
３２０７３１１月２８日 晴 良 （２１京都５）第７日 第１競走 ��
��１，８００�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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

４８ 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 ５０４－ ４１：５６．０ ４．０�

１１ サックアクロア 牝２青鹿 ５４
５３ ☆藤岡 康太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B４５６－ ４１：５６．９５ ７．１�

２３ リエートフィーネ 牝２黒鹿５４ 角田 晃一 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２０－ ２１：５７．１１ ８７．３�

２４ グランブリーズ 牡２栗 ５５ 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 今井 秀樹 ４７０± ０ 〃 アタマ １２．３�
３６ 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 ４５２± ０ 〃 クビ ８．２�
５１０ プリサイスドリーム 牡２黒鹿５５ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 ミルファーム ４８２－ ８１：５７．４２ １０．９�
７１４ アクティビューティ 牝２芦 ５４ 太宰 啓介�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４９６－ ８１：５７．６１� ２０．６	
４７ ダンツオーロラ 牝２栗 ５４ 安藤 光彰山元 哲二氏 山内 研二 日高 中原牧場 ４５０＋ ２１：５８．２３� １２１．２

６１２ トライアンフウィル 牡２鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 清広 浦河 富菜牧場 ４５０－ ４１：５８．３� ４．６�

３５ テイエムチェリー 牝２鹿 ５４
５１ ▲大下 智竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４３６－ ６１：５８．４� ２６５．６

１２ マイネルハイラント 牡２栗 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ５００＋ ４１：５９．２５ ８９．７�

５９ ロングカムイ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 ５２８＋ ２１：５９．３クビ ６．５�
６１１ ジョーエスケイプ 牝２青鹿 ５４

５２ △田中 健上田けい子氏 柴田 光陽 日高 日高大洋牧場 ４４２± ０１：５９．５１� １７９．５�
８１５ ホッコーブロウ 牡２栗 ５５ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５００± ０１：５９．６� ２２８．６�
８１６ キョウワバーニング 牡２栗 ５５ 岩田 康誠�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 ４５４－ ４１：５９．７クビ ３１．９�
７１３ タツオーカン 牡２栗 ５５ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 大島牧場 ５３４＋２４２：００．２３ １３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，５４６，４００円 複勝： ２４，４４３，６００円 枠連： １３，０８５，９００円

普通馬連： ４３，５０７，４００円 馬単： ２９，９０７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３９７，４００円

３連複： ６２，６７３，２００円 ３連単： ８７，６５９，７００円 計： ２９３，２２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � ２７０円 � ２，０４０円 枠 連（１－４） １，６１０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ８，８７０円 �� ９，０７０円

３ 連 複 ��� ５４，４８０円 ３ 連 単 ��� １８９，７２０円

票 数

単勝票数 計 １３５４６４ 的中 � ２７０３９（１番人気）
複勝票数 計 ２４４４３６ 的中 � ４４７７０（１番人気）� ２４６２７（５番人気）� ２３７４（１３番人気）
枠連票数 計 １３０８５９ 的中 （１－４） ６００９（８番人気）
普通馬連票数 計 ４３５０７４ 的中 �� １８８０３（６番人気）
馬単票数 計 ２９９０７２ 的中 �� ６６７４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３９７４ 的中 �� ６５１７（７番人気）�� ４９４（５９番人気）�� ４８３（６０番人気）
３連複票数 計 ６２６７３２ 的中 ��� ８４９（１２３番人気）
３連単票数 計 ８７６５９７ 的中 ��� ３４１（５３４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１３．９―１３．８―１３．４―１３．１―１２．７―１２．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３８．２―５２．０―１：０５．４―１：１８．５―１：３１．２―１：４３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．５
１
３

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

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

シルクゴスホーク �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００９．８．３０ 新潟４着

２００７．３．２３生 牡２鹿 母 シルクフェニックス 母母 ジュエルドクラウン ５戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０６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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 セイピーシーズ号・ミゲール号
（非抽選馬） １頭 タガノキャプテン号



３２０７４１１月２８日 晴 良 （２１京都５）第７日 第２競走 １，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３５分 （ダート・右）

若手騎手，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

８１６ ペガサスヒーロー 牡２鹿 ５５
５４ ☆藤岡 康太松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４± ０１：２５．７ ２．９�

６１２ レッドアンバー 牡２栗 ５５ 中村 将之�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４６４＋１２１：２６．３３� ４．３�
１２ コアレススキャン 牡２鹿 ５５

５３ △荻野 琢真小林 昌志氏 須貝 彦三 新ひだか 沖田 博志 ４５６－ ２１：２６．５１ ２８．５�
３６ スズカジェネラル 牡２栗 ５５

５３ △田中 健永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４７０± ０１：２７．０３ １６．５�
４７ リリーレインジャー 牡２黒鹿 ５５

５３ △松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 谷口育成牧場 ４６８＋ ４１：２７．１� １０．６�
７１３ クォーターデッキ 牡２鹿 ５５ 上野 翔後藤 繁樹氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４９０－ ６１：２７．４１� ５．７�
８１５ オ ミ ヤ ゲ 牡２青鹿５５ 生野 賢一小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４８０＋１０１：２７．５� ２２．０	
６１１ ホンマキセキ 牝２鹿 ５４ 田村 太雅本間 義和氏 福永 甲 日高 天羽 禮治 ４６６± ０ 〃 クビ １４０．５

５１０ コスモライレローズ 牡２栗 ５５

５２ ▲国分 恭介 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 ４４６＋ ２１：２７．６クビ １１．７�
１１ シゲルユキムラ 牡２栗 ５５

５２ ▲大下 智森中 蕃氏 服部 利之 むかわ 上水牧場 ５０２－ ４ 〃 ハナ １０２．５�
２３ ハナショウブ 牝２栗 ５４ 田中 克典ディアレスト 松永 昌博 日高 福満牧場 ４８４± ０ 〃 クビ ７．２
３５ フジノボーガン 牡２鹿 ５５ 佐久間寛志藤井 五三氏 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４５０－ ６１：２８．０２� ９８．５�
５９ ペプチドストーム 牡２黒鹿５５ 高井 彰大沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４９４－ ４１：２８．６３� １８７．９�
２４ クリノタッチンハネ 牡２鹿 ５５ 北村 浩平栗本 博晴氏 須貝 彦三 青森 野々宮牧場 ４４４－１２１：２８．８１� ２６４．３�
４８ ジョーパフューム 牝２鹿 ５４ 船曳 文士上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム ４１０－ ６１：２９．０１� １６３．８�
７１４ ダイメイボス 牝２鹿 ５４ 黛 弘人宮本 孝一氏 中野 栄治 日高 横井 哲 ３８２－ ８１：３０．９大差 １８７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，７８０，７００円 複勝： ２２，６２７，６００円 枠連： １２，２９７，６００円

普通馬連： ４１，７８７，８００円 馬単： ３０，９９５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９６２，８００円

３連複： ５５，１６１，２００円 ３連単： ８４，４７１，２００円 計： ２７８，０８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ６４０円 枠 連（６－８） ６００円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １，２５０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� ６，４９０円 ３ 連 単 ��� ２２，８５０円

票 数

単勝票数 計 １３７８０７ 的中 � ３８０５３（１番人気）
複勝票数 計 ２２６２７６ 的中 � ５５３１４（１番人気）� ３３６３３（２番人気）� ６４２５（９番人気）
枠連票数 計 １２２９７６ 的中 （６－８） １５２８６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１７８７８ 的中 �� ４８０９２（１番人気）
馬単票数 計 ３０９９５３ 的中 �� ２１２９８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９６２８ 的中 �� １６６５５（１番人気）�� ３１０１（１９番人気）�� １７９７（２９番人気）
３連複票数 計 ５５１６１２ 的中 ��� ６２８０（２５番人気）
３連単票数 計 ８４４７１２ 的中 ��� ２７２９（６８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．９―１２．３―１２．４―１２．６―１３．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペガサスヒーロー �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２００９．１０．１８ 京都６着

２００７．１．１７生 牡２鹿 母 ラブリープリンセス 母母 ラブリーサンライズ ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイメイボス号は，平成２１年１２月２８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。
（非抽選馬） １頭 カネトシメボン号



３２０７５１１月２８日 晴 良 （２１京都５）第７日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時０５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

１：３３．７
１：３３．１

良

良

１２ � エーシンウェズン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５１４－ ４１：３４．２ ２．１�

３６ フォースフルバイオ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４５４－ ４１：３４．４１� ５．４�
８１６ メイショウカンパク 牡２黒鹿５５ C．ルメール 松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８２－ ２１：３４．７１� ３．５�

（仏）

５１０ マイトップイモン 牝２黒鹿５４ 幸 英明井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ３８８－ ４１：３５．３３� １３９．７�
２３ 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－ ４１：３５．７２� ６．８�
７１４ ユキノサイレンス 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４５６＋１６ 〃 クビ ３５．４�
７１５ キタサンボルケーノ 牡２青 ５５ 小牧 太	大野商事 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５２６－１０１：３５．９１	 ２３１．７

３５ 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 ４８０－ ４ 〃 ハナ ７８．８�
４８ シャイニーハリアー 牡２鹿 ５５

５３ △松山 弘平小林 昌志氏 和田正一郎 平取 コアレススタッド ４５４－ ６１：３６．４３ ２０６．６�
８１７ グッドブライダル 牝２鹿 ５４ 川島 信二杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４３４－ ４１：３６．６� ３２０．３
７１３ シゲルナガマサ 牡２栗 ５５ 太宰 啓介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 斉藤スタッド ４５２－ ２１：３６．９１� ５５．６�
６１１ オリオンザカフェ 牡２黒鹿５５ 川田 将雅平本 敏夫氏 作田 誠二 新ひだか 荒木 貴宏 ４５６＋ ４１：３７．５３� ９６．１�
６１２ ドラゴンゼファー 牡２鹿 ５５

５３ △田中 健華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 ４４２＋ ４１：３７．７１	 １６４．５�
４７ 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 ５０８－ ６ 〃 ハナ ３９４．４�
１１ サダムトウコン 牡２黒鹿５５ A．スボリッチ 大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４５４－ ２１：３７．８クビ ４４．２�

（独）

２４ シルクオンステージ 牡２栗 ５５ 酒井 学有限会社シルク西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋２０１：３８．０１	 １８４．２�
８１８ ライクキャロット 牝２栗 ５４ 高橋 亮山口 春夫氏 高橋 隆 新冠 柏木 一則 ４２０－ ８ 〃 ハナ ６３９．５�
５９ オースミアザレア 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ４６４＋ ２１：３８．２１	 ２４．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，７２０，４００円 複勝： ３７，０１５，２００円 枠連： １５，７７８，４００円

普通馬連： ５０，７２２，７００円 馬単： ４４，３４３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４６７，４００円

３連複： ７２，０８９，２００円 ３連単： １２８，７５９，４００円 計： ３９４，８９５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（１－３） ５８０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ２，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２２７２０４ 的中 � ８５６１４（１番人気）
複勝票数 計 ３７０１５２ 的中 � １３０９６０（１番人気）� ５５０８９（３番人気）� ７８０９６（２番人気）
枠連票数 計 １５７７８４ 的中 （１－３） ２０３８４（２番人気）
普通馬連票数 計 ５０７２２７ 的中 �� ５９１６８（２番人気）
馬単票数 計 ４４３４３２ 的中 �� ３７６７０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４６７４ 的中 �� ２３０５０（２番人気）�� ４０７２０（１番人気）�� ２００００（３番人気）
３連複票数 計 ７２０８９２ 的中 ��� ９０８０５（１番人気）
３連単票数 計１２８７５９４ 的中 ��� ３８９８９（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．３―１１．７―１２．０―１２．２―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．８―３４．１―４５．８―５７．８―１：１０．０―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンウェズン �
�
父 Trippi �

�
母父 Our Emblem デビュー ２００９．９．２７ 阪神２着

２００７．４．３生 牡２鹿 母 Xtra Emblem 母母 Nasty Sabina ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※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 サーベルダンス号・シゲルヨシヒロ号
※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。



３２０７６１１月２８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１京都５）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３５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

３４ ヒラボクロイヤル 牡５黒鹿６０ 熊沢 重文�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ４８６＋ ６３：１２．６ ３．５�

７１２ フォルテベリーニ 牡７栗 ６０ 西谷 誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５２０＋ ６３：１３．７７ ３．３�
６９ ナナヨーヒマワリ 牡８栗 ６０ 北沢 伸也尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５２８＋ ６３：１４．２３ ４．８�
１１ 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 ５１２－ ６３：１４．９４ １４６．５�
４５ テイエムモモタロー 牡４青鹿６０ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ４５８＋１４ 〃 ハナ ８８．９�
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± ０３：１５．８５ ５．０	
３３ ニットウサラン 牝６鹿 ５８ 佐久間寛志�日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４６８＋ ６３：１６．５４ ２７．３

４６ ブルーベドウィン 牡４鹿 ６０ 高田 潤 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４８６＋ ８３：１７．２４ ２０．６�
５８ � 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 ４５４－ ４３：１９．１大差 ５４．３�
８１３ ハ ナ ゴ ロ モ 牝３黒鹿５６ 林 満明小菅 定雄氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４６８± ０３：１９．４２ １０６．６
７１１ スターイレブン �９鹿 ６０ 中村 将之吉野加壽代氏 松元 茂樹 三石 本桐牧場 ５０６＋ ４３：１９．６１ ４３．１�
５７ シェヴァルフォルテ 牡３鹿 ５８ 植野 貴也浅野多喜男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４６２－１２３：２０．５５ １１３．３�
６１０ マッキーガリウム 牡３黒鹿５８ 北村 浩平薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４６０± ０３：２０．８２ １１．４�
２２ タマモシンボル 牡３鹿 ５８ 今村 康成タマモ� 中竹 和也 静内 前田牧場 ４９０＋１６３：２１．７５ １４７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，８７１，１００円 複勝： １８，３２５，６００円 枠連： １３，８２０，６００円

普通馬連： ３７，１３６，３００円 馬単： ３１，２５１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８０１，６００円

３連複： ５６，８１７，０００円 ３連単： ９０，１５８，４００円 計： ２７８，１８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（３－７） ６００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ３，６１０円

票 数

単勝票数 計 １４８７１１ 的中 � ３４１４２（２番人気）
複勝票数 計 １８３２５６ 的中 � ３４９３７（１番人気）� ３１８６４（３番人気）� ３０３１９（４番人気）
枠連票数 計 １３８２０６ 的中 （３－７） １７１４２（１番人気）
普通馬連票数 計 ３７１３６３ 的中 �� ４９２１０（１番人気）
馬単票数 計 ３１２５１４ 的中 �� １９０１７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８０１６ 的中 �� １４３１８（１番人気）�� １０３３４（３番人気）�� １０８２１（２番人気）
３連複票数 計 ５６８１７０ 的中 ��� ４４９９０（１番人気）
３連単票数 計 ９０１５８４ 的中 ��� １８４４７（２番人気）

上り １マイル １：４６．０ ４F ５２．５－３F ３９．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクロイヤル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００６．９．２ 札幌２着

２００４．３．１５生 牡５黒鹿 母 マーズヴァイオレット 母母 Spit Curl 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※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 マーベラスパレード号
（非抽選馬） １頭 テイエムダイアナ号



３２０７７１１月２８日 晴 良 （２１京都５）第７日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時２５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

１：１１．０
１：１０．９

重

不良

４８ イッツアチャンス 牡２鹿 ５５ 和田 竜二吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 ４８８ ―１：１３．４ １．９�

３５ � タツパーシヴ 牡２芦 ５５ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou
Farm ４７０ ―１：１３．６１� ４．３�

１１ ネイルダウン 牡２黒鹿５５ 川田 将雅前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０ ―１：１３．７クビ １１８．８�
２４ マ リ ヲ 牡２黒鹿５５ 田中 克典冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４８４ ―１：１４．２３ １０．１�
７１４ エスジーナミ 牝２鹿 ５４ C．ルメール 赤沼 秀典氏 森 秀行 浦河 大北牧場 ４１０ ― 〃 クビ ２６．１�

（仏）

２３ メイショウキルター 牡２黒鹿５５ 福永 祐一松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ４９０ ―１：１４．４１� ６．６�
３６ ダンツフローラ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二山元 哲二氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４４ ―１：１５．１４ ７５．０�
１２ テイエムウミユキ 牝２黒鹿５４ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４３２ ―１：１５．５２� １９２．６	
６１２ ナムラクレイン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７４ ―１：１５．７１� １４．８

４７ ニシノサンダー 	２鹿 ５５ A．スボリッチ 西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４２６ ―１：１６．６５ ２４．２�

（独）

７１３ メイショウイオラニ 牡２黒鹿 ５５
５２ ▲大下 智松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４７２ ― 〃 クビ ２４９．７�

５９ ナリタキョウジン 牡２栗 ５５
５４ ☆藤岡 康太オースミ 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 ４３４ ―１：１６．７クビ １６２．３�

６１１ テイエムランボー 牡２青鹿 ５５
５３ △田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 鮫川 啓一 ４７０ ―１：１６．８
 ６１．８�

５１０ シゲルハンゾウ 牡２芦 ５５ 岩崎 祐己森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ４８８ ―１：１７．３３ ５３．６�
８１５ エプソムパワフル 牡２黒鹿５５ 野元 昭嘉 ジャパン・

ホースマン・クラブ 野元 昭 浦河 馬道 隆 ４５６ ―１：１７．６２ １６４．６�
８１６ クリノイマジン 牡２鹿 ５５

５３ △松山 弘平栗本 博晴氏 矢作 芳人 日高 三輪牧場 ４５６ ―１：１７．８１� ４９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３９５，０００円 複勝： ２１，７２９，１００円 枠連： １４，３０７，４００円

普通馬連： ３８，７７９，５００円 馬単： ３４，５８１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０５６，９００円

３連複： ５１，３２１，５００円 ３連単： ８４，４５３，２００円 計： ２７８，６２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １，９６０円 枠 連（３－４） ４３０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ３，７３０円 �� ３，９９０円

３ 連 複 ��� １２，５９０円 ３ 連 単 ��� ３５，２２０円

票 数

単勝票数 計 １７３９５０ 的中 � ７３８３９（１番人気）
複勝票数 計 ２１７２９１ 的中 � ７６０１０（１番人気）� ４０１７２（２番人気）� １４９４（１２番人気）
枠連票数 計 １４３０７４ 的中 （３－４） ２４９８３（２番人気）
普通馬連票数 計 ３８７７９５ 的中 �� ５９０１８（１番人気）
馬単票数 計 ３４５８１１ 的中 �� ３５８４２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０５６９ 的中 �� １８６８４（１番人気）�� ９４３（３４番人気）�� ８８０（３８番人気）
３連複票数 計 ５１３２１５ 的中 ��� ３００９（３６番人気）
３連単票数 計 ８４４５３２ 的中 ��� １７７０（９５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．９―１２．４―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．７―４８．１―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イッツアチャンス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 パークリージエント 初出走

２００７．３．２５生 牡２鹿 母 プティクレール 母母 シンデレラスマイル 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 キタサンエタニティ号
※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。



３２０７８１１月２８日 晴 良 （２１京都５）第７日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１２時５５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

３６ エクセルサス 牡２栃栗５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４９０ ―２：０４．８ ６．８�

５９ ツヨイキモチ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海宮城 寛也氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０ ―２：０５．０１ ５５．５�

７１３ エドノヤマト 牡２青 ５５ 幸 英明遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス
ファーム ４６４ ― 〃 クビ ４７．１�

５１０ オウケンサクラ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４９０ ―２：０５．１クビ ５．０�
４７ サクラルーセント 牡２青 ５５ 岩田 康誠�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４９４ ―２：０５．２� ５．１�
６１１ ナイスミーチュー 牡２鹿 ５５ C．ルメール�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７６ ―２：０５．３クビ １５．５	

（仏）

２４ ヤマニンフリスキー 牡２青 ５５ 秋山真一郎土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４６４ ― 〃 クビ １５２．９

７１４ エブリシング 牝２青鹿 ５４

５２ △松山 弘平半田 勉氏 西橋 豊治 えりも エクセルマネジメント ４８８ ―２：０５．４クビ ４９．１�
６１２ サンライズトリプル 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２ ― 〃 クビ ６．３�
８１６ ヤマニンエルブ 牡２栗 ５５ A．スボリッチ 土井 肇氏 村山 明 新冠 錦岡牧場 ４６２ ―２：０５．６１� ５０．１

（独）

３５ オメガキングコング 牡２黒鹿５５ 四位 洋文原 �子氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７４ ―２：０５．８１� ９．１�
８１５ ゼ ロ ー ソ 牡２黒鹿５５ 武 豊前田 葉子氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６ ―２：０５．９� ４．２�
１１ ハイプレイズ 牝２青鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 乾 皆雄 ４７２ ―２：０６．１１ １１９．５�
４８ ジパングダマシイ 牡２鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 ４６２ ―２：０６．２� １５６．６�
１２ ヤマカツテンリュウ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ５１２ ―２：０６．９４ ３８．２�
８１７ シンシンキエイ 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４９６ ―２：０７．２１� １５９．４�
２３ メイショウズイカク 牡２鹿 ５５ 浜中 俊松本 好雄氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ５００ ―２：０８．５８ １１０．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １９，９４４，３００円 複勝： ２８，１１４，５００円 枠連： １８，８９４，８００円

普通馬連： ５１，０８８，１００円 馬単： ３４，９７２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２８３，７００円

３連複： ６６，９２６，８００円 ３連単： ９４，４８２，８００円 計： ３３３，７０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ３００円 � １，５２０円 � １，１９０円 枠 連（３－５） ９００円

普通馬連 �� １７，８７０円 馬 単 �� ３２，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４６０円 �� ４，８３０円 �� １５，３９０円

３ 連 複 ��� ２０４，９５０円 ３ 連 単 ��� ７７４，７６０円

票 数

単勝票数 計 １９９４４３ 的中 � ２３４４０（５番人気）
複勝票数 計 ２８１１４５ 的中 � ２９４７９（５番人気）� ４４４４（１２番人気）� ５７４５（１１番人気）
枠連票数 計 １８８９４８ 的中 （３－５） １５６１３（４番人気）
普通馬連票数 計 ５１０８８１ 的中 �� ２１１１（４６番人気）
馬単票数 計 ３４９７２３ 的中 �� ７８４（８１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２８３７ 的中 �� １０６９（４５番人気）�� ９８７（４７番人気）�� ３０６（９６番人気）
３連複票数 計 ６６９２６８ 的中 ��� ２４１（２８８番人気）
３連単票数 計 ９４４８２８ 的中 ��� ９０（１２７１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．８―１３．２―１３．２―１３．１―１２．５―１２．２―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．６―３７．４―５０．６―１：０３．８―１：１６．９―１：２９．４―１：４１．６―１：５３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．４
１
３

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

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

エクセルサス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Cozzene 初出走

２００７．４．３０生 牡２栃栗 母 ラ タ フ ィ ア 母母 Sakura Fabulous １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ジパングダマシイ号は，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。



３２０７９１１月２８日 晴 良 （２１京都５）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２５分 （芝・右・外）

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

１：３２．１
１：３１．５

良

良

３６ ハギノトラスト 牝３栃栗５４ 安藤 勝己安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４４０＋ ２１：３３．９ ５．６�

７１５ マイネルボーデン 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４８２＋ ８１：３４．０� １１．８�

５９ エイワンキセキ 牝５青鹿５５ 藤田 伸二荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４８０± ０ 〃 アタマ １２．１�
８１７ エクスプレスワン 牡４青鹿５７ 福永 祐一齊藤四方司氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ５４６＋ ６ 〃 アタマ ３２．３�
６１１ フェイズシフト 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４４０－ ６１：３４．２１� ６．３�
４７ 	 リ ヴ ザ ル ト 牡４黒鹿５７ C．ルメール 里見 治氏 堀 宣行 豪 Mr T Jarvis ５６８＋ ６ 〃 アタマ ６．２�

（仏）

２３ ファイアレッド 牡４青鹿５７ 中舘 英二 	社台レースホース長浜 博之 三石 追分ファーム ４６６± ０１：３４．４１� ３．７

３５ 
 サクラネクスト 牡５栗 ５７ 上村 洋行�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ３８．７�
１１ テーオーティアラ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太小笹 公也氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６６＋２４ 〃 ハナ １０．０�
８１６ ヒシロイヤル 牡３黒鹿５６ 武 豊阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４９０－１０１：３４．５クビ ２１．８
４８ ファイトザパワー �７鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４９２＋１６１：３４．６� １０９．３�
１２ ザバトルユージロー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３４＋ ４１：３４．７� ２０８．２�
７１３ メイショウルシェロ 牝４黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４２８－ ６ 〃 アタマ ３１．６�
２４ アグネスミヌエット 牝４鹿 ５５ 四位 洋文渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３０＋１６ 〃 クビ ２６．８�
８１８ プリンセスペスカ 牝３栗 ５４ 角田 晃一山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４５８± ０１：３４．８� ３５．８�
５１０ スーパーミノル 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎吉岡 實氏 南井 克巳 静内 マルショウ牧場 ４３４－ ４１：３５．０１ ３２２．４�
６１２ ステイマックス �３鹿 ５６ 赤木高太郎谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２１：３５．５３ ２８４．６�
７１４
 マ イ コ ハ ン 牝４鹿 ５５ 植野 貴也中山 速水氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４７２－１２１：３６．０３ ３７０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，２３３，２００円 複勝： ３４，５８４，４００円 枠連： ２０，４０２，４００円

普通馬連： ６８，２７３，４００円 馬単： ４４，１３８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４２６，３００円

３連複： ８７，２７９，５００円 ３連単： １２８，１８９，３００円 計： ４２９，５２６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２１０円 � ３７０円 � ３００円 枠 連（３－７） ２，１９０円

普通馬連 �� ２，９９０円 馬 単 �� ６，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３３０円 �� １，０６０円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� １０，４１０円 ３ 連 単 ��� ５５，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２１２３３２ 的中 � ３０３７５（２番人気）
複勝票数 計 ３４５８４４ 的中 � ４８６４１（２番人気）� ２３０３０（７番人気）� ２９４１０（５番人気）
枠連票数 計 ２０４０２４ 的中 （３－７） ６９０５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６８２７３４ 的中 �� １６８８８（１１番人気）
馬単票数 計 ４４１３８０ 的中 �� ５１７７（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４２６３ 的中 �� ４７１５（１３番人気）�� ６０００（１０番人気）�� ３５４２（２０番人気）
３連複票数 計 ８７２７９５ 的中 ��� ６１９３（３６番人気）
３連単票数 計１２８１８９３ 的中 ��� １７０５（１６２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．５―１１．７―１１．７―１１．６―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．１―４６．８―５８．５―１：１０．１―１：２１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハギノトラスト �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 デ イ ク タ ス デビュー ２００９．４．１９ 阪神２着

２００６．５．１６生 牝３栃栗 母 サベージレディ 母母 ダイナサベージ ７戦２勝 賞金 ２２，９９０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アドマイヤレッド号・グレンチェック号・トウカイファミリー号・プリティダンス号・メイクデュース号
※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。



３２０８０１１月２８日 晴 良 （２１京都５）第７日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５５分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

３５ � 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 ４９８＋ ２１：１１．２ １５．７�

７１３ 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 ４３８＋ ２ 〃 アタマ ２．９�
１１ 	 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 ４９８＋ ２１：１１．３
 ４．２�
３６ ラインオブナイト 牡３鹿 ５６ 武 豊 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５１４＋１０１：１１．４
 １９．２�
２４ ミキノセレナーデ 牝４鹿 ５５ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ４６．３�
４７ ベストオブミー 牝４栗 ５５ 安藤 勝己飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４６２＋ ４１：１１．５
 ９．２	
４８ インプレッション �７黒鹿５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２０＋１０１：１１．６� ８２．８

５９ エイシンクエスト 牡３栗 ５６ 浜中 俊平井 豊光氏 野元 昭 新ひだか 藤原牧場 ５１８＋１８１：１１．７� ５．３�
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 ４７２＋ ６１：１１．８クビ １５．５�
１２ 	 ボストンカラーズ 牡５栗 ５７ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 ５７０－ ２１：１１．９� １３５．５
５１０ エイシンイッテン 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太平井 豊光氏 藤岡 健一 門別 戸川牧場 ５２６－ ２１：１２．０� ７４．４�
８１５ ミッキーフォルテ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５２８± ０１：１２．１� １６．８�
２３ ライコウテンユウ 牡４栗 ５７ 中舘 英二内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 B５２０＋ ８１：１２．２クビ １４６．２�
８１６ ダイゴカムイ 牡７鹿 ５７ 小牧 太長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 宮内牧場 ４９８＋ ６１：１２．３
 ２０７．３�
６１１� エーシンドゥベター 牡４青鹿５７ C．ルメール�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４８８－ ２１：１２．６１
 ２３．５�
（仏）

６１２	 サクラプレジャー 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠�さくらコマース牧浦 充徳 静内 山田牧場 ５０４－２２１：１３．７７ ３１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４６２，４００円 複勝： ４３，９３１，９００円 枠連： ２３，５９４，３００円

普通馬連： ９２，２３１，８００円 馬単： ５６，８５４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，６０１，８００円

３連複： １０９，２１３，７００円 ３連単： １８８，９２４，５００円 計： ５７２，８１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ３５０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（３－７） １，２５０円

普通馬連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ８，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� １，０９０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ３，４４０円 ３ 連 単 ��� ２７，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２６４６２４ 的中 � １３３０６（６番人気）
複勝票数 計 ４３９３１９ 的中 � ２２４２１（７番人気）� １２５８９５（１番人気）� ７０５９９（２番人気）
枠連票数 計 ２３５９４３ 的中 （３－７） １３９７８（５番人気）
普通馬連票数 計 ９２２３１８ 的中 �� ２３８８４（９番人気）
馬単票数 計 ５６８５４８ 的中 �� ５１１３（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１６０１８ 的中 �� ８２４７（８番人気）�� ６５７１（１２番人気）�� ３１８９６（１番人気）
３連複票数 計１０９２１３７ 的中 ��� ２３４８８（６番人気）
３連単票数 計１８８９２４５ 的中 ��� ５１０６（６８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．３―１２．０―１２．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３４．０―４６．０―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セレスダイナミック �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Broad Brush デビュー ２００５．１１．１３ 京都３着

２００３．４．８生 �６黒鹿 母 Jolly Ginny 母母 Fleet Secretariat ４０戦４勝 賞金 ６３，６８４，０００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 カシノブレイヴリ号
※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。



３２０８１１１月２８日 晴 良 （２１京都５）第７日 第９競走 ��
��２，０００�京都２歳ステークス

発走１４時３０分 （芝・右）

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 １６１，０００円 ４６，０００円 ２３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．７
１：５９．９

良

良

４４ 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 ５１０－ ６２：０１．６ １．５�

５５ メイショウホンマル 牡２鹿 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４８８＋１２２：０１．８１� １５．８�
２２ ダノンスパシーバ 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４９２－ ４２：０１．９� ５．５�
３３ 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 ５１２＋ ２２：０２．１１� ３．５�
１１ マイネルゴルト 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４５０＋ ２２：０４．３大差 ３４．３�

（５頭）

売 得 金

単勝： ５３，１０５，６００円 複勝： ９１，４２０，５００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ６２，９１４，２００円 馬単： ８５，６４７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６０３，４００円

３連複： ６５，７７４，７００円 ３連単： ３５４，８３４，７００円 計： ７３７，３００，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３８０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ２２０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� ４，１５０円

票 数

単勝票数 計 ５３１０５６ 的中 � ２９５１３７（１番人気）
複勝票数 計 ９１４２０５ 的中 � ５１８７２３（１番人気）� ５０２３３（４番人気）
普通馬連票数 計 ６２９１４２ 的中 �� ４７９４４（４番人気）
馬単票数 計 ８５６４７５ 的中 �� ４１５４０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６０３４ 的中 �� １１５０９（４番人気）�� ３１６０１（２番人気）�� ７５８１（７番人気）
３連複票数 計 ６５７７４７ 的中 ��� ４８６０２（３番人気）
３連単票数 計３５４８３４７ 的中 ��� ６３１０２（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．９―３８．０―５１．１―１：０３．６―１：１６．０―１：２７．４―１：３８．６―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．６―３F３４．２
１
３
１，３，４（２，５）・（３，４）（２，５）＝１

２
４
１，３，４（２，５）・（３，４）５－２＝１

勝馬の
紹 介

ヴィクトワールピサ �
	
父 ネオユニヴァース �

	
母父 Machiavellian デビュー ２００９．１０．２５ 京都２着

２００７．３．３１生 牡２黒鹿 母 ホワイトウォーターアフェア 母母 Much Too Risky ３戦２勝 賞金 ２３，９６１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。
〔調教再審査〕 マイネルゴルト号は，２コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。



３２０８２１１月２８日 晴 良 （２１京都５）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�

だ い ご

醍醐ステークス
発走１５時０５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２０．１１．２９以降２１．１１．２２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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

４８ サンクスノート 牝４鹿 ５３ 武 豊下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ４８２－ ４１：０８．２ １０．５�

３６ エイシンパンサー 牝４鹿 ５５ 福永 祐一平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４６４－ ４１：０８．３� ６．５�
３５ 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± ０ 〃 アタマ ４．８�
２４ キルシュブリューテ 牝５鹿 ５２ 石橋 守 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４７４－ ４１：０８．５１ ５２．７�
６１１ ケイアイアストン 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４７４± ０ 〃 アタマ ４．７�
１２ クランエンブレム 牡５鹿 ５５ 鮫島 良太 	サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５０８－ ２１：０８．６� １６９．７

５９ プレンティフェスタ 牝４青 ５３ 藤岡 佑介 	社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６± ０ 〃 クビ ３９．８�
６１２ ルミナスハーバー 牝５鹿 ５５ 小牧 太 	社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５４－ ４ 〃 ハナ ３．２�
７１５ トーワユメジ 牡７鹿 ５２ 中村 将之齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４６２＋ ４１：０８．７クビ ３９７．６
５１０ スーパーマルトク 牝６鹿 ５１ 畑端 省吾高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 ４４２＋ ８１：０８．８� ９３．３�
８１７ ユキノハボタン 牝４栗 ５３ 古川 吉洋遠藤 宗義氏 領家 政蔵 門別 川端 正博 ４６２± ０ 〃 クビ ２０．５�
７１３ エネルマオー 牡７鹿 ５６ 川島 信二西山 茂行氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 B４７２＋ ２１：０８．９� ２２．９�
４７ ボストンゴールド 牡７栗 ５４ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 大西 能彦 ５１８＋ ４ 〃 ハナ ７３．１�
７１４� エフテーストライク 牝５青鹿５２ 松山 弘平深野 茂雄氏 尾関 知人 三石 斉藤 正男 ４３４＋ ２１：０９．０� ９５．０�
２３ バルバレスコ 牡６鹿 ５２ 黛 弘人北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４６８－ ２ 〃 ハナ ２６６．６�
１１ ラッキーバニヤン 牡４栗 ５５ 川田 将雅津村 靖志氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 ４８４－ ４ 〃 ハナ ３８．５�
８１８ ル シ ュ ク ル 牝３芦 ５３ 藤岡 康太�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８－ ２１：０９．４２� １６．２�
８１６ パ ド ブ レ 牝３鹿 ５０ 柴田 未崎	ミルファーム 保田 一隆 浦河 大道牧場 B４９４－ ６１：０９．６１� ２６４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，１３４，１００円 複勝： ５８，３４５，１００円 枠連： ４６，６０２，２００円

普通馬連： １４９，９６７，１００円 馬単： ８８，１４２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，９９０，１００円

３連複： １８８，１８７，７００円 ３連単： ３４３，７９５，７００円 計： ９５４，１６４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３９０円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（３－４） １，５５０円

普通馬連 �� ３，５１０円 馬 単 �� ７，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� １，１９０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ４，８５０円 ３ 連 単 ��� ３８，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３２１３４１ 的中 � ２４１９２（５番人気）
複勝票数 計 ５８３４５１ 的中 � ３３０８６（５番人気）� ７９８８６（４番人気）� ９３６３４（３番人気）
枠連票数 計 ４６６０２２ 的中 （３－４） ２２３０５（７番人気）
普通馬連票数 計１４９９６７１ 的中 �� ３１５５６（１２番人気）
馬単票数 計 ８８１４２７ 的中 �� ８４２０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６９９０１ 的中 �� ７６３３（１４番人気）�� ９５９９（１１番人気）�� １９７３５（６番人気）
３連複票数 計１８８１８７７ 的中 ��� ２８６８５（１４番人気）
３連単票数 計３４３７９５７ 的中 ��� ６５７３（１１０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１０．８―１１．１―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３３．７―４４．８―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンクスノート �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Halo デビュー ２００８．４．２０ 福島１着

２００５．３．１９生 牝４鹿 母 スリーソウツ 母母 Three Secrets １４戦５勝 賞金 ７４，２９９，０００円
※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 イセノスバル号・ウインサウザー号・クリノビリオネア号・ケイアイエーデル号・ゲットブラック号・

サザンビューティー号・シベリアンクラシカ号・シルクドラグーン号・ストラテジー号・ストリートスタイル号・
ダイイチミラクル号・テイエムカゲムシャ号・パッションローズ号・ヒシハイグレード号・ベイリングボーイ号・
ベストロケーション号・マンテンハット号・ミスクリアモン号・ミレニアムカースル号・メジロチャンプ号・
リボンノキシ号・リンリンリン号・ワンダークラフティ号・ワールドコンパス号



３２０８３１１月２８日 晴 良 （２１京都５）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�第５４回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （芝・右）
３歳以上；負担重量は，日本馬：３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，収得賞金３，０００万
円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

京阪電気鉄道株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６７９，０００円 １９４，０００円 ９７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

７１３ プレミアムボックス 牡６鹿 ５７ 幸 英明 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５３２＋ ２１：０７．６ １７．３�

８１８ レディルージュ 牝３青鹿５３ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４４４± ０ 〃 クビ ６．６�
５９ ヘイローフジ 牝６栗 ５４ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４９２± ０１：０７．７� １０９．６�
３５ 	 シンボリグラン 牡７芦 ５８ A．スボリッチシンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５２８－ ４１：０７．８
 ８３．５�
（独）

１１ ラインブラッド 牡３栗 ５５ 福永 祐一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ４９８＋ ６ 〃 アタマ １６．４�
３６ ソルジャーズソング 牡７栗 ５６ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 白老ファーム ５１０＋ ８１：０７．９� １６．３	
８１６ クールシャローン 牝５栗 ５４ 藤岡 佑介川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ４９６－ ４１：０８．０クビ ３３．１

２３ アルティマトゥーレ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：０８．１
 ２．４�
１２ ヘッドライナー �５鹿 ５６ 佐藤 哲三 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋１４１：０８．２� ６１．８�
４７ マヤノツルギ 牡５黒鹿５６ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ５２８＋１８１：０８．３クビ ２９．２
４８ ボストンオー 牡４芦 ５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４９４－ ２１：０８．４
 ８１．１�
５１０ エイシンタイガー 牡３黒鹿５５ 池添 謙一平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４９２＋ ２ 〃 クビ ５．１�
７１５ アーリーロブスト 牡３鹿 ５５ 武 豊�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４９４＋ ６１：０８．７１� ９．１�
８１７ オースミダイドウ 牡５青 ５６ C．ルメール�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ５２０± ０ 〃 アタマ ４９．６�

（仏）

７１４ アーバンストリート 牡５芦 ５６ 上村 洋行後藤 繁樹氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４４６－ ２１：０９．０１� ５１．１�
２４ グッドキララ 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５３０＋ ４１：０９．１クビ １３０．７�
６１１ セブンシークィーン 牝３栗 ５３ 中舘 英二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７６－ ４１：０９．４２ ３０．２�
６１２ ゲットフルマークス 牡３鹿 ５５ 武 幸四郎�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 梅田牧場 ４８８± ０ 〃 ハナ １９０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９９，５２７，１００円 複勝： １４７，０４３，５００円 枠連： ９２，２０９，１００円

普通馬連： ４８１，５５５，７００円 馬単： ２５９，８４４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １３６，６５０，８００円

３連複： ５８４，６６５，２００円 ３連単： １，１４３，８３２，２００円 計： ２，９４５，３２７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７３０円 複 勝 � ５３０円 � ２３０円 � １，９９０円 枠 連（７－８） １，０３０円

普通馬連 �� ４，６１０円 馬 単 �� １１，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� １０，４８０円 �� ９，４２０円

３ 連 複 ��� １３６，８５０円 ３ 連 単 ��� ６６９，９６０円

票 数

単勝票数 計 ９９５２７１ 的中 � ４５４２６（７番人気）
複勝票数 計１４７０４３５ 的中 � ６９９０２（７番人気）� ２０５４２９（３番人気）� １６４５３（１６番人気）
枠連票数 計 ９２２０９１ 的中 （７－８） ６６２１０（５番人気）
普通馬連票数 計４８１５５５７ 的中 �� ７７２２６（１５番人気）
馬単票数 計２５９８４４０ 的中 �� １７２８４（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３６６５０８ 的中 �� ２０７００（１３番人気）�� ３１６７（８０番人気）�� ３５２８（７２番人気）
３連複票数 計５８４６６５２ 的中 ��� ３１５３（２５４番人気）
３連単票数 計１１４３８３２２ 的中 ��� １２６０（１１７２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１０．７―１１．１―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．１―４４．２―５５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレミアムボックス �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ターゴワイス デビュー ２００５．１２．１７ 中山３着

２００３．４．８生 牡６鹿 母 チャッターボックス 母母 シヤダイチヤツター ２７戦８勝 賞金 ２１４，６５９，０００円
〔その他〕 ボストンオー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ボストンオー号は，平成２１年１２月２８日まで出走できない。
※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。



３２０８４１１月２８日 晴 良 （２１京都５）第７日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１５分 （ダート・右）

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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１５ ケイアイガーベラ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 平田 修 新冠 隆栄牧場 ４６２＋１２１：２３．５ ３．４�

４８ タガノクリスエス 牝４鹿 ５５ 福永 祐一八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８４± ０１：２３．８２ ２．６�

１１ ブラックカシミール 牝４黒鹿５５ 野元 昭嘉�バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４６８± ０１：２４．０１� ２５．３�
３６ ヴェイルドクリス 牝４青鹿５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：２４．２１� ５．０�
４７ 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 ４５０－ ４１：２４．３� ３４．１�
３５ ピサノルビー 牝３黒鹿５４ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４７８－ ２１：２４．４� １２．２	
５１０ ローザレーヌ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介西村 和夫氏 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４３０－１４１：２４．５� １８．５

１２ � ペルネティアナ 牝５栗 ５５ 角田 晃一 �キャロットファーム 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４５４－ ８１：２４．７１� ２００．７�
６１２ アイファーラブラブ 牝７鹿 ５５ 四位 洋文中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４５６± ０ 〃 アタマ １１４．９�
７１３ フロールデセレッソ 牝５芦 ５５ 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 ４６８＋１２１：２４．８� ７９．９
２３ イカガデスカ 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４９２－ ２１：２４．９� １６９．８�
５９ ミ リ ア ム 牝３芦 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース池江 泰寿 追分 追分ファーム ４４６＋ ２１：２５．０� １１．２�
８１６ サマーファインデイ 牝４栗 ５５ 和田 竜二セゾンレースホース� 宮 徹 青森 中山 雅信 ４９０－ ２１：２５．２１� ６４．９�
６１１ 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 ５２６－ ６１：２５．４１ ５５．７�
７１４ 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 ４６８＋ ６１：２５．７１	 １２５．２�

（１５頭）
２４ マチカネオイカゼ 牝４鹿 ５５ A．スボリッチ 細川 益男氏 飯田 雄三 青森 イズモリファーム ― （出走取消）

（独）

売 得 金

単勝： ４５，２４０，６００円 複勝： ６３，８３１，７００円 枠連： ４４，７７２，９００円

普通馬連： １５７，９４１，６００円 馬単： １０５，０４８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，７５１，６００円

３連複： １９２，８５３，０００円 ３連単： ４０７，２６３，８００円 計： １，０７１，７０３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ４５０円 枠 連（４－８） ４３０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，８４０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ４，１６０円 ３ 連 単 ��� １７，０４０円

票 数

単勝票数 計 ４５２４０６ 的中 � １０６２４２（２番人気）
複勝票数 計 ６３８３１７ 的中 � １１３４６８（２番人気）� １９７８８５（１番人気）� ２２９８０（７番人気）
枠連票数 計 ４４７７２９ 的中 （４－８） ７７６５４（２番人気）
普通馬連票数 計１５７９４１６ 的中 �� ２５６８５０（１番人気）
馬単票数 計１０５０４８５ 的中 �� ８１７４８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４７５１６ 的中 �� ７２５０８（１番人気）�� ６３９６（１９番人気）�� １１４７９（１１番人気）
３連複票数 計１９２８５３０ 的中 ��� ３４２７６（１０番人気）
３連単票数 計４０７２６３８ 的中 ��� １７６４２（４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．６―４６．６―５８．８―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイガーベラ �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．１１．８ 京都１着

２００６．４．２７生 牝３栗 母 アンナステルツ 母母 Edge ６戦３勝 賞金 ２４，５００，０００円
〔出走取消〕 マチカネオイカゼ号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
※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 ココシュニック号
※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５）第７日 １１月２８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

２６５，９５０，０００円
３，８００，０００円
１６，５３０，０００円
１，７７０，０００円
２４，４００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，８１４，０００円
５，８４２，８００円
１，８５１，３００円

勝馬投票券売得金
３７９，９６０，９００円
５９１，４１２，７００円
３１５，７６５，６００円
１，２７５，９０５，６００円
８４５，７２６，０００円
４２８，９９３，８００円
１，５９２，９６２，７００円
３，１３６，８２４，９００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 ８，５６７，５５２，２００円

総入場人員 ２２，０４２名 （有料入場人員 ２０，３００名）




