
２９０１３１０月１０日 晴 重 （２２京都５）第２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

６１１ ウォータールルド 牡２黒鹿５５ 内田 博幸山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４８０－ ２１：２４．９ １２．９�

５９ � エーシンジェイワン 牡２栗 ５５ 浜中 俊�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm ５３４－ ２１：２５．０� １．６�
２４ キンショーユウジャ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ４９６－ ２１：２５．７４ ７６．５�
３６ ワイルドビート 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８６－１２１：２５．８� １２．８�
４７ メーンテーブル 牝２栗 ５４ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７０＋ ４１：２６．１１� １０．６�
５１０ ジョウショーコトミ 牝２芦 ５４ 藤岡 康太熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４３４＋ ２１：２６．４２ １２６．２	
８１６� シゲルカイチョウ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John

Piconi ４９６＋ ２ 〃 アタマ ４１．４

４８ アサヒチェリー 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 本巣 敦 ４５０－ ２１：２７．４６ １５１．８�
３５ ナムラダッシュ 牡２黒鹿５５ 石橋 守奈村 信重氏 目野 哲也 えりも 上島牧場 B４６４＋ ２１：２７．５� ２５１．１�
７１４ タガノキズナ 牡２栗 ５５ 小牧 太八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５００＋ ８１：２７．７１	 ３０．１
７１３ テイエムメガヒット 牡２栗 ５５ 北村 友一竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 パカパカ

ファーム ４９６＋ ６ 〃 クビ １１１．２�
６１２ ノーザンソング 牝２鹿 ５４ 武 幸四郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４５８－ ６１：２８．０１� ６．９�
２３ シゲルヒラトリ 牡２鹿 ５５ 幸 英明森中 蕃氏 藤岡 範士 新ひだか 井高牧場 ４９２＋１０１：２８．７４ ９．２�
１２ シゲルペイペイ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 須貝 尚介 新ひだか 友田牧場 ４３２－ ２１：２８．８� ２１７．３�
１１ レディダイヤ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 目黒牧場 ４１２＋ ４１：２８．９� ９９．４�
８１５ タマモクロノス 牡２青鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B５００－ ８１：２９．２１� ２７２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２９４，５００円 複勝： ３９，８８５，７００円 枠連： １２，８３５，７００円

普通馬連： ４３，７１２，７００円 馬単： ３９，０６３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５６４，８００円

３連複： ６６，１９９，０００円 ３連単： １１８，１０６，７００円 計： ３６０，６６２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ２７０円 � １１０円 � ８４０円 枠 連（５－６） ３３０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� ２，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ５，１２０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� １２，３２０円 ３ 連 単 ��� ７２，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２０２９４５ 的中 � １２４３４（６番人気）
複勝票数 計 ３９８８５７ 的中 � ２３５８５（５番人気）� ２０９１１０（１番人気）� ６０７１（９番人気）
枠連票数 計 １２８３５７ 的中 （５－６） ２９１０４（１番人気）
普通馬連票数 計 ４３７１２７ 的中 �� ３７７４４（４番人気）
馬単票数 計 ３９０６３７ 的中 �� １０７６３（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５６４８ 的中 �� １２７６６（４番人気）�� ９１９（３９番人気）�� ３７１８（１５番人気）
３連複票数 計 ６６１９９０ 的中 ��� ３９６７（３５番人気）
３連単票数 計１１８１０６７ 的中 ��� １２０３（１８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３４．６―４６．９―５９．６―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォータールルド �
�
父 ウォーターリーグ �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２０１０．９．２０ 阪神６着

２００８．３．９生 牡２黒鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 カシノリミテッド号



２９０１４１０月１０日 晴 重 （２２京都５）第２日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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

６１１ サトノパンサー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８０－ ６１：３５．５ ３．１�

８１５ レッドデイヴィス �２鹿 ５５ 池添 謙一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８６± ０１：３６．２４ ２．３�
１２ アグネスクローバー 牝２栗 ５４ 浜中 俊渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：３６．４１� ２０．８�
３６ セルリアンディンゴ 牡２黒鹿５５ 熊沢 重文�イクタ 田所 秀孝 むかわ フラット牧場 ４９０－ ２１：３６．６１� １９９．５�
１１ ウィズイングレース 牡２黒鹿５５ 古川 吉洋内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４４４－ ２１：３６．８１� ６２．７�
４７ ナリタデリゲート 牡２黒鹿５５ 幸 英明�オースミ 木原 一良 日高 千葉飯田牧場 ４８２＋ ８ 〃 クビ ７．９	
３５ ナムラエバーグリン 牝２鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４６２＋ ２１：３７．１２ １１．６

７１４ タガノマルシェ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎八木 良司氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド ４９２－ ８１：３７．２クビ １６７．６�
２３ シシャモクイーン 牝２黒鹿５４ 田中 克典大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 ４０２－ ２１：３７．６２� ５６．１�
５９ カシノリッチ 牡２栗 ５５ 高野 容輔柏木 務氏 須貝 彦三 新冠 高橋 忍 ４４０－ ４ 〃 ハナ ４７１．８
２４ エーシンサクショー 牝２栗 ５４ 藤岡 康太�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 B４４２－ ４１：３８．１３ ２１２．８�
４８ キ ャ ン ベ ル 牝２鹿 ５４ 高橋 亮重松 國建氏 高橋 隆 新ひだか 漆原 一也 ４３０－ ２ 〃 アタマ ３０．９�
８１６ ジャマイカジョー 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４１４－ ６１：３８．３１� ９０．４�
６１２ シゲルシテンチョウ 牡２鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田牧場 ５１８－１２ 〃 クビ ２６８．５�
５１０ ジュエリーキッス 牝２黒鹿５４ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ９５．２�
７１３ マイネルデフィ 牡２栗 ５５ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新冠 ビッグレッドファーム ４４４± ０１：３９．１５ ８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５２３，９００円 複勝： ３２，０３９，２００円 枠連： １２，８１８，８００円

普通馬連： ４６，７９８，０００円 馬単： ３７，７８８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３５５，５００円

３連複： ６３，０５３，６００円 ３連単： １１９，２１６，１００円 計： ３４７，５９３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ３６０円 枠 連（６－８） ２４０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ７７０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� ４，７００円

票 数

単勝票数 計 １６５２３９ 的中 � ４２９０６（２番人気）
複勝票数 計 ３２０３９２ 的中 � ８０６４５（２番人気）� １２８１５３（１番人気）� １０６８０（６番人気）
枠連票数 計 １２８１８８ 的中 （６－８） ３９９８８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６７９８０ 的中 �� １５０４４０（１番人気）
馬単票数 計 ３７７８８０ 的中 �� ５０１３２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３５５５ 的中 �� ４６６６５（１番人気）�� ４８７７（１０番人気）�� ５９５５（８番人気）
３連複票数 計 ６３０５３６ 的中 ��� ３４００１（４番人気）
３連単票数 計１１９２１６１ 的中 ��� １８７５１（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．６―１２．０―１１．９―１２．４―１２．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３５．０―４７．０―５８．９―１：１１．３―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノパンサー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．１９ 阪神３着

２００８．３．２４生 牡２鹿 母 ピサノベネチアン 母母 ストームザミント ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※ジュエリーキッス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２９０１５１０月１０日 晴 重 （２２京都５）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

２２ リフトザウイングス 牡２青鹿５５ 武 豊 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５２４－ ６２：０２．９ １．３�

６６ ゴールドブライアン 牡２青鹿５５ 北村 友一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５２－ ６２：０３．０� ５．６�
１１ バンブーチェルシー 牡２青鹿５５ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７４＋ ２２：０３．３２ ６．３�
７７ ジョウショードン 牡２黒鹿５５ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 ４４８－ ４２：０４．１５ ２７．１�
４４ スズカマジェスタ 牡２青鹿５５ 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７２－ ４２：０４．２� ２１．８�
８８ ニューブライトリー 牡２鹿 ５５ 幸 英明本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４９０＋ ６２：０４．６２� １０２．８�
５５ ジャイアントブルー 牡２鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜中西 宏彰氏 加藤 敬二 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４９４－ ２２：０４．７� ４２．６	

３３ ヒミノキンカメ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 ４８２± ０２：０５．２３ ５７．１


（８頭）

売 得 金

単勝： ２１，７９９，５００円 複勝： ５５，５１９，２００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ３４，９８２，４００円 馬単： ４４，０４４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７９９，５００円

３連複： ４２，２０７，８００円 ３連単： １６１，２６７，１００円 計： ３７４，６２０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １３０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� １３０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ２７０円 ３ 連 単 ��� ７５０円

票 数

単勝票数 計 ２１７９９５ 的中 � １３６７００（１番人気）
複勝票数 計 ５５５１９２ 的中 � ４００９３７（１番人気）� ５０６１０（２番人気）� ４７１０４（３番人気）
普通馬連票数 計 ３４９８２４ 的中 �� ８５９５０（２番人気）
馬単票数 計 ４４０４４６ 的中 �� ８４３１１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７９９５ 的中 �� ２５７２４（２番人気）�� ３５７５３（１番人気）�� １１８９６（３番人気）
３連複票数 計 ４２２０７８ 的中 ��� １１６７７９（１番人気）
３連単票数 計１６１２６７１ 的中 ��� １６０５２０（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．４―１２．８―１２．９―１３．２―１２．３―１１．８―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３６．０―４８．８―１：０１．７―１：１４．９―１：２７．２―１：３９．０―１：５０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リフトザウイングス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１０．９．１９ 阪神４着

２００８．１．３０生 牡２青鹿 母 レンドフェリーチェ 母母 レ ン Ⅱ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円



２９０１６１０月１０日 晴 重 （２２京都５）第２日 第４競走 ��１，２００�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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

２２ ブルーミングメイン 牝２栗 ５４ 内田 博幸内田 滋三氏 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４５０ ―１：１３．６ ５．５�

７７ クールグラン 牝２芦 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６０ ― 〃 クビ ６．４�
７８ レディオブパーシャ 牝２栗 ５４ 幸 英明 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６ ―１：１４．３４ １．９�
１１ リュウシンマリリン 牝２栗 ５４ 太宰 啓介桑畑 �信氏 柴田 光陽 新ひだか 飛野牧場 ４５６ ―１：１４．５１� １２．６�
４４ シ ー ラ イ フ 牝２芦 ５４ 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ５１０ ―１：１４．８２ ２１．０�
６６ タガノランビー 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介八木 一雄氏 庄野 靖志 浦河 安原 実 ４６０ ―１：１５．５４ １１．３�
８９ オンワードデューク 牝２栗 ５４ 北村 友一	オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４３６ ―１：１５．８２ ３９．６

５５ ニシノヒメシャラ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４０２ ―１：１６．４３� ７．４�
８１０ シ ュ ン サ チ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４４８ ―１：１６．９３ １０９．９�
３３ スナークビーナス 牝２栗 ５４ 高橋 亮杉本仙次郎氏 高橋 隆 伊達 有限会社

コガネ ４３４ ―１：１７．５３� １６１．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５，２７１，３００円 複勝： ２４，６８９，４００円 枠連： ９，４７４，５００円

普通馬連： ３５，８２９，１００円 馬単： ３３，４９８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１５５，２００円

３連複： ４４，２６３，８００円 ３連単： ９９，７５７，３００円 計： ２７６，９３９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（２－７） ４２０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ３，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２４０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ８，３２０円

票 数

単勝票数 計 １５２７１３ 的中 � ２２０５５（２番人気）
複勝票数 計 ２４６８９４ 的中 � ３５２３８（２番人気）� ２６２３１（３番人気）� １０５５２５（１番人気）
枠連票数 計 ９４７４５ 的中 （２－７） １６７７０（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５８２９１ 的中 �� １５１６６（７番人気）
馬単票数 計 ３３４９８８ 的中 �� ７１５９（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１５５２ 的中 �� ６７０８（６番人気）�� １５５２８（２番人気）�� １７６６０（１番人気）
３連複票数 計 ４４２６３８ 的中 ��� ４１９２４（１番人気）
３連単票数 計 ９９７５７３ 的中 ��� ８８５６（２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．３―１２．７―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３５．７―４８．４―１：００．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３７．９
３ ２，７（８，６）－４，１，１０－９（３，５） ４ ２，７（８，６）（１，４）－１０，９（３，５）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルーミングメイン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

２００８．５．５生 牝２栗 母 トワイライトミュージック 母母 Pampered Star １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２９０１７１０月１０日 晴 重 （２２京都５）第２日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：２０．７
１：２０．３

良

良

６９ アルティシムス 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６ ―１：２２．７ ８．２�

１１ � ヴォトレメイヤー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie
W. Lockhart Jr. ４８４ ―１：２３．０２ ３．８�

２２ � インタクトラヴ 牝２鹿 ５４ 北村 友一�ノースヒルズ 中村 均 米 North Hills
Management ４５２ ― 〃 アタマ １１．３�

７１１ ダノンフェアリー 牡２鹿 ５５ 四位 洋文�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４９６ ―１：２３．１� ３．７�
４６ オーシャンフリート 牝２栗 ５４ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４８０ ―１：２３．３１� ７．５�
６１０ エーシンギガウイン 牡２鹿 ５５ 小牧 太�栄進堂 沖 芳夫 浦河 多田 善弘 ５０４ ―１：２３．５� ５．６	
５８ リボルトレイダー 牝２鹿 ５４ 石橋 守吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 ４３６ ― 〃 アタマ １６．５

８１３ コスモパスキー 牝２鹿 ５４ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 服部 利之 新ひだか 静内坂本牧場 ４２２ ―１：２３．７１	 １２５．１�
３４ タイキエレイン 牝２栗 ５４ 和田 竜二�大樹ファーム 柴田 光陽 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４３０ ―１：２３．９１ ３７．８�
８１４ アートギャラリー 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：２４．０	 １４．４
３３ ル ン デ ィ ー 牝２芦 ５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 日高 豊洋牧場 ４３０ ―１：２４．２１	 １４０．３�
７１２ サイキョウイシヤマ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６８ ―１：２４．３	 ４４．６�
４５ ホクザンヴィリル 牡２栗 ５５ 野元 昭嘉木本 弘孝氏 野元 昭 浦河 �原 敏明 ４８４ ―１：２５．３６ ２００．２�
５７ ヒシダイアナ 牝２芦 ５４ 藤岡 康太阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４２４ ―１：２６．０４ ９６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，１８７，５００円 複勝： ２７，６７０，３００円 枠連： １３，４８８，５００円

普通馬連： ４８，１５１，３００円 馬単： ３８，２１６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６１１，９００円

３連複： ６５，５７３，５００円 ３連単： １１５，５２０，８００円 計： ３４６，４２０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２７０円 � １７０円 � ３２０円 枠 連（１－６） ６３０円

普通馬連 �� １，８３０円 馬 単 �� ３，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� １，７６０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ４，７９０円 ３ 連 単 ��� ２７，６１０円

票 数

単勝票数 計 １８１８７５ 的中 � １７５３６（５番人気）
複勝票数 計 ２７６７０３ 的中 � ２４７１６（５番人気）� ５３７４６（２番人気）� ２０１３８（６番人気）
枠連票数 計 １３４８８５ 的中 （１－６） １６０４０（３番人気）
普通馬連票数 計 ４８１５１３ 的中 �� １９４５０（７番人気）
馬単票数 計 ３８２１６２ 的中 �� ７３６８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６１１９ 的中 �� ７３９０（７番人気）�� ２５９７（２３番人気）�� ９１４７（６番人気）
３連複票数 計 ６５５７３５ 的中 ��� １０１０８（１８番人気）
３連単票数 計１１５５２０８ 的中 ��� ３０８８（９２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１２．０―１２．０―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３４．９―４６．９―５８．９―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルティシムス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 End Sweep 初出走

２００８．３．２生 牡２鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２９０１８１０月１０日 晴 重 （２２京都５）第２日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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
１：２１．８

重

稍重

５９ ピ ノ ブ ラ ン 牝３芦 ５３
５０ ▲川須 栄彦 �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 ４６６＋ ２１：２３．６ １４．６�

４７ シュテルンターラー 牝３芦 ５３ 浜中 俊 �グリーンファーム 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４７２＋ ８１：２４．０２� ２．２�
２４ プティマカロン 牝５青鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４７０＋２４１：２４．５３ ７０．８�
３５ � オ ウ ハ 牝４芦 ５５ 熊沢 重文�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４４０－ ８１：２４．８２ １２４．９�
７１３ ワンダーフウラン 牝４鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜山本 信行氏 領家 政蔵 三石 城地 清満 ４７０＋ ６１：２５．０１ ８．５�
２３ ピエナリリー 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介本谷 兼三氏 藤沢 則雄 安平 ノーザンファーム ４５４－ ４１：２５．２１ ２１２．９	
５１０ スマートアルティラ 牝３栗 ５３ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ５．３

６１１ アクアバンブー 牝４栗 ５５ 北村 友一�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ９．５�
８１６ クリムゾンブーケ 牝４栗 ５５ 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム B４６０± ０１：２５．５１� ６．５�
３６ カネトシマイコサン 牝３栗 ５３ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 ４２６－ ４ 〃 クビ １１８．６
８１５ トウカイファミリー 牝４黒鹿５５ 内田 博幸内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４６４－ ６１：２５．６� １５．５�
１１ テ ィ フ ィ ン 牝４栗 ５５ 小牧 太 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：２５．８１� ７６．８�
１２ シゲルコイヒメ 牝３黒鹿５３ 藤岡 康太森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 出羽牧場 ４２８± ０１：２５．９� ２７．０�
６１２ ブルーデライト 牝４栗 ５５ 幸 英明 �ブルーマネジメント服部 利之 三石 中村 和夫 ４５０＋ ６１：２６．３２� １５６．８�
７１４ トップバゴチャン 牝３青鹿５３ 中村 将之�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 B４８６＋ ４１：２６．４� ４２９．０�
４８ � メイショウサーバル 牝４黒鹿５５ 高橋 亮松本 好�氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４３４± ０１：２６．７１� ３４１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７７６，１００円 複勝： ３０，２１９，９００円 枠連： １６，０２１，６００円

普通馬連： ５６，０２９，５００円 馬単： ４０，３３０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５４４，６００円

３連複： ７７，３４４，５００円 ３連単： １３３，８３０，９００円 計： ３９８，０９７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ４１０円 � １３０円 � １，１３０円 枠 連（４－５） ４４０円

普通馬連 �� １，７２０円 馬 単 �� ４，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １０，９６０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ２２，９７０円 ３ 連 単 ��� １６４，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２１７７６１ 的中 � １１８２８（６番人気）
複勝票数 計 ３０２１９９ 的中 � １５２０８（７番人気）� ９７２６７（１番人気）� ４８１２（１０番人気）
枠連票数 計 １６０２１６ 的中 （４－５） ２７２０４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５６０２９５ 的中 �� ２４１０１（６番人気）
馬単票数 計 ４０３３０４ 的中 �� ６５４６（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５４４６ 的中 �� ７６９２（８番人気）�� ４８４（６０番人気）�� ３１２５（２０番人気）
３連複票数 計 ７７３４４５ 的中 ��� ２４８５（６６番人気）
３連単票数 計１３３８３０９ 的中 ��� ６００（３７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．９―４７．０―５９．４―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ノ ブ ラ ン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００９．９．２０ 阪神３着

２００７．１．２３生 牝３芦 母 フェートデュヴァン 母母 マーサズヴィンヤード １２戦２勝 賞金 １８，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タケカエルダ号



２９０１９１０月１０日 晴 重 （２２京都５）第２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

５５ エイシンダッシュ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４７２± ０１：５１．４ １．９�

１１ ユジェニックブルー 牡３黒鹿５５ 和田 竜二 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５２２± ０１：５２．３５ ４．３�
４４ ヴィーヴァレジーナ 牝４栗 ５５ 北村 友一芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４２８± ０１：５２．６２ ４２．６�
６８ エースインザホール 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４８６－ ４１：５２．７� ５．０�
８１２ タマモビート 牡４鹿 ５７ 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム ４７６－ ４１：５２．９� １５０．８�
５６ � ワンダーアサールト 牡４黒鹿５７ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 新ひだか 米田牧場 ４８８＋１２１：５３．１１	 ２９．２�
７１０ フォルクスオーパー 牝４栗 ５５ 上野 翔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４９２－ ２１：５３．６３ ８０．３	
８１１ テイエムスリリング 牡３鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 様似 堀 弘康 B４７２－２２１：５４．１３ ５６．９

３３ パルクエスト 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 B５１２＋１２１：５４．５２
 ９．０�
６７ � シーシャトー 牡５鹿 ５７ 黒岩 悠藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４４４± ０１：５５．１３
 １５３．５�
２２ スーサンヒーロー 牡３栗 ５５

５２ ▲高倉 稜林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ５１０＋ ４１：５６．０５ １５．７
７９ � セイウンシグナル 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Ruskerne

Limited ４９４＋ ２１：５６．５３ １１２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，１３６，１００円 複勝： ３１，１８３，７００円 枠連： １２，８０６，７００円

普通馬連： ５０，８９４，４００円 馬単： ４６，９３０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５０３，８００円

３連複： ７１，８２８，１００円 ３連単： １５６，４７６，９００円 計： ４０９，７６０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ４１０円 枠 連（１－５） ３００円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ６５０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� １，８２０円 ３ 連 単 ��� ４，３１０円

票 数

単勝票数 計 １９１３６１ 的中 � ８２３５１（１番人気）
複勝票数 計 ３１１８３７ 的中 � １４０２４０（１番人気）� ５７１４７（２番人気）� ９５０１（７番人気）
枠連票数 計 １２８０６７ 的中 （１－５） ３２１２７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０８９４４ 的中 �� １３０３１１（１番人気）
馬単票数 計 ４６９３０４ 的中 �� ８３６４４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５０３８ 的中 �� ４２２３０（１番人気）�� ６６０１（７番人気）�� ４２３０（１２番人気）
３連複票数 計 ７１８２８１ 的中 ��� ２９２８３（６番人気）
３連単票数 計１５６４７６９ 的中 ��� ２６８５０（１１番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．４―１２．１―１２．７―１３．１―１２．６―１２．３―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．４―３５．５―４８．２―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．２―１：３８．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイシンダッシュ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．１０．１９ 京都４着

２００６．３．２７生 牡４鹿 母 ジュエルヒル 母母 Funistrada １９戦１勝 賞金 ２５，９５０，０００円
［他本会外：２戦２勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンシグナル号は，平成２２年１１月１０日まで平地競走に出走できない。



２９０２０１０月１０日 晴 稍重 （２２京都５）第２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）

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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４７ シゲルソウウン �３栗 ５５
５２ ▲川須 栄彦森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ４９４＋ ８１：１０．８ １８．４�

２３ � スリーサンビーム 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲高倉 稜永井商事� 野村 彰彦 新冠 海馬沢 明 ４９６＋ ６１：１１．１２ ５．１�

５１０ サ リ エ ル 牝３鹿 ５３ 内田 博幸前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４７６＋ ４ 〃 クビ １．７�
４８ ミステリアスバイオ 牝５栗 ５５ 池添 謙一バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４７２＋１４１：１１．３１	 ２３．１�
５９ サンマルチーフ 牡６栗 ５７ 藤岡 康太相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ４９２－ ４１：１１．５１	 ２３０．１�
３６ 
 セントエドワード 牡５栗 ５７ 和田 竜二齋藤 文男氏 小崎 憲 加 R. M. C.

Stable ５２２－１１１：１１．６� ４６．４�
２４ ミッキーデジタル 牡３栗 ５５ 小牧 太野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４４６＋ ２１：１１．７� ９．５	
８１６� オーシャンカレント 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ４８８－１２１：１１．８クビ １３．９

１１ � ユウキアックン 牡５栗 ５７ 武 幸四郎ちきり組合 梅田 康雄 静内 高橋フアーム ５００－ ４ 〃 クビ １７．９�
６１２ ベ ネ ラ 牝３栗 ５３ 熊沢 重文星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４６８＋１０ 〃 ハナ ２０．９�
３５ サダムテンジン 牝４栗 ５５

５４ ☆国分 恭介大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４６４± ０１：１１．９� ３０．６
８１５ ライコウテンユウ 牡５栗 ５７ 小林 徹弥内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５２６－ ２１：１２．５３� １９５．２�
７１３� ドンアドヴァイタ 牡６芦 ５７ 北村 友一山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 若林牧場 ４９６－ ２ 〃 クビ ３４１．９�
６１１ キ ア ー ロ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４７４＋１２１：１２．７１ １６２．８�
１２ プリモローズ 牝４芦 ５５ 幸 英明�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８０± ０１：１５．１大差 １０４．９�
７１４ ブラックカシミール 牝５黒鹿５５ 野元 昭嘉�バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４７８＋ ８ （競走中止） ６７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８１２，２００円 複勝： ６０，７０９，３００円 枠連： ２２，５４１，４００円

普通馬連： ７３，８９９，１００円 馬単： ６０，８１７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，４５４，１００円

３連複： １０３，９５２，５００円 ３連単： ２０７，９８８，４００円 計： ５８５，１７４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８４０円 複 勝 � ３００円 � １５０円 � １１０円 枠 連（２－４） １，７１０円

普通馬連 �� ４，６４０円 馬 単 �� ９，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� ４８０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，５６０円 ３ 連 単 ��� ２３，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２４８１２２ 的中 � １０６７７（６番人気）
複勝票数 計 ６０７０９３ 的中 � ２２２９０（５番人気）� ６７２４７（２番人気）� ３５９３３１（１番人気）
枠連票数 計 ２２５４１４ 的中 （２－４） ９７３９（７番人気）
普通馬連票数 計 ７３８９９１ 的中 �� １１７５７（１４番人気）
馬単票数 計 ６０８１７４ 的中 �� ４８０２（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０４５４１ 的中 �� ６４７９（１３番人気）�� １４５８０（４番人気）�� ４６４８７（１番人気）
３連複票数 計１０３９５２５ 的中 ��� ４９４４１（２番人気）
３連単票数 計２０７９８８４ 的中 ��� ６４１３（６６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１１．７―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．９―４６．６―５８．５

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（５，１２）（１０，１６）（２，３，７，１４）（８，１５）６，１（９，１３）１１ ４ ４（５，１２，１０）１６（３，７）８，１５（６，９）１（２，１１）１４，１３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルソウウン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Dr Devious デビュー ２０１０．２．１３ 京都３着

２００７．４．２４生 �３栗 母 ティルリール 母母 ゲーリックキャット １０戦３勝 賞金 ２９，５００，０００円
〔競走中止〕 ブラックカシミール号は，競走中に疾病〔心房細動並びに鼻出血〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリモローズ号は，平成２２年１１月１０日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ブラックカシミール号は，平成２２年１１月１０日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ダイゴカムイ号・ハードリレー号・ミッキーフォルテ号・メイショウシェイク号



２９０２１１０月１０日 晴 稍重 （２２京都５）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

き よ た き

清 滝 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２２ カ ミ ダ ノ ミ 牡３鹿 ５５ 小牧 太北側 雅司氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４８８－１８１：４８．６ １８．７�

３３ メイショウウズシオ 牡３黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７４－ ２ 〃 ハナ ４．６�
１１ タムロスカイ 牡３栗 ５５ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ４．１�
８８ フサイチオフトラ 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二�野 哲氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６１：４８．７クビ ５．１�
５５ テ ツ キ セ キ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３０－ ６１：４８．８� ４７．６�
８９ ネオポラリス 牡３栗 ５５ 浜中 俊 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２ 〃 クビ ７．０�
７７ ヤマニンウイスカー 牡４青 ５７ 武 豊土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ４９６－ ４１：４８．９� ３．０	
４４ キングスデライト 牡６栗 ５７ 太宰 啓介 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ５２２－１２１：４９．１１� ３３．０

６６ ブライダルベール 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ３９８＋ ２ 〃 クビ ６８．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２８，８７３，８００円 複勝： ４１，６２２，５００円 枠連： １８，３０９，５００円

普通馬連： ９０，０１７，４００円 馬単： ６８，８１９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，０６０，５００円

３連複： １０５，６４９，１００円 ３連単： ２６９，７７８，３００円 計： ６５２，１３１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８７０円 複 勝 � ４５０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（２－３） ４，０２０円

普通馬連 �� ３，６９０円 馬 単 �� ７，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２８０円 �� １，１００円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ３，６００円 ３ 連 単 ��� ３６，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２８８７３８ 的中 � １２１９５（６番人気）
複勝票数 計 ４１６２２５ 的中 � １８００６（６番人気）� ６７６１２（４番人気）� ８３６７０（２番人気）
枠連票数 計 １８３０９５ 的中 （２－３） ３３６９（１１番人気）
普通馬連票数 計 ９００１７４ 的中 �� １８００９（１３番人気）
馬単票数 計 ６８８１９９ 的中 �� ６４９６（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９０６０５ 的中 �� ５２４９（１６番人気）�� ６２１７（１２番人気）�� ２１７８２（５番人気）
３連複票数 計１０５６４９１ 的中 ��� ２１６６６（１３番人気）
３連単票数 計２６９７７８３ 的中 ��� ５４２０（１１６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．０―１２．８―１２．９―１２．３―１１．４―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３６．０―４８．８―１：０１．７―１：１４．０―１：２５．４―１：３７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ミ ダ ノ ミ 
�
父 ファルブラヴ 

�
母父 Kaldoun デビュー ２００９．７．１２ 阪神５着

２００７．４．１４生 牡３鹿 母 ハッシュバンバン 母母 Horphaly ８戦２勝 賞金 ２７，４４３，０００円
［他本会外：１戦１勝］



２９０２２１０月１０日 晴 稍重 （２２京都５）第２日 第１０競走
平城遷都１３００年記念

��
��１，８００�

へいじょうきょう

平城京ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２１．１０．１０以降２２．１０．３まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬
および未勝利馬；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 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 アドマイヤシャトル 牡４鹿 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ２１：５０．４ ２．４�

７１４ アドバンスウェイ 牡４鹿 ５８ 武 豊西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４９６＋ ２ 〃 クビ ６．３�
２４ ハ イ オ ン 牡６青鹿５６ 藤岡 佑介田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８０＋１２ 〃 ハナ ６．５�
４７ ラ タ ー シ ュ 牡４栗 ５５ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５１０± ０１：５０．８２� ５４．８�
５１０ スーサンライダー 牡６栗 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ １５．２�
７１３ ロッソトウショウ 牝５栗 ５２ 飯田 祐史トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７２－ ６１：５０．９クビ １８４．９	
１２ テイエムザエックス 牡７栗 ５６ 北村 友一竹園 正繼氏 木原 一良 早来 ノーザンファーム ４９４＋１０ 〃 クビ ４３．７

３６ メイショウタメトモ 牡５鹿 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 斉藤 英 ４５０＋１０１：５１．１１� ８．３�
３５ ハードシーキング 牡６鹿 ５４ 小林 徹弥津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５１２＋ ８１：５１．３� １９９．４�
６１２ メイショウエンジン 牡６栗 ５５ 浜中 俊松本 好雄氏 増本 豊 浦河 三嶋牧場 ４９０－ ２ 〃 アタマ １０．０
６１１ ディアプリンシパル 牡５青 ５６ 池添 謙一寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４８０＋ ２１：５１．４� ２１．７�
５９ ドリームマイスター 牡５鹿 ５４ 川島 信二セゾンレースホース� 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム ５０８＋ ２１：５１．５クビ ８５．３�
４８ アペリティフ �７鹿 ５５ 幸 英明前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５００－ ２ 〃 クビ １１４．３�
８１５ ミッキーバラード 牡３鹿 ５４ 内田 博幸野田みづき氏 池江 泰郎 新ひだか 下屋敷牧場 ５１８－ ２１：５１．６� １０．８�
１１ ピースキーパー 牡５鹿 ５５ 藤岡 康太 �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 ４８２＋ ４１：５２．０２� ３８．６�
８１６ パープルアカデミー 牡６青鹿５５ 太宰 啓介中野 銀十氏 飯田 雄三 鵡川 清野 薫 ４９０＋ ２１：５３．２７ ８５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，３７９，２００円 複勝： ７２，１１９，６００円 枠連： ４４，５１２，９００円

普通馬連： １８３，８９１，３００円 馬単： １０４，３４２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，１０６，７００円

３連複： ２３１，３６２，４００円 ３連単： ４３８，００６，８００円 計： １，１７５，７２１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １７０円 枠 連（２－７） ６６０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ２８０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� ７，３２０円

票 数

単勝票数 計 ４４３７９２ 的中 � １４６０８０（１番人気）
複勝票数 計 ７２１１９６ 的中 � ２１２５０３（１番人気）� ６４２７８（４番人気）� １０７１３７（２番人気）
枠連票数 計 ４４５１２９ 的中 （２－７） ５００２２（２番人気）
普通馬連票数 計１８３８９１３ 的中 �� １０６５３１（３番人気）
馬単票数 計１０４３４２５ 的中 �� ３９８５７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７１０６７ 的中 �� ３０００９（３番人気）�� ５５９６１（１番人気）�� １７２２５（７番人気）
３連複票数 計２３１３６２４ 的中 ��� ９３１５７（２番人気）
３連単票数 計４３８００６８ 的中 ��� ４４１８７（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３６．５―４９．２―１：０１．９―１：１４．１―１：２６．０―１：３７．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤシャトル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Gulch デビュー ２００８．１１．１６ 京都８着

２００６．３．９生 牡４鹿 母 レ ー ス 母母 Key Flyer １７戦５勝 賞金 ８１，３７７，０００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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ソラメンテウナベス号



２９０２３１０月１０日 晴 良 （２２京都５）第２日 第１１競走
第４５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，２１．１０．１０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，２１．１０．９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 ８１２，０００円 ２３２，０００円 １１６，０００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 メイショウベルーガ 牝５芦 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５０４＋１０２：２５．０ ３．５�

７９ オウケンブルースリ 牡５栗 ５８ 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０４＋２２２：２５．１� ３．３�
６６ プロヴィナージュ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５２０± ０２：２５．６３ ６．２�
４４ ベストメンバー 牡４黒鹿５７ 四位 洋文前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２４＋ ４２：２６．０２� ６．９�
１１ ゴールデンメイン �１０栗 ５７ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４６８－ ８ 〃 クビ ７６．９�
８１１ フォゲッタブル 牡４黒鹿５８ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４９２＋１０２：２６．１クビ ５．６�
３３ ベンチャーナイン 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ５００－ ４２：２６．５２� １０７．４	
７８ スマートギア 牡５栗 ５７ 武 幸四郎大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６０＋ ２２：２６．７１	 ８．２

５５ シルクネクサス 牡８栗 ５７ 北村 友一有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ５１２＋ ６２：２７．１２� ７５．０�
８１０ ドリームフライト 牡６栗 ５７ 幸 英明吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ５０８－ ６２：２９．０大差 ４６．１�

（１０頭）
６７ フィールドベアー 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １１６，０５６，３００円 複勝： １４８，２０９，７００円 枠連： ７５，３７０，３００円

普通馬連： ５４７，３２８，０００円 馬単： ３３４，４６０，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３２，４５０，２００円

３連複： ６１６，３９９，１００円 ３連単： １，７６５，２６０，６００円 計： ３，７３５，５３５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（２－７） ３９０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ３，８８０円

票 数

単勝票数 差引計１１６０５６３（返還計 ５８４） 的中 � ２６７０９９（２番人気）
複勝票数 差引計１４８２０９７（返還計 ６９４） 的中 � ３７３４７７（１番人気）� ２８０７３０（２番人気）� ２３３３９３（３番人気）
枠連票数 差引計 ７５３７０３（返還計 ３１９） 的中 （２－７） １４３４０５（１番人気）
普通馬連票数 差引計５４７３２８０（返還計 ７７２１） 的中 �� ６７８７７０（１番人気）
馬単票数 差引計３３４４６０８（返還計 ４８１０） 的中 �� ２０１８９４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計１３２４５０２（返還計 ２７９１） 的中 �� １３７２９９（１番人気）�� １２７３００（２番人気）�� ８４０３７（３番人気）
３連複票数 差引計６１６３９９１（返還計 ２３８５３） 的中 ��� ５２８２６１（１番人気）
３連単票数 差引計１７６５２６０６（返還計 ４９８９２） 的中 ��� ３３６０９７（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．５―１１．０―１１．６―１２．０―１２．０―１２．７―１３．２―１２．６―１１．９―１２．９―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�
１２．６―２３．１―３４．１―４５．７―５７．７―１：０９．７―１：２２．４―１：３５．６―１：４８．２―２：００．１―２：１３．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウベルーガ 
�
父 フレンチデピュティ 

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．１．２６ 京都１２着

２００５．３．３０生 牝５芦 母 パ パ ゴ 母母 Passamaquoddy ３０戦７勝 賞金 ２６７，４９８，０００円
〔出走取消〕 フィールドベアー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。



２９０２４１０月１０日 晴 良 （２２京都５）第２日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （芝・右・外）

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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

５６ メモリーパフィア 牝４黒鹿 ５５
５４ ☆国分 恭介橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４６６－ ４１：２１．５ ６．７�

２２ ダノンプログラマー 牡４青鹿５７ 熊沢 重文�ダノックス 角居 勝彦 追分 追分ファーム ４５８＋ ４１：２１．７１� ２．４�
６８ アディアフォーン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６＋ ２１：２１．９１� ８．９�
４４ ワイドサファイア 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ ７．２�
３３ メイショウジェイ 牝５鹿 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４６６－ ４１：２２．０クビ １２．７�
６９ ハ ー リ カ 牝５黒鹿５５ 柴原 央明 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 中本 隆志 ４８４± ０ 〃 ハナ ２０．９�
８１３ フェスティヴマロン 牝６鹿 ５５ 幸 英明臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ３３．７	
５７ アグネスヨジゲン 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４８２＋ ８ 〃 クビ ４２．３

８１２ マイネルクラッチ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ５００－ ６１：２２．２１� １６．７�
１１ 	 ニホンピロキリバス 
５栃栗５７ 浜中 俊小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ３６．９�
７１０	 ポンテディリアルト 牝５青 ５５ 内田 博幸吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４５０－ ２１：２２．４１� １３．９
４５ クリールトルネード 牡５鹿 ５７ 四位 洋文横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４８２＋ ２１：２２．５� １２．３�
７１１ スズカワグナー 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４６８－ ４１：２４．６大差 ５９．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４４，１４６，６００円 複勝： ６３，００４，５００円 枠連： ４０，４７０，１００円

普通馬連： １６０，４５０，９００円 馬単： ９８，１９１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，５０４，７００円

３連複： ２１８，２０１，２００円 ３連単： ４５３，４６１，９００円 計： １，１３３，４３１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（２－５） ８００円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ８８０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ２，７２０円 ３ 連 単 ��� １５，３６０円

票 数

単勝票数 計 ４４１４６６ 的中 � ５２４３０（２番人気）
複勝票数 計 ６３００４５ 的中 � ７８４３７（２番人気）� １６５７１９（１番人気）� ６２５８１（４番人気）
枠連票数 計 ４０４７０１ 的中 （２－５） ３７６５０（２番人気）
普通馬連票数 計１６０４５０９ 的中 �� １２４９０３（２番人気）
馬単票数 計 ９８１９１５ 的中 �� ３１４５７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５５０４７ 的中 �� ３５５２１（２番人気）�� １４６２４（９番人気）�� ２９７０３（４番人気）
３連複票数 計２１８２０１２ 的中 ��� ５９３３０（５番人気）
３連単票数 計４５３４６１９ 的中 ��� ２１８００（２４番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．９―１１．６―１１．３―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３５．０―４６．６―５７．９―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メモリーパフィア �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１１．２４ 京都１着

２００６．５．２３生 牝４黒鹿 母 メモリーラマン 母母 パーカツシヨン １７戦３勝 賞金 ３５，１６１，０００円
〔発走状況〕 ダノンプログラマー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダノンプログラマー号は，平成２２年１０月１１日から平成２２年１１月９日まで出走停止。停止期間の満

了後に開催競馬場で発走調教再審査。



（２２京都５）第２日 １０月１０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １５６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

３０８，８９０，０００円
２，１１０，０００円
８，８９０，０００円
２，０４０，０００円
３１，２１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５５，４６２，０００円
４，２２６，０００円
１，５４４，４００円

勝馬投票券売得金
３９１，２５７，０００円
６２６，８７３，０００円
２７８，６５０，０００円
１，３７１，９８４，１００円
９４６，５０４，２００円
４３６，１１１，５００円
１，７０６，０３４，６００円
４，０３８，６７１，８００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 ９，７９６，０８６，２００円

総入場人員 ４０，３７６名 （有料入場人員 ）




