
２９０７３１０月３１日 晴 良 （２１京都４）第７日 第１競走 ��１，４００�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

１：２３．６
１：２３．１

重

重

２４ カシノピストン 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝柏木 務氏 福永 甲 熊本 竹原 孝昭 ４４４＋ ４１：２６．６ １３．７�

７１３ グランデワイルド 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介芹澤 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 ４５６－ ８１：２６．７� ２７．４�

４８ キリシマウイング 牝２栗 ５４
５１ ▲松山 弘平土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋 修孝 ４５８± ０１：２６．９１� ７４．３�

３５ 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 ４２４＋ ４ 〃 クビ ９９．２�
７１４ ナリタシーズン 牡２栗 ５５ 福永 祐一�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４８４－ ４ 〃 ハナ １２．３�
２３ チャームドライフ 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４５０± ０１：２７．０� ２．６�
３６ メイショウシェリー 牝２栗 ５４ 高橋 亮松本 好	氏 高橋 隆 浦河 本巣 敦 ４３６＋ ４ 〃 アタマ １０６．３

５９ 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 ４９０－ ４１：２７．１� １４．２�
６１１ ランドタカラ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６４± ０１：２７．２クビ ６．１�
１２ エンジェルブレス 牡２黒鹿５５ 小牧 太深見 富朗氏 田所 秀孝 新冠 須崎牧場 ４５６＋ ４１：２７．３� ９．９
６１２ アキノフライ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新ひだか 徳本 幸雄 ４３２＋ ４１：２７．７２� １４．１�
８１６ 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 ５１０＋ ４１：２７．９１� ３１．２�
５１０ 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± ０１：２８．１１ １０．５�
４７ メディカルランド 牡２鹿 ５５ 川島 信二三宅 勝俊氏 田島 良保 日高 大江牧場 ４６０＋ ２１：２８．３１ ３４１．８�
８１５ アグネスルーク 牡２栗 ５５ 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 日高大洋牧場 ４６６－ ６１：２８．５１� １０．９�
１１ マルヨモミジスキー 牡２鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介野村 春行氏 武 宏平 新冠 山岡ファーム ４７０＋ ４ 〃 アタマ ６８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，１４３，２００円 複勝： １８，０２６，８００円 枠連： １１，６５５，５００円

普通馬連： ４４，１８４，７００円 馬単： ２７，１６７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９０８，４００円

３連複： ５２，９８５，５００円 ３連単： ７６，２２７，９００円 計： ２５８，２９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ５２０円 � ７６０円 � ２，３００円 枠 連（２－７） １，０１０円

普通馬連 �� １１，２７０円 馬 単 �� ３０，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，８６０円 �� １２，７９０円 �� １２，６３０円

３ 連 複 ��� ３８７，１７０円 ３ 連 単 ��� １，１７２，０１０円

票 数

単勝票数 計 １２１４３２ 的中 � ７０２３（７番人気）
複勝票数 計 １８０２６８ 的中 � ９７６２（９番人気）� ６２６７（１１番人気）� １９３４（１３番人気）
枠連票数 計 １１６５５５ 的中 （２－７） ８５８８（２番人気）
普通馬連票数 計 ４４１８４７ 的中 �� ２８９５（３６番人気）
馬単票数 計 ２７１６７５ 的中 �� ６５９（８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９０８４ 的中 �� ８１２（４９番人気）�� ３０５（７６番人気）�� ３０９（７５番人気）
３連複票数 計 ５２９８５５ 的中 ��� １０１（３６４番人気）
３連単票数 計 ７６２２７９ 的中 ��� ４８（１６３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３５．０―４７．５―１：００．２―１：１２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．６―３F３９．１
３ ・（１０，１２）１３，８，１４（３，１５）（１，９，１１）６（２，１６）４（５，７） ４ ・（１０，１２，１３）８－１４（３，１５）（６，９，１１）（２，１６，４）１，５－７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カシノピストン �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 Linamix デビュー ２００９．７．１８ 小倉５着

２００７．３．１６生 牡２芦 母 フサイチエメロード 母母 ココパシオン ７戦１勝 賞金 １２，７１０，０００円
〔制裁〕 ヤマイチハジメ号の騎手田嶋翔は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）
※グランデワイルド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２９０７４１０月３１日 晴 良 （２１京都４）第７日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

１１ カスクドール 牝２鹿 ５４ 武 豊 �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 ４９４＋ ２１：３４．８ ２．１�

５６ ローザフィオーレ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４７２－ ８１：３５．１１� ２０１．８�
４４ ミラクルレジェンド 牝２栗 ５４ 岩田 康誠吉田 照哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３４－ ６ 〃 クビ ２．６�
５７ 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 ４４８－ ４１：３５．３１ ７．９�
７１０ フラッパーウィング 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４５２－ ４１：３５．４� １８．１�
３３ ポンドガール 牝２青鹿５４ 福永 祐一戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４１４＋ ８１：３５．５クビ ２０．３�
７１１ 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 ４３８－ ４ 〃 クビ ２３．３	
２２ ピ ノ ブ ラ ン 牝２芦 ５４ 和田 竜二 �サンデーレーシング 梅内 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－１０ 〃 ハナ ４３．４

８１３ サダムルージュ 牝２栗 ５４ 幸 英明大西 定氏 中村 均 新冠 ハシモトフアーム ４７６＋１６１：３５．８２ ９０．０�
４５ オープンシャッセ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平 �サンデーレーシング 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３０± ０１：３５．９� ５２．５�

８１２ トーワテレサ 牝２青 ５４ 後藤 浩輝齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム ４２２－ ２ 〃 ハナ ３１．７
６８ テイエムアコガレ 牝２鹿 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか テイエム牧場三石分場 ４２０－ ４ 〃 クビ ４１８．０�
６９ ヒロコファンタジー 牝２栗 ５４ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 新冠 八木サニー

ファーム ４３０± ０１：３６．０クビ ３２．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，６６２，４００円 複勝： ２８，７５７，０００円 枠連： １１，６６７，２００円

普通馬連： ４２，４７９，０００円 馬単： ３７，０１８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１７０，７００円

３連複： ５６，０８０，１００円 ３連単： ９５，０８３，９００円 計： ３０７，９１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １，９５０円 � １４０円 枠 連（１－５） ７００円

普通馬連 �� ３５，４３０円 馬 単 �� ５２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，２２０円 �� １５０円 �� １１，０７０円

３ 連 複 ��� ２２，２２０円 ３ 連 単 ��� １８８，１３０円

票 数

単勝票数 計 １７６６２４ 的中 � ６７０７３（１番人気）
複勝票数 計 ２８７５７０ 的中 � １１７２４５（１番人気）� １７２３（１２番人気）� ５６８８２（２番人気）
枠連票数 計 １１６６７２ 的中 （１－５） １２３９２（２番人気）
普通馬連票数 計 ４２４７９０ 的中 �� ８８５（４４番人気）
馬単票数 計 ３７０１８９ 的中 �� ５１６（７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１７０７ 的中 �� ４３２（５２番人気）�� ４８００５（１番人気）�� ３２０（５６番人気）
３連複票数 計 ５６０８０１ 的中 ��� １８６３（５８番人気）
３連単票数 計 ９５０８３９ 的中 ��� ３７３（３９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３４．７―４６．８―５８．９―１：１０．８―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
３ １（２，９）３（４，１１）６（７，１０）１２，１３（５，８） ４ ・（１，２）９（３，４）１１（６，７，１０）１３，１２（５，８）

勝馬の
紹 介

カスクドール �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Darshaan デビュー ２００９．１０．１１ 京都３着

２００７．３．６生 牝２鹿 母 キュンティア 母母 One Life ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



２９０７５１０月３１日 晴 良 （２１京都４）第７日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時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

１：０８．３
１：０７．８

良

良

８１１ ダノンカスガ 牡２青鹿５５ 和田 竜二�ダノックス 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：０９．２ ７．４�

６８ テイエムファイヤー 牡２栗 ５５ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 松田 三千雄 ４７２± ０１：０９．４１� ５．４�
７１０ セレスワンラヴ 牝２黒鹿５４ 川島 信二岡 浩二氏 宮本 博 新冠 パカパカ

ファーム ４１４－ ４ 〃 ハナ ７．３�
２２ メイショウトリノ 牡２鹿 ５５ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４８０－ ２１：０９．８２� １．７�
５６ サダムシンプウ 牡２栗 ５５ 岩田 康誠大西 定氏 中村 均 新冠 斉藤 安行 ４６２＋２８ 〃 ハナ １６．３�
３３ グッドブライダル 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４４０－ ８ 〃 ハナ ９４．９�
４４ キセキノウタ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平	ターフ・スポート山内 研二 浦河 地興牧場 ４６２＋ ４１：１０．０１� ２４．９

５５ ル ク リ ア 牝２鹿 ５４ 川田 将雅 	ノースヒルズマネ

ジメント 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３２± ０ 〃 アタマ ３０６．７�
１１ リッカスウィープ 牡２鹿 ５５ 小牧 太立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４６２＋１２ 〃 アタマ １６．３�
７９ セイラヴリイ 牝２鹿 ５４ 酒井 学金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 川端牧場 ４４４± ０１：１０．２１� ３６３．５
８１２ 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 ４２４－ ４１：１０．３� ３２７．０�
６７ シゲルツキヤマドノ 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 白瀬 明 ４３８－ ２１：１１．３６ １５９．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，６６１，６００円 複勝： ３８，６７０，１００円 枠連： １０，１５９，９００円

普通馬連： ３９，７４５，５００円 馬単： ３３，７８１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，１６６，４００円

３連複： ４９，１９５，３００円 ３連単： ９１，７８７，１００円 計： ２９９，１６７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ３００円 � ２２０円 � ３６０円 枠 連（６－８） １，４３０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ８８０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ３，２９０円 ３ 連 単 ��� ２３，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２０６６１６ 的中 � ２２１０８（４番人気）
複勝票数 計 ３８６７０１ 的中 � ３２９６２（３番人気）� ５２３７７（２番人気）� ２６０７７（４番人気）
枠連票数 計 １０１５９９ 的中 （６－８） ５２５０（６番人気）
普通馬連票数 計 ３９７４５５ 的中 �� １６７７３（７番人気）
馬単票数 計 ３３７８１５ 的中 �� ６１２６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５１６６４ 的中 �� ６５１３（６番人気）�� ４０５１（１２番人気）�� ８５０２（５番人気）
３連複票数 計 ４９１９５３ 的中 ��� １１０３６（１１番人気）
３連単票数 計 ９１７８７１ 的中 ��� ２８７８（７８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１１．５―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．３―４５．８―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンカスガ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 O’Reilly デビュー ２００９．１０．４ 阪神４着

２００７．４．１生 牡２青鹿 母 ファイナルデスティネーション 母母 Logical Lady ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
※ルクリア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２９０７６１０月３１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１京都４）第７日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

２２ イコールパートナー 牝４栗 ５８ 金折 知則古谷 道昌氏 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２＋１６３：１４．０ １３．５�

４６ � マンノダイヤモンド 牝６栗 ５８ 今村 康成萬野 順啓氏 武田 博 新冠 若林牧場 ４６４＋１２３：１５．０６ ２４．２�
８１４ ドリームガールズ 牝４栗 ５８ 小坂 忠士山本 慎一氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４４６－ ６３：１５．２１� ７．１�
１１ マッキーガリウム 牡３黒鹿５８ 佐久間寛志薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４６０＋１０３：１６．１５ １４．３�
３３ ドラゴンホーラー 牡４鹿 ６０ 高野 容輔��昭牧場 荒川 義之 浦河 赤田牧場 ５０８＋１０３：１７．０５ ６８．２�
７１１� テイエムカイブツ �７栃栗６０ 仲田 雅興竹園 正繼氏 小島 貞博 静内 千代田牧場 ４５８－ ４３：１８．２７ ５７．４�
５７ コ ー ド 牡３鹿 ５８ 高野 和馬松平 正樹氏 高松 邦男 日高 山際 辰夫 ４６８－１０３：１８．５１� １１２．９	
５８ ビクトリーレディー 牝３鹿 ５６ 岩崎 祐己菅藤 宗一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 ４９０＋１６３：１９．０３ ４２．８

３４ トーコーシゲル 牡３栗 ５８ 南井 大志森田 藤治氏 湯窪 幸雄 三石 米田牧場 ４５２－ ８３：１９．５３ １１８．５�
８１３ ユーセイヤマトオー 牡３鹿 ５８ 出津 孝一�アサヒクラブ 岩元 市三 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５１８＋ ８３：２０．１３� １０２．４�
７１２ マーベラスパレード 牡６栗 ６０ 菊地 昇吾笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４６４－ ６３：２１．５９ １４．３
６９ � サフランチカラ 牡４鹿 ６０ 北沢 伸也海原 聖一氏 大根田裕之 平取 高橋 啓 ４７８＋１０３：２２．６７ １３０．２�
６１０� エーシンビッグシー 牡３芦 ５８ 西谷 誠�栄進堂 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４９８＋１６３：２３．４５ ６．４�
４５ � メイショウオバナ 牝４芦 ５８ 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 赤田牧場 ４７４＋ ６ （競走中止） １．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，６８４，９００円 複勝： ２６，６２０，０００円 枠連： １２，００５，３００円

普通馬連： ３０，８８２，８００円 馬単： ２９，８２９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，７３８，６００円

３連複： ４４，９５１，９００円 ３連単： ７７，６４０，６００円 計： ２４８，３５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ８００円 � ９３０円 � ３６０円 枠 連（２－４） １，０６０円

普通馬連 �� ８，５８０円 馬 単 �� １８，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０９０円 �� １，８００円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ２２，４４０円 ３ 連 単 ��� １８１，９１０円

票 数

単勝票数 計 １２６８４９ 的中 � ７４０６（４番人気）
複勝票数 計 ２６６２００ 的中 � ８４４６（６番人気）� ７１６４（７番人気）� ２１７３７（２番人気）
枠連票数 計 １２００５３ 的中 （２－４） ８３９４（５番人気）
普通馬連票数 計 ３０８８２８ 的中 �� ２６５８（２５番人気）
馬単票数 計 ２９８２９４ 的中 �� １１７２（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３７３８６ 的中 �� １６０９（２２番人気）�� １８８２（１９番人気）�� ２３２９（１０番人気）
３連複票数 計 ４４９５１９ 的中 ��� １４７９（５７番人気）
３連単票数 計 ７７６４０６ 的中 ��� ３１５（３８１番人気）

上り １マイル １：４７．０ ４F ５３．０－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イコールパートナー �
�
父 カリズマティック �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．１１．１０ 京都４着

２００５．２．２２生 牝４栗 母 グレートキャティ 母母 ルーシームーン 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走中止〕 メイショウオバナ号は，１周目４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シンゼンライク号
（非抽選馬） １頭 マルブツライト号



２９０７７１０月３１日 晴 良 （２１京都４）第７日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０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

８１５ エターナルロブロイ 牡２鹿 ５５ 武 豊大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０４ ―１：２５．１ ３．４�

２２ ナリタシルエット 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４５０ ―１：２６．０５ ９．４�
３５ ニホンピロワルター 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４６４ ―１：２７．１７ １５．９�
２３ マイネスペラーレ 牝２栗 ５４ 和田 竜二 �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 ４５８ ―１：２７．２� ５４．８�
４７ リバーハイランド 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７８ ―１：２７．３クビ ５．１�
５９ サイドエッジ 牡２芦 ５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４６２ ―１：２７．８３ ３２．９	
３４ ナムラナイト 牡２芦 ５５ 太宰 啓介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 漆原 哲雄 ４９８ ―１：２８．０１� ２８．４

８１４ メジロレーガン 牡２鹿 ５５ 川島 信二�メジロ牧場 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４８８ ―１：２９．３８ ２．５�
６１０ オリオンザドーター 牝２栗 ５４

５１ ▲松山 弘平平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４４４ ― 〃 クビ ６７．３�
６１１ シゲルユキムラ 牡２栗 ５５ 小牧 太森中 蕃氏 服部 利之 むかわ 上水牧場 ５０６ ―１：２９．６１� ３７．６
４６ シルクケーニッヒ 牡２鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介有限会社シルク本田 優 日高 北陽ファーム ５０８ ―１：３０．３４ １７２．６�
７１２ カワキタドン �２鹿 ５５ 福永 祐一川島 吉男氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ４０６ ― 〃 ハナ １１４．７�
１１ ナムラエンドレス 牡２栗 ５５ 岩田 康誠奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４７４ ―１：３０．４� １８．６�
７１３ ハイプリンセス 牝２栗 ５４ 高野 容輔服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 ヤマタケ牧場 ４１６ ―１：３１．０３� １９９．３�
５８ メイショウブソン 牡２鹿 ５５ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４２６ ―１：３２．５９ ２６２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，３３８，１００円 複勝： ２１，３６６，８００円 枠連： １７，７５１，２００円

普通馬連： ３８，０７４，６００円 馬単： ３２，００１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７１２，８００円

３連複： ５２，１５７，１００円 ３連単： ８２，９１３，２００円 計： ２７７，３１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � ２９０円 枠 連（２－８） ６４０円

普通馬連 �� １，７４０円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ９２０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ６，４７０円 ３ 連 単 ��� ２８，６８０円

票 数

単勝票数 計 １６３３８１ 的中 � ３８２１１（２番人気）
複勝票数 計 ２１３６６８ 的中 � ４５４５０（２番人気）� ２０９１６（４番人気）� １６９９３（５番人気）
枠連票数 計 １７７５１２ 的中 （２－８） ２０５１５（３番人気）
普通馬連票数 計 ３８０７４６ 的中 �� １６１９２（６番人気）
馬単票数 計 ３２００１２ 的中 �� ８１０１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７１２８ 的中 �� ５８４３（６番人気）�� ４４７４（９番人気）�� ３２７０（１３番人気）
３連複票数 計 ５２１５７１ 的中 ��� ５９５１（２０番人気）
３連単票数 計 ８２９１３２ 的中 ��� ２１３４（７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．４―４７．６―５９．８―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナルロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Pentelicus 初出走

２００７．４．１３生 牡２鹿 母 エターナルビート 母母 Double Wiggle １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 シゲルユキムラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウブソン号は，平成２１年１１月３０日まで平地競走に出走できない。



２９０７８１０月３１日 晴 良 （２１京都４）第７日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０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

８１３ アドマイヤプリンス 牡２鹿 ５５ 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５１０ ―２：０１．７ ４．７�

４５ シーキングフェイム 牝２鹿 ５４ 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４６４ ―２：０２．１２� １５．９�

３４ ジャポニズム 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２ ― 〃 クビ １．８�

５７ サトノサウザー 牡２栗 ５５ 岩田 康誠里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７２ ―２：０２．８４ １３．６�
７１２� リヴィアローズ 牝２鹿 ５４ 武 豊山本 英俊氏 矢作 芳人 愛 J. Jam-

gotchian ４３６ ―２：０３．０１� １４．５�
６１０ グランクロワ 牡２栗 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７６ ― 〃 クビ ５．０	
６９ テーオーガンダム 牡２鹿 ５５ 小牧 太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ４９８ ―２：０４．０６ ２５．８

４６ メイショウユウダイ 牡２栗 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 近藤牧場 ４８０ ―２：０４．１クビ ８４．８�
５８ キングリョウガ 牡２栗 ５５ 浜中 俊増田 陽一氏 中村 均 青森 イズモリファーム ４６４ ― 〃 同着 ２０８．５�
１１ シゲルサコン 牡２鹿 ５５ 岩崎 祐己森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田スタツド ５２０ ―２：０４．４２ ３８８．０
２２ テイエムブルース 牡２黒鹿５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ４９８ ―２：０４．７１	 ２６２．８�
３３ テンシノデジタル 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介杉谷 枡夫氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ５１４ ―２：０５．２３ ２１９．３�
８１４ ターンアラウンド 牡２鹿 ５５ 田嶋 翔伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４８４ ―２：０５．４１� １６３．０�
７１１ サンデーキリシマ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 片倉 拓司 ５０８ ―２：０５．５クビ ２０８．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，２０８，０００円 複勝： ２９，５８３，９００円 枠連： １４，３５１，６００円

普通馬連： ４７，０６９，３００円 馬単： ４２，０６７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８４７，９００円

３連複： ５６，５８９，８００円 ３連単： １０７，３０３，４００円 計： ３３９，０２１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � １１０円 枠 連（４－８） ２，４００円

普通馬連 �� ３，２３０円 馬 単 �� ５，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ２１０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� １５，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２５２０８０ 的中 � ４２６５８（２番人気）
複勝票数 計 ２９５８３９ 的中 � ４２１４９（２番人気）� １８９５６（５番人気）� １２１７７１（１番人気）
枠連票数 計 １４３５１６ 的中 （４－８） ４４１９（９番人気）
普通馬連票数 計 ４７０６９３ 的中 �� １０７６５（１１番人気）
馬単票数 計 ４２０６７３ 的中 �� ５８５８（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８４７９ 的中 �� ４７８３（９番人気）�� ２４８５６（１番人気）�� １０１１０（３番人気）
３連複票数 計 ５６５８９８ 的中 ��� ２８６８８（４番人気）
３連単票数 計１０７３０３４ 的中 ��� ５１５５（４６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１３．０―１３．０―１２．６―１２．７―１２．３―１１．７―１１．４―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３６．７―４９．７―１：０２．３―１：１５．０―１：２７．３―１：３９．０―１：５０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤプリンス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

２００７．５．２７生 牡２鹿 母 プロモーション 母母 アサーション １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 サンデーキリシマ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



２９０７９１０月３１日 晴 良 （２１京都４）第７日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４６ 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 ４４４－ ２１：５１．４ １６．０�

７１３ キャプテンマジン 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ３．７�
６１０ キクノセンヒメ 牝３鹿 ５３ 飯田 祐史菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４５０± ０１：５１．５� ４３．４�
２３ ベルモントゴラッソ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント

ファーム ５２８＋ ４１：５１．７１� ３６．３�
１１ ル ナ キ ッ ズ 牡３栗 ５５ 武 豊畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６２± ０１：５１．８クビ ２．６�
６１１ ナムラフューチャー 牡４鹿 ５７ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４７０－ １１：５２．１２ ９．３�
３５ メイショウローツェ 牡３栗 ５５ C．スミヨン 松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４５２＋ ６ 〃 ハナ ９．１	

（仏）

２２ ガ リ ア ー ノ 牡３栗 ５５
５２ ▲松山 弘平 �キャロットファーム 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ６ 〃 アタマ １０．４


５８ ワンダーアサールト 牡３黒鹿５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 新ひだか 米田牧場 ４８４＋ ２１：５２．３１	 ９１．２�
７１２
 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 ４９０＋ ６１：５２．４	 １７．３�
５９ �
 トップオブオナー 牡５鹿

５７
５４ ▲国分 恭介横瀬 兼二氏 山内 研二 米 Darby Dan

Stables ５０４＋ ６１：５２．９３ ４９．２
８１５ サンライズフェア 牡３鹿 ５５ 池添 謙一松岡 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 B４９４＋ ８１：５３．０クビ ６６．９�
４７ レッドファング 牡３鹿 ５５ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８４± ０１：５３．１� ３５．０�
８１４
 アサケボーイ 牡４栗 ５７ 植野 貴也大橋 堯氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４８４＋ ２１：５３．７３	 ４７３．１�
３４ ナムラハーン 牡４鹿 ５７ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５０６＋１８１：５３．９１� ２１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，９３２，５００円 複勝： ３４，９６２，３００円 枠連： １８，２０９，５００円

普通馬連： ６１，４８２，９００円 馬単： ４２，４３２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２１６，６００円

３連複： ７７，３９２，９００円 ３連単： １２４，３７３，６００円 計： ４０４，００２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６００円 複 勝 � ３４０円 � １７０円 � ８９０円 枠 連（４－７） １，０３０円

普通馬連 �� ２，９１０円 馬 単 �� ７，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� ６，２４０円 �� ３，９８０円

３ 連 複 ��� ４２，７９０円 ３ 連 単 ��� ３０４，９５０円

票 数

単勝票数 計 １９９３２５ 的中 � ９８３０（６番人気）
複勝票数 計 ３４９６２３ 的中 � ２５５２３（４番人気）� ７１５３９（２番人気）� ８１３８（１０番人気）
枠連票数 計 １８２０９５ 的中 （４－７） １３１３８（３番人気）
普通馬連票数 計 ６１４８２９ 的中 �� １５６３４（１０番人気）
馬単票数 計 ４２４３２３ 的中 �� ４０７６（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２１６６ 的中 �� ６２９２（１０番人気）�� ９７１（５６番人気）�� １５３６（４０番人気）
３連複票数 計 ７７３９２９ 的中 ��� １３３５（１１０番人気）
３連単票数 計１２４３７３６ 的中 ��� ３０１（７１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．９―４８．５―１：０１．３―１：１４．４―１：２６．５―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

シ ャ ア �
�
父 ツルマルボーイ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００９．３．２８ 中京１４着

２００６．５．２１生 牡３栗 母 ナックオフィス 母母 ワールドマドンナ １４戦１勝 賞金 ２１，１００，０００円
〔制裁〕 シャア号の騎手小坂忠士は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）
※キクノセンヒメ号は，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。



２９０８０１０月３１日 晴 良 （２１京都４）第７日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

３６ スペシャルクイン 牝３青鹿５３ 福永 祐一菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４６２＋１４１：１０．９ ６．６�

１１ ベストオブミー 牝４栗 ５５ 岩田 康誠飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４６０＋ ４１：１１．０� ２７．８�
７１４ ブラックティー 牝５鹿 ５５ 和田 竜二�日進牧場 柴田 政見 様似 スイートフアーム ４６６＋１２ 〃 ハナ ９３．４�
８１５ メイショウワカツキ 牝４青 ５５

５３ △荻野 琢真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 B５２４－ ４１：１１．２１� ６．２�
６１１ ア ナ モ リ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４３４＋ ２ 〃 クビ ２．６�
５９ オメガロンド 牝５鹿 ５５ 幸 英明原 �子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６１：１１．６２� ７９．６�
２４ ロイヤルタバスコ 牝５栗 ５５ 池添 謙一細川祐季子氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４６２－ ２１：１１．７クビ ９５．８	
４８ アデュラリア 牝３芦 ５３ 藤岡 佑介�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４６４－２０ 〃 クビ １７．８

１２ オ オ ヒ メ 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５２４－ ４１：１１．８� ７．８�
３５ ザ デ イ 牝３青鹿５３ 後藤 浩輝吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７２± ０１：１１．９クビ ３６．３�
４７ ツルマルハロー 牝３鹿 ５３ 浜中 俊鶴田 任男氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４５２＋ ４ 〃 ハナ １６．７
８１６ トウカイミステリー 牝３栗 ５３ 武 幸四郎内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 ４４８－ ６１：１２．３２� ６．７�
２３ アイファーラブラブ 牝７鹿 ５５ 小牧 太中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ９３．８�
６１２ ニシノヴァネッサ 牝５芦 ５５ 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８０－１４１：１２．５１ ２４５．３�
７１３ リ ュ ウ メ イ 牝４鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４６４－ ６１：１２．８１� ４２．８�
５１０ ワンダーグラス 牝６鹿 ５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５４２＋ ６１：１２．９クビ ３８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７１４，８００円 複勝： ４０，７０４，１００円 枠連： ２３，８６４，９００円

普通馬連： ７５，９４６，３００円 馬単： ４７，６７７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２２２，１００円

３連複： ９４，１６１，８００円 ３連単： １５２，１８３，６００円 計： ４８７，４７５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ３００円 � ６７０円 � １，９３０円 枠 連（１－３） １，８２０円

普通馬連 �� ７，７６０円 馬 単 �� １４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５２０円 �� ６，３７０円 �� １６，６７０円

３ 連 複 ��� １８１，９２０円 ３ 連 単 ��� ６７２，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２４７１４８ 的中 � ２９７２１（３番人気）
複勝票数 計 ４０７０４１ 的中 � ４０８５６（５番人気）� １５５４６（８番人気）� ４９６９（１３番人気）
枠連票数 計 ２３８６４９ 的中 （１－３） ９７２８（９番人気）
普通馬連票数 計 ７５９４６３ 的中 �� ７２２４（２５番人気）
馬単票数 計 ４７６７７４ 的中 �� ２３７８（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２２２１ 的中 �� ２８０６（２８番人気）�� １０８６（５３番人気）�� ４１２（９４番人気）
３連複票数 計 ９４１６１８ 的中 ��� ３８２（２７０番人気）
３連単票数 計１５２１８３６ 的中 ��� １６７（１２０６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．４―１１．６―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．３―４５．９―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペシャルクイン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２００８．９．２０ 札幌２着

２００６．４．８生 牝３青鹿 母 ソシアルクイーン 母母 ニーストウシヨウ ９戦３勝 賞金 ２７，３００，０００円



２９０８１１０月３１日 晴 良 （２１京都４）第７日 第９競走 ��
��１，８００�

はぎ

萩 ス テ ー ク ス
発走１４時２５分 （芝・右・外）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４６．６

良

良

１１ � コスモファントム 牡２鹿 ５５ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley
Thoroughbreds ４８４＋ ４１：４６．７ １０．２�

４４ テイラーバートン 牝２鹿 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：４７．１２� ４．２�
５５ エイシンフラッシュ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：４７．２	 ９．９�
７８ ダノンハラショー 牡２栗 ５５ C．スミヨン�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４３４± ０１：４７．３	 １１．０�

（仏）

３３ ブラックゼット 牡２黒鹿５５ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 水上 習孝 ４８０－ ６１：４７．６２ ２９．１�
７７ 
 カットイッタウト 牡２栗 ５５ 藤田 伸二平井 裕氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 ４２６－ ２１：４７．９２ １６０．０	
８１０ アマファソン 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：４８．２２ １７．７

８９ ヒットメーカー 牡２青鹿５５ 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４５４± ０１：４８．３クビ １．８�
６６ スズカイルマン 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７４－ ４１：４９．３６ １６．８�
２２ テイエムハエゲナ 牡２鹿 ５５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４４２＋ ６１：４９．５１ ２５５．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４０，４６２，１００円 複勝： ６３，９９２，７００円 枠連： １８，０２２，７００円

普通馬連： １０５，１９２，５００円 馬単： ８４，９１８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，４８３，７００円

３連複： １１３，６０９，８００円 ３連単： ３０３，９６２，９００円 計： ７６４，６４４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ２８０円 � ２１０円 � ３１０円 枠 連（１－４） １，９９０円

普通馬連 �� １，８４０円 馬 単 �� ４，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ９３０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ３，９９０円 ３ 連 単 ��� ２８，３００円

票 数

単勝票数 計 ４０４６２１ 的中 � ３１５１５（４番人気）
複勝票数 計 ６３９９２７ 的中 � ５８２１６（３番人気）� ９３２１０（２番人気）� ５０８４５（５番人気）
枠連票数 計 １８０２２７ 的中 （１－４） ６７０１（８番人気）
普通馬連票数 計１０５１９２５ 的中 �� ４２２２８（７番人気）
馬単票数 計 ８４９１８２ 的中 �� １３８０７（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４４８３７ 的中 �� １５０７６（７番人気）�� ８８３６（１４番人気）�� １３９７４（８番人気）
３連複票数 計１１３６０９８ 的中 ��� ２１０１８（１６番人気）
３連単票数 計３０３９６２９ 的中 ��� ７９２９（９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３４．７―４６．４―５８．８―１：１１．１―１：２２．９―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３５．６
３ ４－（１，２，９）（８，５，６）３－（７，１０） ４ ４（１，２，９，６）５（８，３）（７，１０）

勝馬の
紹 介

�コスモファントム �
�
父 Stephen Got Even �

�
母父 Paris House デビュー ２００９．６．２８ 阪神３着

２００７．２．８生 牡２鹿 母 Southern House 母母 My Southern Love ５戦２勝 賞金 ３０，７８９，０００円
〔制裁〕 ブラックゼット号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
※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。



２９０８２１０月３１日 晴 良 （２１京都４）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

や さ か

八坂ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳
以上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１１ ア ク シ オ ン 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５２０－ ６１：４５．８ ５．０�

３４ ス ピ リ タ ス �４栗 ５７ 武 豊 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４０－ ２１：４５．９� １．９�
４５ スペルバインド 牝４鹿 ５５ C．スミヨン �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ５０２＋ ４ 〃 ハナ ８．８�

（仏）

２２ ダンツホウテイ 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７４＋ ８１：４６．０� ５．６�
５８ ミッキーペトラ 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ５００＋１４１：４６．１� ３５．１�
３３ ホーマンアラシ 牡６栗 ５７ 福永 祐一久保 博文氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４８４± ０１：４６．３１	 １８１．４�
６１０ ダイレクトキャッチ 牡５黒鹿５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 村山 明 追分 追分ファーム ４９６－１０１：４６．４� ５８．１	
５７ シゲルタック 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７４－ ２ 〃 ハナ １９３．５

４６ 
 ウィズディクタット 牡５青鹿５７ 浜中 俊加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４９８± ０ 〃 ハナ ４７３．８�
８１３ ルールプロスパー 牡４青鹿５７ 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７０－ ４ 〃 アタマ １５．１�
６９ トップクリフォード 牡３黒鹿５５ 幸 英明横瀬 兼二氏 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ５０６＋１８１：４６．８２� ３８．２
７１２ ノットアローン 牡４青 ５７ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７４± ０１：４７．３３ １２．１�
７１１ タイセイファイター 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５３０± ０１：４８．１５ １６４．８�
８１４ エフティイカロス 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４７６＋１６１：５０．９大差 １８８．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４４，７９１，６００円 複勝： ７４，８２８，８００円 枠連： ２７，４２０，８００円

普通馬連： １５７，９９３，４００円 馬単： ９９，８７０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，４９１，２００円

３連複： １５７，８４８，６００円 ３連単： ３５５，２９０，０００円 計： ９６１，５３４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（１－３） ３９０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ６５０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ５，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４４７９１６ 的中 � ７０８９０（２番人気）
複勝票数 計 ７４８２８８ 的中 � １１２５８５（２番人気）� ３０７０２８（１番人気）� ６８３０２（４番人気）
枠連票数 計 ２７４２０８ 的中 （１－３） ５２８９０（１番人気）
普通馬連票数 計１５７９９３４ 的中 �� ３２７５４５（１番人気）
馬単票数 計 ９９８７０１ 的中 �� ６９２５２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３４９１２ 的中 �� ７３８４２（１番人気）�� １３６３２（８番人気）�� ２９０５８（４番人気）
３連複票数 計１５７８４８６ 的中 ��� １２４６６７（２番人気）
３連単票数 計３５５２９００ 的中 ��� ４９７５４（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．０―４６．７―５８．９―１：１０．９―１：２２．４―１：３３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ク シ オ ン �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００６．３．１２ 中山１着

２００３．３．２９生 牡６鹿 母 グレイテストヒッツ 母母 Simple Taste １５戦５勝 賞金 １０８，３３０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エフティイカロス号は，平成２１年１１月３０日まで平地競走に出走できない。
※ウィズディクタット号は，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。



２９０８３１０月３１日 晴 良 （２１京都４）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�第５２回毎日放送賞スワンステークス（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５５�４歳以上５７�，牝馬
２�減，２０．１１．１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，２０．１０．３１以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

毎日放送賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，４１４，０００円 ４０４，０００円 ２０２，０００円
生産者賞
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

６１２� キンシャサノキセキ 牡６鹿 ５７ C．スミヨン 吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave
Joint Venture B４９６± ０１：２０．３ ８．６�

（仏）

６１１ アーリーロブスト 牡３鹿 ５５ 池添 謙一�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４８８－ １ 〃 クビ ７２．４�
８１７ マルカフェニックス 牡５栗 ５８ 福永 祐一河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５２２＋ ２１：２０．４� ７．４�
２４ ショウナンカザン 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４８２± ０１：２０．５クビ ８．９�
７１４ スズカコーズウェイ 牡５栗 ５８ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４９２＋ ８１：２０．７１	 ５．７�
８１６ プレミアムボックス 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５３０＋ ２１：２０．８
 ３３．９	
５９ クラウンプリンセス 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８０－ ４ 〃 クビ １２．０

１２ フィフスペトル 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋ ８ 〃 ハナ １０．７�
３５ ボストンオー 牡４芦 ５７ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４９６＋ ６ 〃 ハナ ４６．１�
１１ マイネルレーニア 牡５栗 ５８ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５２４－ ２１：２０．９クビ １２．２
７１３ トレノジュビリー 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４７０＋１０ 〃 ハナ ７．１�
５１０ ヘイローフジ 牝６栗 ５５ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４９２± ０ 〃 アタマ １４０．４�
７１５ ホッカイカンティ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ５１０＋ ２ 〃 クビ １９．１�
４７ タマモホットプレイ 牡８栗 ５７ 赤木高太郎タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８４－ ４ 〃 ハナ ８５．９�
４８ グラスキング 牡３鹿 ５５ 武 豊半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：２１．１１	 １１．６�
２３ ファイングレイン 牡６黒鹿５８ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９６± ０ 〃 ハナ ３３．９�
８１８� ドラゴンウェルズ 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-

bred Partnership ４８８＋ ８１：２１．３１	 ３１．３�
３６ アップドラフト �７鹿 ５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 安田 隆行 追分 追分ファーム ４９８＋ ２ 〃 アタマ ２４．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９３，４６８，４００円 複勝： １３６，１５３，２００円 枠連： １０６，８７５，９００円

普通馬連： ５７３，４４５，５００円 馬単： ２５１，４７３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４６，４２７，３００円

３連複： ６７８，８９７，１００円 ３連単： １，１４９，１６６，３００円 計： ３，１３５，９０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ３７０円 � １，７３０円 � ２９０円 枠 連（６－６） ３１，６１０円

普通馬連 �� ４２，７９０円 馬 単 �� ７４，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，８４０円 �� １，６３０円 �� １１，０７０円

３ 連 複 ��� １５４，６９０円 ３ 連 単 ��� ８８１，５９０円

票 数

単勝票数 計 ９３４６８４ 的中 � ８６１２３（４番人気）
複勝票数 計１３６１５３２ 的中 � １０２２３３（５番人気）� １７７６３（１７番人気）� １４０１３７（３番人気）
枠連票数 計１０６８７５９ 的中 （６－６） ２４９６（３５番人気）
普通馬連票数 計５７３４４５５ 的中 �� ９８９２（１０４番人気）
馬単票数 計２５１４７３６ 的中 �� ２４７５（２０５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４６４２７３ 的中 �� ３２８１（１１１番人気）�� ２２７８９（１５番人気）�� ３２１２（１１３番人気）
３連複票数 計６７８８９７１ 的中 ��� ３２３９（４１４番人気）
３連単票数 計１１４９１６６３ 的中 ��� ９６２（２３６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．７―４６．１―５７．２―１：０８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キンシャサノキセキ �
�
父 Fuji Kiseki �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００５．１２．３ 中山１着

２００３．９．２４生 牡６鹿 母 Keltshaan 母母 Featherhill ２３戦７勝 賞金 ３４９，６０３，０００円
〔制裁〕 ドラゴンウェルズ号の騎手武幸四郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（６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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 オースミダイドウ号・スピードタッチ号・ナスノストローク号・ハギノトリオンフォ号・ブラックバースピン号・

メイショウトッパー号・モルトグランデ号・ラインブラッド号・レジネッタ号・ワイルドシャウト号
※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。



２９０８４１０月３１日 晴 良 （２１京都４）第７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

４８ スマートタイタン 牡３栗 ５５ C．スミヨン 大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ２１：５０．０ ４．５�
（仏）

２４ ダイシンオレンジ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ４９０± ０１：５０．３１� ５．４�
７１４ 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 ５１６－ ２１：５０．５１� ５５．３�
４７ 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 ４９０＋ ４１：５０．６� １７．８�
８１５ ナックルパート 牡５鹿 ５７ 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９０＋ ２ 〃 アタマ １０４．０�
６１２ オーミプレシャス 牡４黒鹿５７ 川島 信二岩� 僖澄氏 田島 良保 様似 山本 和彦 ４５０± ０１：５０．８� ２６．６�
３６ トーセンスターン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠島川 	哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５６－ ８１：５０．９� １２．６

３５ ヤマノローラ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲国分 恭介山泉 恵宥氏 領家 政蔵 新冠 佐藤 信広 ４７６－１２ 〃 クビ ２５．４�
１２ 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 ４８２－ ４１：５１．０� ９６．３�
６１１� ダ イ バ ク フ 牡４鹿 ５７ 田面木博公柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４６６－ ６１：５１．４２� ３４．３
２３ サ バ ス デ イ 牡５黒鹿 ５７

５５ △荻野 琢真 �サンデーレーシング 野中 賢二 早来 ノーザンファーム B５０２＋ ６１：５２．０３� ９２．４�
５１０ ビードラスティック 牡５黒鹿５７ 小坂 忠士吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４４６－ ４１：５２．１クビ ２８３．２�
５９ フロムジオリエント 牡３青鹿５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５００－ ８１：５２．３１� １０．６�
８１６� トーセンモナーク 牡４栗 ５７ 四位 洋文島川 	哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２６＋ ２１：５３．１５ ２．３�
１１ エンシャントアーツ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 飯田 雄三 静内 大典牧場 ４８０＋ ２１：５３．７３� ６１．３�
７１３ カブリオール 	４芦 ５７ 小牧 太前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 パカパカ

ファーム ４９８－１３１：５６．２大差 ９２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，８０９，０００円 複勝： ５７，６８７，３００円 枠連： ３８，２４５，１００円

普通馬連： １３９，０６４，０００円 馬単： ８６，８２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，５７５，５００円

３連複： １６２，４９１，１００円 ３連単： ３２５，１６４，１００円 計： ８９４，８５９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � １，０５０円 枠 連（２－４） ９６０円

普通馬連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ３，４４０円 �� ３，９８０円

３ 連 複 ��� １９，７７０円 ３ 連 単 ��� ８２，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３８８０９０ 的中 � ６９３７６（２番人気）
複勝票数 計 ５７６８７３ 的中 � ９７９３６（２番人気）� ７４２８４（３番人気）� １０９１８（１０番人気）
枠連票数 計 ３８２４５１ 的中 （２－４） ２９４１７（３番人気）
普通馬連票数 計１３９０６４０ 的中 �� ６８９９１（５番人気）
馬単票数 計 ８６８２３５ 的中 �� ２１７７８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６５７５５ 的中 �� ２０７３５（４番人気）�� ３２１６（３６番人気）�� ２７６５（４１番人気）
３連複票数 計１６２４９１１ 的中 ��� ６０６７（５８番人気）
３連単票数 計３２５１６４１ 的中 ��� ２９１３（２３２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．７―１２．２―１３．０―１３．１―１２．５―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２２．６―３４．３―４６．５―５９．５―１：１２．６―１：２５．１―１：３７．３

コーナー
通過順位

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートタイタン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００９．２．２１ 京都１着

２００６．３．３１生 牡３栗 母 サーモンタイム 母母 Icelette ７戦３勝 賞金 ２６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カブリオール号は，平成２１年１１月３０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。
（非抽選馬） ２頭 シンゼンオオジ号・ナニハトモアレ号
※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。



（２１京都４）第７日 １０月３１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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

３０２，６５０，０００円
４，２６０，０００円
１８，４４０，０００円
２，７９０，０００円
３１，３００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，８８７，５００円
５，４７８，８００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
３６６，８７６，６００円
５７１，３５３，０００円
３１０，２２９，６００円
１，３５５，５６０，５００円
８１５，０６０，９００円
４２１，９６１，２００円
１，５９６，３６１，０００円
２，９４１，０９６，６００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ８，３７８，４９９，４００円

総入場人員 ２６，６９５名 （有料入場人員 ２４，８５９名）




