２５日 晴 良 （２１京都４）第６日 第８競走 ��
��１，４００�か え で 賞

発走１３時５０分 （芝・右）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．８
１：２０．３

良

良

３５ コスモセンサー 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ４８２± ０１：２０．７レコード ２５．８�

２２ フェブスカイ 牡２鹿 ５５ 幸 英明釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４４０± ０ 〃 アタマ １９９．８�
２３ ニシノモレッタ 牝２栗 ５４ 和田 竜二西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４８０± ０１：２０．８クビ ５．７�
７１３ メイショウデイム 牝２黒鹿５４ 福永 祐一松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４３０－ ６１：２０．９� ２２．１�
６１０ 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 ４６６－ ４ 〃 クビ ３４．６�
５９ ミヤジシェンロン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４２８± ０１：２１．１１� ３２．６�
５８ エーシンダックマン 牡２鹿 ５５ 横山 典弘	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４７２＋１４１：２１．３１� ７．４

４６ インタレスティング 牝２鹿 ５４ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 宮崎 田上 勝雄 ４２６＋ ２ 〃 クビ ６６．３�
６１１� アーリーデイズ 牡２鹿 ５５ 藤岡 康太加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette ４８２± ０１：２１．５１� ７．７�
７１２ アドマイヤサーフ 牝２青鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 新冠 ハシモトフアーム ４３６－ ４ 〃 ハナ ３．５
８１５ ファイティングピサ 牡２芦 ５５ 武 豊市川 義美氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド ４８６＋１０１：２１．９２� ３．０�
３４ エブリイニューデイ 牡２黒鹿５５ 上野 翔津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 ５１６＋ ６１：２２．１１ ５０．３�
８１４ トイボックス 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎名古屋友豊	 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４６０－ ２１：２２．３１ １０４．４�
４７ 	 ヴィットビスキュイ 牡２栗 ５５ 佐藤 友則横瀬 寛子氏 伊藤 強一 新ひだか 原 光彦 ４４４－ ８ 〃 クビ ４９９．８�

（笠松） （笠松）

１１ 	 フジノビッグマン 牡２栗 ５５ 安部 幸夫�ホースケア 山中 輝久 新冠 アラキフアーム ４２４＋ １１：２２．９３� ４４２．８�
（笠松） （愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３，９９４，４００円 複勝： ４７，３７１，３００円 枠連： ２２，２３６，６００円

普通馬連： ９２，９６０，４００円 馬単： ６２，１５７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，４０７，１００円

３連複： １１２，３７６，６００円 ３連単： ２０１，９４８，９００円 計： ６０４，４５２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５８０円 複 勝 � ６３０円 � ３，７１０円 � ２００円 枠 連（２－３） ３，１１０円

普通馬連 �� ６６，０３０円 馬 単 �� １５１，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３，６８０円 �� １，３３０円 �� ６，７８０円

３ 連 複 ��� ７２，５００円 ３ 連 単 ��� ８５１，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３３９９４４ 的中 � １０４０１（７番人気）
複勝票数 計 ４７３７１３ 的中 � １７８５６（７番人気）� ２７３６（１３番人気）� ８１６９６（３番人気）
枠連票数 計 ２２２３６６ 的中 （２－３） ５２９２（１３番人気）
普通馬連票数 計 ９２９６０４ 的中 �� １０３９（６７番人気）
馬単票数 計 ６２１５７４ 的中 �� ３０２（１３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１４０７１ 的中 �� ５５４（６６番人気）�� ６０１９（１３番人気）�� １１２５（４７番人気）
３連複票数 計１１２３７６６ 的中 ��� １１４４（１３２番人気）
３連単票数 計２０１９４８９ 的中 ��� １７５（９９２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．１―１１．２―１１．５―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．４―３３．５―４４．７―５６．２―１：０８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３６．０
３ ８（３，１２）１１（２，４）５（６，１３）１５（７，１０）９－１４－１ ４ ８（３，１２）（２，１１）（４，５）（６，１３）（１０，１５）－７，９－１４－１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモセンサー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００９．７．２６ 新潟１着

２００７．３．１４生 牡２栗 母 ケイアイバラード 母母 ハナサキメグロ ４戦２勝 賞金 １９，７２９，０００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。



２９０６９１０月２５日 晴 良 （２１京都４）第６日 第９競走 ��
��２，０００�

き た の

北 野 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

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

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

３３ ナリタクリスタル 牡３黒鹿５５ 武 豊�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０＋１０２：００．９ ３．１�

２２ トモロポケット 牡３栗 ５５ 藤田 伸二廣崎 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４８０＋１４２：０１．０� ２．６�
８９ グッドバニヤン 牡４栃栗５７ 和田 竜二津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４３８± ０ 〃 クビ ９．６�
４４ ヤマカツゴールド 牡３栗 ５５ 角田 晃一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４４４± ０２：０１．１� １６．４�
１１ パッシングマーク 牡６鹿 ５７ 松岡 正海 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９２－ ２２：０１．３１	 ４８．７�
５５ メジロラフィキ 
４鹿 ５７ 川田 将雅�メジロ牧場 池江 泰郎 洞爺 メジロ牧場 ４９４＋ ２２：０１．５１� ４．７	
８８ マルタカドリーム 牡７黒鹿５７ 小坂 忠士高橋 義和氏 境 直行 三石 本桐牧場 ４８２＋ ８２：０１．６クビ ８８．８

７７ キンセイポラリス 牡３鹿 ５５ 安部 幸夫山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ４０２＋ ６２：０１．７� ５１．１�

（愛知）

６６ オールターゲット 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４４８± ０２：０１．９１	 ９．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２９，０１６，０００円 複勝： ３９，５３２，５００円 枠連： ２１，８３２，４００円

普通馬連： ９１，６５２，８００円 馬単： ７１，０１５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５１１，６００円

３連複： １０１，３９５，０００円 ３連単： ２７９，３８６，２００円 計： ６６６，３４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（２－３） ３３０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３４０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ２，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２９０１６０ 的中 � ７４４６６（２番人気）
複勝票数 計 ３９５３２５ 的中 � ９１６１７（２番人気）� １２４４６８（１番人気）� ３５９８０（５番人気）
枠連票数 計 ２１８３２４ 的中 （２－３） ４９８０９（１番人気）
普通馬連票数 計 ９１６５２８ 的中 �� ２３２８３７（１番人気）
馬単票数 計 ７１０１５８ 的中 �� ７５１３８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５１１６ 的中 �� ６２３１８（１番人気）�� ２１２９０（４番人気）�� １７２５８（６番人気）
３連複票数 計１０１３９５０ 的中 ��� ９５１２２（２番人気）
３連単票数 計２７９３８６２ 的中 ��� ７５２４７（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３７．２―４９．９―１：０２．２―１：１５．０―１：２７．１―１：３８．５―１：４９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．９―３F３３．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタクリスタル 
�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー ２００９．１．１０ 京都２着

２００６．１．１６生 牡３黒鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ １１戦３勝 賞金 ４２，５６２，０００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。



２９０７０１０月２５日 晴 良 （２１京都４）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�

かつらがわ

桂川ステークス
発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳
以上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

５９ セブンシークィーン 牝３栗 ５３ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８０＋ ６１：０７．９ １３．７�

２３ テーオーギャング 牡５黒鹿５７ 福永 祐一小笹 公也氏 松永 幹夫 新冠 ビッグレッドファーム ５１８＋ ６ 〃 ハナ ５．９�
８１７ ランチボックス 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ５１４－ ６１：０８．０クビ １２．６�
４８ オールタイムベスト 牝４青鹿５５ 武 豊青山 洋一氏 池江 泰寿 門別 下河辺牧場 ４８０＋ ４１：０８．１� ２．７�
７１３� エーシンフォワード 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎�栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４７４＋ ６ 〃 クビ ５．６�
８１６ サワヤカラスカル 牝４鹿 ５５ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４４８－ ４１：０８．２� ８．０�
２４ タイセイハニー 牝６芦 ５５ 蛯名 正義田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４８８± ０１：０８．３� ２０．２	
１２ 	 ホエールシャーク 牝７黒鹿５５ 松岡 正海西浦 和男氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ４５８－ ２１：０８．４
 ５３．９

６１１ ル シ ュ ク ル 牝３芦 ５３ 藤岡 康太 �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 ５００＋２０ 〃 ハナ ２０．０�
４７ キルシュブリューテ 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４７８＋１２１：０８．５クビ ４８．９
７１４	 スーパーワシントン 牡６鹿 ５７ 赤木高太郎�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４７８＋ ６１：０８．６� ６９．７�
３５ ルルパンブルー 牝４鹿 ５５ 幸 英明飯田 良枝氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４５６＋ ８１：０８．７
 ９１．０�
７１５ メジロチャンプ 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４８６－ ４１：０９．０１
 ２９．９�
３６ ウインスペンサー 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介�ウイン 牧浦 充徳 浦河 丸幸小林牧場 ５１４± ０ 〃 ハナ １０６．７�
８１８ ツルマルジャパン �３青 ５５ 川田 将雅鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４７８－ ４１：０９．３１
 ７０．３�
１１ ボストンゴールド 牡７栗 ５７ 安部 幸夫ボストンホース� 岩元 市三 浦河 大西 能彦 ５１４＋ ２ 〃 クビ ６０．６�

（愛知）

５１０ エレスサール 牡７鹿 ５７ 小牧 太�アカデミー 清水 久詞 門別 白井牧場 ５００－ ６１：０９．５１� １２８．６�
６１２ キルシュワッサー 牝６栗 ５５ 藤田 伸二 �天羽治牧場 大竹 正博 門別 天羽 禮治 ４７６＋ ４１：０９．７１� １３２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３６，４１４，１００円 複勝： ５４，６９５，９００円 枠連： ４４，７９９，９００円

普通馬連： １６３，８３９，４００円 馬単： ９５，６３２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，５４３，３００円

３連複： ２０２，１９４，５００円 ３連単： ３６０，１５６，０００円 計： １，００５，２７５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ４９０円 � ２１０円 � ３５０円 枠 連（２－５） ２，６００円

普通馬連 �� ３，９９０円 馬 単 �� ９，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� ２，７００円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� １７，９６０円 ３ 連 単 ��� ９９，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３６４１４１ 的中 � ２１０７０（６番人気）
複勝票数 計 ５４６９５９ 的中 � ２５８７８（６番人気）� ８０４２３（２番人気）� ４０３１４（５番人気）
枠連票数 計 ４４７９９９ 的中 （２－５） １２７４４（９番人気）
普通馬連票数 計１６３８３９４ 的中 �� ３０３３５（１５番人気）
馬単票数 計 ９５６３２２ 的中 �� ７５１０（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７５４３３ 的中 �� ９７１９（１３番人気）�� ４２３２（２７番人気）�� ９７９７（１２番人気）
３連複票数 計２０２１９４５ 的中 ��� ８３１３（５３番人気）
３連単票数 計３６０１５６０ 的中 ��� ２６７７（２４９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１０．８―１１．０―１１．４―１１．９

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

コーナー
通過順位

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

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３栗 母 ダンツプリンセス 母母 ミラクルミユキ １４戦４勝 賞金 ５１，７７７，０００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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アマノチェリーラン号・ウインイージス号・エネルマオー号・ケイアイアストン号・コウヨウアイリーン号・

シルクドラグーン号・トーセンマエストロ号・トーワユメジ号・パッションローズ号・ベイリングボーイ号・
ルミナスハーバー号

※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。



２９０７１１０月２５日 晴 良 （２１京都４）第６日 第１１競走 ��３，０００�第７０回菊 花 賞（ＪｐｎⅠ）
発走１５時４０分 （芝・右・外）

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

賞 品
本 賞 １１２，０００，０００円 ４５，０００，０００円 ２８，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，２００，０００円
付 加 賞 ３９，０１８，０００円 １１，１４８，０００円 ５，５７４，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

３：０２．７
３：０２．５
３：０２．７

良

良

良

１１ スリーロールス 牡３鹿 ５７ 浜中 俊永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４９８＋ ４３：０３．５ １９．２�

２３ フォゲッタブル 牡３黒鹿５７ 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ８ 〃 ハナ １８．７�

６１２ セイウンワンダー 牡３青 ５７ 福永 祐一大谷 高雄氏 領家 政蔵 新ひだか 筒井 征文 ５１４－ ２３：０３．７１� １５．８�
７１４ イ コ ピ コ 牡３鹿 ５７ 四位 洋文�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４６４＋ ２３：０３．９１ ４．４�
５９ リーチザクラウン 牡３青鹿５７ 武 豊臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０６＋ ８ 〃 クビ ３．８�
４７ ヤマニンウイスカー 牡３青 ５７ 和田 竜二土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ４８４－ ２３：０４．３２� ２８．４�
６１１ セイクリッドバレー 牡３栗 ５７ 松岡 正海吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４８０＋１０ 〃 クビ ４７．１	
１２ シェーンヴァルト 牡３黒鹿５７ 秋山真一郎 
サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７４± ０３：０４．５１� ３４．０�
２４ トライアンフマーチ 牡３鹿 ５７ 武 幸四郎 
キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ８３：０４．７１� ４５．２�
７１３ キタサンチーフ 牡３黒鹿５７ 藤岡 康太
大野商事 梅田 智之 日高 古川 優 ４８４－ ２３：０４．９１ １７６．６
８１７ アドマイヤメジャー 牡３青鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ４３：０５．１１� １４．４�
８１６ ナカヤマフェスタ 牡３鹿 ５７ 蛯名 正義和泉 信子氏 二ノ宮敬宇 むかわ 新井牧場 ４５２± ０３：０５．２� ８．４�
５１０ キングバンブー 牡３鹿 ５７ 小牧 太後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 ４９８± ０３：０５．５２ １３３．７�
３６ � イグゼキュティヴ 牡３鹿 ５７ 川島 信二岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 ４９２＋ ４３：０６．０３ ２２２．８�
３５ アンライバルド 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠 
サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２３：０６．２１� ５．４�
８１８� ブレイクランアウト 牡３鹿 ５７ 藤田 伸二 
キャロットファーム 戸田 博文 米 Shadai Cor-

poration ４５０＋ ６３：０６．３� ２３．１�
７１５ ポルカマズルカ 牝３鹿 ５５ 横山 典弘 
社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７０－ ６３：０６．８３ ４７．４�
４８ アントニオバローズ 牡３青鹿５７ 角田 晃一猪熊 広次氏 武田 博 新冠 前川 隆範 ５２６＋１０３：０７．７５ ２６．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５２０，４７７，４００円 複勝： ５３４，６７３，７００円 枠連： ７５７，４００，６００円

普通馬連： ３，０５３，４９８，５００円 馬単： １，６３９，７７４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６４８，８１２，１００円

３連複： ３，７３９，５２９，４００円 ３連単： ７，８７５，１１０，７００円 計： １８，７６９，２７６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９２０円 複 勝 � ６００円 � ５５０円 � ４６０円 枠 連（１－２） ５，４３０円

普通馬連 �� ９，４１０円 馬 単 �� ２０，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７１０円 �� ３，９２０円 �� ２，７３０円

３ 連 複 ��� ４６，０７０円 ３ 連 単 ��� ３１６，９５０円

票 数

単勝票数 計５２０４７７４ 的中 � ２１３９７８（８番人気）
複勝票数 計５３４６７３７ 的中 � ２３１０５４（８番人気）� ２５６０１５（７番人気）� ３１６８６９（５番人気）
枠連票数 計７５７４００６ 的中 （１－２） １０２９５８（２４番人気）
普通馬連票数 計３０５３４９８５ 的中 �� ２３９７１０（３２番人気）
馬単票数 計１６３９７７４４ 的中 �� ６００９６（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６４８８１２１ 的中 �� ５９２７８（３０番人気）�� ４０５７０（５０番人気）�� ５８６４８（３２番人気）
３連複票数 計３７３９５２９４ 的中 ��� ５９９０６（１４３番人気）
３連単票数 計７８７５１１０７ 的中 ��� １８３３７（９２２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１１．７―１１．９―１１．９―１２．１―１２．６―１２．６―１２．５―１３．４―１２．９―１１．７―１１．４―１２．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．９―２４．４―３６．１―４８．０―５９．９―１：１２．０―１：２４．６―１：３７．２―１：４９．７―２：０３．１―２：１６．０―２：２７．７

２，６００� ２，８００�
―２：３９．１―２：５１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４７．５―３F３５．８
１
�

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

２
�

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

勝馬の
紹 介

スリーロールス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１０．２６ 京都４着

２００６．４．２６生 牡３鹿 母 スリーローマン 母母 アコニットローマン １１戦４勝 賞金 １８７，９５５，０００円
〔制裁〕 スリーロールス号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ロードアイアン号
（非抽選馬） ５頭 オールターゲット号・ジャミール号・トップカミング号・トップクリフォード号・トモロポケット号



２９０７２１０月２５日 晴 良 （２１京都４）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�

かんげつきょう

観月橋ステークス
発走１６時２０分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳
以上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２３ アドバンスウェイ 牡３鹿 ５５ 松岡 正海西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４８８＋ ２１：５０．２ ２．９�

３５ � サクラロミオ 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ５１０＋ ２１：５０．６２� ４．２�
６１１ ミダースタッチ 牡４栗 ５７ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５３８± ０１：５１．４５ ６．８�
３６ ケアレスウィスパー 牝５栗 ５５ 金折 知則吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ ２２．７�
８１５ ロリンザーユーザー 牡５鹿 ５７ 和田 竜二ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B５０４＋ ８１：５１．５クビ ３３．７�
１１ ヒラボクオウショー 牡５鹿 ５７ 四位 洋文�平田牧場 大久保龍志 静内 千代田牧場 ５３２＋１６１：５１．６	 ４２．１	
１２ スターフォワード 牡６栗 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４９０－ ６ 〃 クビ ５２．３

６１２ グランプリサクセス 牡５芦 ５７ 小牧 太�グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４６８－ ２１：５１．９２ １４．２�
８１６ ツルマルビビッド 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４８２－ ２１：５２．０� ３８．０�
７１３ ノワールシチー 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 B４９０＋ ２ 〃 ハナ ８．４
４７ プラテアード 牡５芦 ５７ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム B５２８＋ ２１：５２．１クビ １８．８�
７１４� パルジファル 牡６鹿 ５７ 幸 英明池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム B４６６－１０１：５２．３１� １８１．４�
４８ マルブツクロス 牡６芦 ５７ 安部 幸夫大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５２４＋ ４１：５２．７２� １６９．３�

（愛知）

２４ イアオニードル 牡８鹿 ５７ 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５００－ ２１：５２．８	 １３３．３�

５１０ メイショウゲンスイ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５２０＋１０１：５４．０７ ３７．３�
５９ フサイチカムーン 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �千葉パブリックゴ

ルフコース 池上 昌弘 鵡川 西山牧場 ５０２－ ６ 〃 ハナ ９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６４，３５９，９００円 複勝： ８９，２４６，４００円 枠連： ６９，４８４，３００円

普通馬連： ２４４，２０３，０００円 馬単： １４１，６４６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７６，５７３，１００円

３連複： ２８４，３０１，３００円 ３連単： ５８１，５３７，２００円 計： １，５５１，３５１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（２－３） ５９０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ５００円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� ５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ６４３５９９ 的中 � １７６５９９（１番人気）
複勝票数 計 ８９２４６４ 的中 � １９７７４０（１番人気）� １４０３２０（２番人気）� １１２４３８（３番人気）
枠連票数 計 ６９４８４３ 的中 （２－３） ８７０６９（１番人気）
普通馬連票数 計２４４２０３０ 的中 �� ２９１３３８（１番人気）
馬単票数 計１４１６４６３ 的中 �� ９１８７３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７６５７３１ 的中 �� ７３７１６（１番人気）�� ３６３０５（３番人気）�� ３０７０５（４番人気）
３連複票数 計２８４３０１３ 的中 ��� １２３３１２（１番人気）
３連単票数 計５８１５３７２ 的中 ��� ７６３８４（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．３―３５．７―４８．０―１：００．５―１：１２．９―１：２４．９―１：３７．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドバンスウェイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Capote デビュー ２００８．７．６ 福島６着

２００６．４．１５生 牡３鹿 母 シアトルフェアー 母母 Frampton Dancer １２戦４勝 賞金 ５６，２１４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２３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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 サンワードラン号・セフティーローレル号・ソラメンテウナベス号・テンザンコノハナ号・トーホウオルビス号・

マイエンブレム号・メイショウアサガオ号・モチ号・ロールオブザダイス号
※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。



（２１京都４）第６日 １０月２５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 １７４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

４１７，５８０，０００円
４，２２０，０００円
４２，３３０，０００円
５７，６６０，０００円
４５，１００，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６３，４９３，０００円
５，１９０，０００円
１，７２２，６００円

勝馬投票券売得金
８２２，７４３，３００円
１，０３７，０２３，９００円
１，０１７，２３１，４００円
４，００２，４５３，５００円
２，３０２，７３３，１００円
９７８，１７４，９００円
４，９０８，２５０，３００円
１０，１２５，６２８，８００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 ２５，１９４，２３９，２００円

総入場人員 ６２，６１３名 （有料入場人員 ５９，３６２名）




