
２９０２５１０月１６日 晴 良 （２２京都５）第３日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走９時５５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

２２ ナムラカンタベリー 牡２鹿 ５５ 酒井 学奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ５１４－ ４１：５５．４ ３．７�

６１０ アドマイヤトリック 牡２黒鹿５５ 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４５０－ ４１：５５．６１� ４．４�
５８ カシノウィンド 牡２青鹿５５ 幸 英明柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４６４＋ ８１：５６．７７ １４．８�
８１３ ア ル バ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４９６＋ ４１：５６．９１� ２．９�
５７ スズノウルフ 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太阿部 雅子氏 佐藤 正雄 鹿児島 徳重 正幸 ４４０＋ ４ 〃 クビ ９２．２�
７１１ テイエムギンリュウ 牡２芦 ５５ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 加藤牧場 ５２０＋１０１：５７．０クビ １０．２�
４５ ハクユウサンサン 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文伊藤 博文氏 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ７４．３�
３４ プリティスカイ 牝２鹿 ５４ 赤木高太郎長谷川光司氏 吉岡 八郎 新ひだか 見上牧場 ４４６± ０１：５７．１クビ ３４．３	
４６ タイセイソルジャー 牡２鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４３６± ０１：５７．４２ ４６．６

７１２ ボールドキング 牡２青鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介増田 陽一氏 中村 均 青森 柏木 善治 ４６４－ ２１：５７．５� ３０．３�
８１４ エリモロワイヤル 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４７６－ ２ 〃 同着 ９．６�
１１ テイエムフブキオー 牡２鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 日優牧場 ４６８＋ ６ 〃 クビ １１９．８
６９ スペシャルムーン 牡２栗 ５５ 小林 徹弥伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４７８－ ２１：５７．６� ２０６．４�
３３ アウガルテン 牡２鹿 ５５ 藤岡 康太尾田左知子氏 藤岡 健一 様似 出口 繁夫 ４９４－１２２：００．３大差 ５２．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，７８７，３００円 複勝： １９，７６７，２００円 枠連： １１，４８３，６００円

普通馬連： ３３，０５９，８００円 馬単： ２７，０５９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，３６５，７００円

３連複： ５２，８２７，８００円 ３連単： ８１，７０１，６００円 計： ２５１，０５２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � ４１０円 枠 連（２－６） ７１０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ６１０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 ��� １０，１９０円

票 数

単勝票数 計 １０７８７３ 的中 � ２３１２３（２番人気）
複勝票数 計 １９７６７２ 的中 � ４３９８９（２番人気）� ３９０１０（３番人気）� ８８３９（６番人気）
枠連票数 計 １１４８３６ 的中 （２－６） １２０４８（４番人気）
普通馬連票数 計 ３３０５９８ 的中 �� ３１５６９（３番人気）
馬単票数 計 ２７０５９１ 的中 �� １３２８５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４３６５７ 的中 �� １３１４６（２番人気）�� ５６１３（６番人気）�� ２９５８（１２番人気）
３連複票数 計 ５２８２７８ 的中 ��� １４７６７（８番人気）
３連単票数 計 ８１７０１６ 的中 ��� ５９１９（２２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１３．５―１３．２―１３．３―１３．１―１２．９―１２．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３７．５―５０．７―１：０４．０―１：１７．１―１：３０．０―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．３
１
３
５，１１，１３，２，１４（４，１０）９，７（８，１２）１（３，６）
５，１１（２，１３）１０（４，１４）（８，９，１２）７－６，３，１

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

勝馬の
紹 介

ナムラカンタベリー �
�
父 ノーリーズン �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１０．８．１ 小倉１３着

２００８．５．１２生 牡２鹿 母 ナムラヒミコ 母母 ダイナハニー ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円



２９０２６１０月１６日 晴 良 （２２京都５）第３日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時２５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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

２４ レッドマーベル 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝 �東京ホースレーシング 領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４７４＋ ４１：０９．４ ９．２�

１２ トップルビー 牝２黒鹿５４ 小牧 太�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４５０＋ ２１：０９．６１ １６．２�
３６ ピエナクリスタル 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 ４６６－１０１：０９．７� ７．８�
３５ シゲルシュサ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３８± ０１：０９．８� ２３９．７�
５９ ファイアアロー 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介吉田 和美氏 吉田 直弘 新ひだか 前川 勇 ４４８＋ ８１：１０．０１� ６７．６�
４７ ヒカリゴールド 牡２黒鹿５５ 幸 英明當山 	則氏 西浦 勝一 日高 中川牧場 ４６０＋ ２１：１０．１� ２７．２

６１１ ドリームガイド 牡２青鹿５５ 和田 竜二セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 平山牧場 ４５８＋ ２１：１０．２クビ １１７．９�
５１０ ニジブルーム 牡２芦 ５５ 秋山真一郎横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８２－ ６１：１０．３� ２．０�
４８ シゲルジョウム 牡２鹿 ５５ 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４８０－ ６１：１０．４� ８．３
１１ サカジロキング 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 目名太山口

牧場 ４４０＋ ８１：１０．５クビ ７．４�
６１２ テイエムシルエット 牡２黒鹿５５ 浜中 俊竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際セントラルスタッド ４６０＋ ６１：１０．６� １９．８�
７１４ プレストリガー 牡２青鹿５５ 太宰 啓介吉永 清美氏 目野 哲也 新冠 八木 常郎 ４０２－ ４ 〃 アタマ ６６．６�
８１７ ガ ル ネ リ 牝２栗 ５４ 藤岡 康太田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０± ０１：１１．１３ １９．４�
８１６ ビッグドラゴン 牝２黒鹿５４ 北村 友一�ビッグ 梅田 康雄 日高 若林 武雄 ３８６＋ ４１：１１．２� ３８９．９�
２３ ヒロガーデン 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三守内 満氏 藤沢 則雄 新ひだか 田湯牧場 ４６８＋ ２１：１１．３� ２１２．８�
７１３ エーシンタオヘリン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜�栄進堂 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 ３９８＋ ６１：１１．５１� ５３．８�
８１５ カシノババロア 牝２栗 ５４ 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 熊本 本田 土寿 ４５６＋ ２１：１１．９２� ４１１．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １５，３８６，０００円 複勝： ２９，３３３，８００円 枠連： １２，９２１，７００円

普通馬連： ３８，０３８，５００円 馬単： ３０，６３３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４２８，０００円

３連複： ５５，６３０，３００円 ３連単： ８６，６４１，６００円 計： ２８６，０１３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ４００円 � ５１０円 � ３４０円 枠 連（１－２） ２，０９０円

普通馬連 �� ６，５９０円 馬 単 �� １３，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� １，４００円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� １６，５１０円 ３ 連 単 ��� １１３，５８０円

票 数

単勝票数 計 １５３８６０ 的中 � １３１９９（５番人気）
複勝票数 計 ２９３３３８ 的中 � １９５１７（５番人気）� １４５２２（６番人気）� ２４４３６（４番人気）
枠連票数 計 １２９２１７ 的中 （１－２） ４５７１（７番人気）
普通馬連票数 計 ３８０３８５ 的中 �� ４２６０（２０番人気）
馬単票数 計 ３０６３３１ 的中 �� １６２０（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４２８０ 的中 �� ２３８３（１９番人気）�� ３０９８（１５番人気）�� ２０６０（２２番人気）
３連複票数 計 ５５６３０３ 的中 ��� ２４８８（４７番人気）
３連単票数 計 ８６６４１６ 的中 ��� ５６３（３２８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．１―１１．４―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．３―４５．７―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドマーベル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Westminster デビュー ２０１０．９．２５ 阪神９着

２００８．５．３０生 牝２鹿 母 オールザチャット 母母 Rory’s Helen ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２９０２７１０月１６日 晴 良 （２２京都５）第３日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時５５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

６１０ デンコウジュピター 牡２鹿 ５５
５４ ☆国分 恭介田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ４７８± ０１：３５．９ ３．７�

３４ リリーファイアー 牡２鹿 ５５ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８６± ０ 〃 ハナ １３．５�

１１ � シンボリストーム 牡２鹿 ５５ 浜中 俊シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro
Wada ４９４＋ ４１：３６．１１� ３．０�

３３ ボストンリョウマ 牡２青鹿５５ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６２＋ ２１：３６．２クビ ３５１．９�
２２ エリートバイオ 牝２芦 ５４ 幸 英明バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ ４４．１�
５７ ピースフルアース 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：３６．４１� ２４．０	
４５ レッドシェリフ 牡２栗 ５５ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２ 〃 クビ １５．９

８１４ マーティンジーン 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 佐藤 陽一 ４７２＋ ２１：３６．５クビ ２４２．７�
７１１ ダノンハロー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２ 〃 ハナ ３．０�
６９ エイシンピンキー 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４４８＋１６１：３６．７１� ３６．９
４６ クリノダイヤモンド 牝２芦 ５４ 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 永村 侑 ４８８－ ２ 〃 クビ ９７．９�
８１３ グランプリワイルド 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介�グランプリ 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４７０－ ６１：３６．９１� １４．４�
５８ トキノホーザン 牡２鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜中野 正則氏 境 直行 浦河 小倉牧場 ４７４－ ４１：３７．６４ ３７５．０�
７１２ ドンウイング 牡２栗 ５５ 北村 友一山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４２８＋ ６１：３７．７� ６２３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，８４３，２００円 複勝： ３３，４８５，４００円 枠連： １２，２３１，９００円

普通馬連： ４５，４０２，５００円 馬単： ３７，０６３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９８３，５００円

３連複： ６２，３６３，２００円 ３連単： １０９，３６９，８００円 計： ３３９，７４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � １２０円 枠 連（３－６） ２，３９０円

普通馬連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ３，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ２６０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� １２，４８０円

票 数

単勝票数 計 １８８４３２ 的中 � ４０６９０（３番人気）
複勝票数 計 ３３４８５４ 的中 � ５６８１４（３番人気）� ２６１０９（５番人気）� ９６６９６（１番人気）
枠連票数 計 １２２３１９ 的中 （３－６） ３７８８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４５４０２５ 的中 �� １２９７４（１０番人気）
馬単票数 計 ３７０６３８ 的中 �� ６９９２（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９８３５ 的中 �� ５５３７（１１番人気）�� ２３５３２（２番人気）�� １０９９４（４番人気）
３連複票数 計 ６２３６３２ 的中 ��� ２６１７９（４番人気）
３連単票数 計１０９３６９８ 的中 ��� ６４６９（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．６―３５．４―４８．０―１：００．４―１：１２．５―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウジュピター �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２０１０．１０．２ 阪神３着

２００８．４．７生 牡２鹿 母 ツ リ ー 母母 サクラコトミ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



２９０２８１０月１６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２京都５）第３日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２５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

５６ アドマイヤサンサン �８鹿 ６０ 高田 潤近藤 利一氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４８２－ ４３：１８．７ ２．７�

１１ スカイボーイング 牡４黒鹿６０ 岩崎 祐己小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４８４－ ４３：１８．９１� ３．５�
５７ コ ン ゴ ウ 牡４芦 ６０ 出津 孝一林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３０＋ ８３：１９．５３� １３．３�
３３ ツルマルビビッド 牡６鹿 ６０ 南井 大志鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４８４＋ ２３：１９．７１� ５．７�
８１２ ハマノツーステップ 牡３栗 ５８ 難波 剛健浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４７６＋１２３：２０．２３ １６．１�
７１１ ワインアドバイザー 牡７青鹿６０ 平沢 健治 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６３：２０．３� １９．７�
８１３	 ワンダールシデス 牝５栗 ５８ 高野 容輔山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４５０＋１２３：２０．４クビ ７２．６	
６９ 	 ブ チ カ マ シ 牡６黒鹿６０ 仲田 雅興中西 功氏 新川 恵 青森 久保フアーム ４５８＋１２３：２０．５� ２２．６

４５ シゲルカンスケ 牡３鹿 ５８ 黒岩 悠森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 馬道 繁樹 ４６２＋ ２３：２０．７１� ８４．０�
６８ アンブロークン �５青鹿６０ 宗像 徹広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４６０－１６３：２０．８� １５．７
７１０ オンワードホープ 牡３黒鹿５８ 金折 知則�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ５０４＋１０３：２２．４１０ ４９．７�
２２ メイショウアサガオ 牝５青 ５８ 今村 康成松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４５８＋ ６３：２３．４６ １４．８�
４４ ミスズエルドラド 牡３鹿 ５８ 北村 浩平永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 岡野牧場 ４５０＋ ４ （競走中止） ５５．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，３８３，１００円 複勝： １５，５００，８００円 枠連： １２，９０６，０００円

普通馬連： ３１，６１４，７００円 馬単： ２５，３１４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，８８８，７００円

３連複： ４５，１９６，２００円 ３連単： ７３，０３８，４００円 計： ２２７，８４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連（１－５） ３５０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ５４０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，２００円 ３ 連 単 ��� ３，２４０円

票 数

単勝票数 計 １１３８３１ 的中 � ３３９３３（１番人気）
複勝票数 計 １５５００８ 的中 � ４１４０９（１番人気）� ３６６７０（２番人気）� １１６７４（４番人気）
枠連票数 計 １２９０６０ 的中 （１－５） ２７２５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ３１６１４７ 的中 �� ５６８４８（１番人気）
馬単票数 計 ２５３１４１ 的中 �� ２６２５１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２８８８７ 的中 �� １８３６７（１番人気）�� ５３５７（６番人気）�� ５６９４（５番人気）
３連複票数 計 ４５１９６２ 的中 ��� ２７９８５（２番人気）
３連単票数 計 ７３０３８４ 的中 ��� １６６７７（３番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５１．５－３F ３８．６
コーナー
通過順位

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

�
�

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤサンサン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．８．１４ 新潟４着

２００２．３．２０生 �８鹿 母 ラ テ ル ネ 母母 ヨシオカザン 障害：６戦１勝 賞金 １１，０００，０００円
〔競走中止〕 ミスズエルドラド号は，１周目４号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



２９０２９１０月１６日 晴 良 （２２京都５）第３日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時１５分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，４５０，０００
１，４５０，０００

円
円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．０
１：０７．８

良

良

６９ ワ イ ズ リ ー 牡２栗 ５５ 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６２ ―１：１０．３ ３．２�

１１ エヴァンブルー 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎 �ブルーマネジメント大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４７４ ―１：１０．４� ８．３�

３３ リトルエデン 牝２青鹿５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：１０．６１� ７．３�
７１２ ナンヨーサフラウア 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三中村 �也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム ４３０ ― 〃 同着 １６．３�
５７ シ ル ダ リ ア 牡２黒鹿５５ 池添 謙一幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４５２ ―１：１０．８１� ２．４�
４５ パープルポケット 牝２黒鹿５４ 幸 英明中野 銀十氏 大橋 勇樹 新ひだか 本桐牧場 ４２６ ― 〃 アタマ ４７．６	
４６ ゴールデンアタック 牡２栗 ５５ 和田 竜二�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４８２ ―１：１０．９� ５６．９

７１１ ボストンエンペラー 牡２黒鹿５５ 酒井 学ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５２ ―１：１１．８５ １５．４�
６１０ エ ビ ス ガ オ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉西村新一郎氏 梅内 忍 むかわ 貞広 賢治 ４５２ ―１：１２．０１� １０２．８�
２２ サマークイーン 牝２栗 ５４

５１ ▲高倉 稜セゾンレースホース� 中村 均 浦河 山田 昇史 ４３２ ―１：１２．２� １５．６
３４ シゲルブイン 牝２栗 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 木原 一良 浦河 田中スタッド ４０２ ― 〃 ハナ １６２．３�
８１４ ポルテボヌール 牝２鹿 ５４ 高橋 亮 �ユートピア牧場 荒川 義之 登別 ユートピア牧場 ４０４ ―１：１２．３� １９７．２�
５８ アイリスクイーン 牝２栗 ５４ 高野 容輔平口 信行氏 須貝 彦三 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４３４ ―１：１２．５１� １９７．５�
８１３ ラブデービット 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田牧場 ４５０ ―１：１２．７１� ５８．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，４３３，１００円 複勝： ２１，１６２，４００円 枠連： １２，７３５，９００円

普通馬連： ３５，３５７，０００円 馬単： ３２，１２２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７９８，３００円

３連複： ４８，４３１，６００円 ３連単： ９３，０６２，８００円 計： ２７３，１０３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 �
�

１９０円
２９０円 枠 連（１－６） １，０１０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 ��

��
３００円
５３０円

��
��

４９０円
８７０円

３ 連 複 ���
���

１，６１０円
２，５８０円 ３ 連 単 ���

���
８，３００円
９，２５０円

票 数

単勝票数 計 １４４３３１ 的中 � ３５７６２（２番人気）
複勝票数 計 ２１１６２４ 的中 �

�
４６６０６
１０８５６

（２番人気）
（７番人気）

� ２２８９５（３番人気）� ２０９５８（４番人気）

枠連票数 計 １２７３５９ 的中 （１－６） ９３７３（４番人気）
普通馬連票数 計 ３５３５７０ 的中 �� １８４５４（５番人気）
馬単票数 計 ３２１２２０ 的中 �� １０８１６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７９８３ 的中 ��

��
６５７４
４７０２
（５番人気）
（９番人気）

��
��

８７１８
２４５１
（４番人気）
（１８番人気）

�� ４２７４（１１番人気）

３連複票数 計 ４８４３１６ 的中 ��� １１２２２（８番人気）��� ６８９０（１７番人気）
３連単票数 計 ９３０６２８ 的中 ��� ４１４４（４５番人気）��� ３７１２（５１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．０―１１．４―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．２―３６．２―４７．６―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ イ ズ リ ー �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 パラダイスクリーク 初出走

２００８．２．１７生 牡２栗 母 プラントパラダイス 母母 ブランドシャトル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ボストンエンペラー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



２９０３０１０月１６日 晴 良 （２２京都５）第３日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３４ クラヴィコード 牝３栗 ５３ 後藤 浩輝広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 ４６０＋ ４１：５２．５ ３．４�

８１５ アルデュイナ 牝３鹿 ５３ 和田 竜二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ２１：５２．８２ １６．６�
２３ ビップピュアレディ 牝３栗 ５３ 幸 英明鈴木 邦英氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４２２＋ ４１：５２．９クビ １９．２�
７１２ カ ス ガ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６２＋ ８１：５３．１１� ３２．３�
２２ アドマイヤインディ 牝４栗 ５５ 上村 洋行近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：５３．２� ５．９�
４７ ラガーラブリン 牝３黒鹿５３ 福永 祐一奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 ４４０± ０１：５３．４１� ２３．１�
１１ ベ リ ー フ 牝３栗 ５３ 浜中 俊岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４５６＋ ６１：５３．５� ３．７	
４６ ホクトスワン 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介布施 光章氏 庄野 靖志 新冠 ビッグレッドファーム B４７０＋ ６１：５３．６� ４２．９

５８ ローザレーヌ 牝４青鹿５５ 秋山真一郎西村 和夫氏 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ １０．４�
８１４ ビ バ エ ル フ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４１６＋ ２１：５３．８１� ４０．２
６１１ ペパーミントラヴ 牝４芦 ５５ 鮫島 良太 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５３０－ ８１：５４．１１� ７３．８�
７１３ ツヨイキモチ 牝３鹿 ５３

５２ ☆国分 恭介宮城 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 ４８２＋ ８１：５４．６３ １８．３�

３５ トップバゴチャン 牝３青鹿５３ 野元 昭嘉�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 B４８８＋ ２１：５５．０２� １４１．１�
６１０� フェリスクイーン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ５２２－ ２１：５７．１大差 ９６．４�
５９ ピサノルビー 牝４黒鹿５５ 藤岡 康太市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４７６＋ ２２：０２．５大差 １０．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，０６４，４００円 複勝： ２９，０７０，６００円 枠連： １５，７５６，３００円

普通馬連： ４５，０７５，５００円 馬単： ３１，２４３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８７７，９００円

３連複： ６７，０２５，８００円 ３連単： １０２，８２９，１００円 計： ３２８，９４３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ４９０円 � ５１０円 枠 連（３－８） １，８８０円

普通馬連 �� ２，８７０円 馬 単 �� ４，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２８０円 �� １，１２０円 �� ４，８００円

３ 連 複 ��� １６，６９０円 ３ 連 単 ��� ６６，８１０円

票 数

単勝票数 計 １８０６４４ 的中 � ４３０８４（１番人気）
複勝票数 計 ２９０７０６ 的中 � ６３５０７（１番人気）� １３２２８（８番人気）� １２５４１（９番人気）
枠連票数 計 １５７５６３ 的中 （３－８） ６２１５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４５０７５５ 的中 �� １１５９５（９番人気）
馬単票数 計 ３１２４３５ 的中 �� ５５５７（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８７７９ 的中 �� ３８７４（１８番人気）�� ４４７７（１２番人気）�� ９８７（５２番人気）
３連複票数 計 ６７０２５８ 的中 ��� ２９６４（５９番人気）
３連単票数 計１０２８２９１ 的中 ��� １１３６（２００番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１３．２―１３．０―１２．９―１２．７―１２．５―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３７．２―５０．２―１：０３．１―１：１５．８―１：２８．３―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．７
１
３
３，４（１，７）２（８，１０）（５，１５，１３）９，１１，１２，１４－６
３，４（１，７）（２，８，１３）（５，１５）（９，１０，１１）（１２，１４）６

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

勝馬の
紹 介

クラヴィコード �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．２．２１ 京都４着

２００７．４．２５生 牝３栗 母 フ ァ モ ー ザ 母母 ボーンフェイマス ８戦２勝 賞金 １８，１００，０００円
〔その他〕 ピサノルビー号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



２９０３１１０月１６日 晴 良 （２２京都５）第３日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

５７ タマモトワイライト �４栗 ５７
５４ ▲川須 栄彦タマモ� 小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 ５０６＋ ６１：１１．９ ７．１�

８１２ タマモコントラバス 牡３黒鹿 ５５
５２ ▲高倉 稜タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４６２＋ ６１：１２．１１� ４．７�

１１ リバーサルブロー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４６６－ ６１：１２．３１� １８．０�
４５ ネイルダウン 牡３黒鹿５５ 小牧 太前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６＋ ４ 〃 ハナ ９．７�
６９ クリスリリー 牝５栗 ５５ 秋山真一郎加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４６０＋ ２１：１２．４クビ ９７．３�
２２ エーティーショパン 牡４栗 ５７ 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４７８＋ ４１：１２．５� ４６．４�
４４ エーシンハダル 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 ５０２－ ６１：１２．６� １２．５	
７１０ ムスタングリーダー 牡３芦 ５５ 四位 洋文杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４２２＋ ２１：１２．７クビ １９．７

６８ チャームドリーム 牝４鹿 ５５ 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４９８－ ２１：１２．８� １０．９�
３３ 	 エーシンビッグシー 牡４芦 ５７ 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 静内 岡田スタツド ５０６＋ ２１：１２．９� ６．０�
８１３	 メイショウフレアー 牡４青鹿５７ 福永 祐一松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 ４６４＋ ４１：１３．３２� ９．６
７１１ シゲルカサギヤマ 牡４栗 ５７

５６ ☆国分 恭介森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド ５２４＋２０１：１３．７２� ４．７�

５６ クリスタルネージュ 牡４芦 ５７ 酒井 学林 進氏 西園 正都 浦河 浦河日成牧場 ４３０－３８１：１５．６大差 １４６．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，０００，０００円 複勝： ２８，８６７，４００円 枠連： １７，６３９，９００円

普通馬連： ５３，１７７，６００円 馬単： ３５，１５７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１８３，４００円

３連複： ７４，９３７，６００円 ３連単： １１６，００３，３００円 計： ３６３，９６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２６０円 � １９０円 � ７２０円 枠 連（５－８） １，１３０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ３，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ２，４６０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� １３，０２０円 ３ 連 単 ��� ５１，０２０円

票 数

単勝票数 計 １７００００ 的中 � １９１２２（４番人気）
複勝票数 計 ２８８６７４ 的中 � ２９４５２（４番人気）� ４８５０２（１番人気）� ８５２７（１１番人気）
枠連票数 計 １７６３９９ 的中 （５－８） １１５６６（５番人気）
普通馬連票数 計 ５３１７７６ 的中 �� ２７７１４（３番人気）
馬単票数 計 ３５１５７２ 的中 �� ８２９０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１８３４ 的中 �� ８８９１（４番人気）�� ２０５２（３８番人気）�� ２４４７（３０番人気）
３連複票数 計 ７４９３７６ 的中 ��� ４２４９（５３番人気）
３連単票数 計１１６００３３ 的中 ��� １６７８（１７９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．８―１１．９―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．０―３５．８―４７．７―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモトワイライト �
�
父 トワイニング �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー ２００８．１２．２７ 阪神１着

２００６．５．２２生 �４栗 母 ハッピースター 母母 ハッピーホリデー １６戦２勝 賞金 ２４，８４０，０００円



２９０３２１０月１６日 晴 良 （２２京都５）第３日 第８競走 ��１，９００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

１１ オースミイレブン 牡３芦 ５５ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 高瀬牧場 ４９６＋１６１：５９．０ ３．４�

６９ ハリウッドスター 牡３鹿 ５５ 小牧 太吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２ 〃 ハナ ４．４�
４４ サクラシザーズ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介�さくらコマース梅田 智之 静内 原 武久 B５１０－１４２：００．４９ １９．２�
２２ ツカサゲンキ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ４７８－ ８ 〃 アタマ １６０．１�
８１３ ゼットチャンプ 牡３鹿 ５５ 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４８６－ ４ 〃 クビ １７８．７�
５６ ピサノユリシーズ 牡３栗 ５５ 安藤 勝己市川 義美氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４６２－ ６２：００．６１� ３．２	
３３ � ピエナミッチー 牡５鹿 ５７ 幸 英明本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６６－ ８２：００．７� ５２．８

４５ ナリタチャレンジ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ５１４＋１２２：００．９１� ６．２�
８１２ サクセスシェーバー 牡３黒鹿５５ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５０８＋ ２２：０１．１１� ６４．０�
７１０ ヤマニンフリスキー 牡３青 ５５ 太宰 啓介土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４５２＋ ６２：０１．３１� １４．７
５７ � アグネスフリーダム 牡５栗 ５７ 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７４－ ２２：０１．４� １６．９�
７１１ エイユーブラッサム 牡３鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４４６± ０２：０１．６１ ３６．４�

６８ カズノブライアン 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲高倉 稜�中山牧場 加藤 敬二 浦河 中山牧場 B４８８－ ６２：０３．９大差 １７８．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，７４３，４００円 複勝： ３１，２６０，６００円 枠連： １６，９２１，９００円

普通馬連： ５６，７５５，５００円 馬単： ４２，２８０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４９８，１００円

３連複： ７６，１８７，６００円 ３連単： １４１，１６４，４００円 計： ４０６，８１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � ４２０円 枠 連（１－６） ９５０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，０５０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ５，５９０円 ３ 連 単 ��� １６，８００円

票 数

単勝票数 計 １９７４３４ 的中 � ４６２１１（２番人気）
複勝票数 計 ３１２６０６ 的中 � ５０９０８（３番人気）� ６３３８４（２番人気）� １４６７３（６番人気）
枠連票数 計 １６９２１９ 的中 （１－６） １３１５６（５番人気）
普通馬連票数 計 ５６７５５５ 的中 �� ５０５５８（３番人気）
馬単票数 計 ４２２８０５ 的中 �� ２１７００（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４９８１ 的中 �� １６７２９（３番人気）�� ５０５５（９番人気）�� ４６２８（１４番人気）
３連複票数 計 ７６１８７６ 的中 ��� １００７４（１９番人気）
３連単票数 計１４１１６４４ 的中 ��� ６２０４（４２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１２．１―１３．５―１３．３―１３．２―１２．５―１１．９―１１．９―１２．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．６―３０．７―４４．２―５７．５―１：１０．７―１：２３．２―１：３５．１―１：４７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミイレブン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１０．１．１６ 京都１着

２００７．３．２３生 牡３芦 母 ロ ジ ー タ 母母 メロウマダング ６戦２勝 賞金 １５，８４０，０００円



２９０３３１０月１６日 晴 良 （２２京都５）第３日 第９競走 ��
��１，８００�

ほ り か わ

堀 川 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３３ スイートマトルーフ 牝４青鹿５５ 浜中 俊和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４９２＋ ４１：４６．２ ９．５�

４６ アンプレシオネ 牝５芦 ５５ 佐藤 哲三 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４５２－ ８１：４６．３� ２９．７�

６１０ オメガブルーハワイ 牝３黒鹿５３ 池添 謙一原 �子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４４２＋ ６１：４６．５１	 １０．２�
３４ サニーラブカフェ 牝６鹿 ５５ 武 幸四郎西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４９８－ ６ 〃 ハナ １０３．７�
５８ ラインドリーム 牝４黒鹿５５ 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４６４＋ ６１：４６．６� ４．９�
４５ テーブルスピーチ 牝３栗 ５３ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５２－ ４ 〃 クビ １０．２�
８１３ ラガーリンリン 牝３芦 ５３ 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４７６± ０１：４６．８１	 ８５．４	
２２ キクカラヴリイ 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４８± ０ 〃 クビ ８２．３

５７ クリスティロマンス 牝３黒鹿５３ 藤岡 佑介 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：４６．９クビ ２．４�
７１２ コ ン カ ラ ン 牝３栗 ５３ 和田 竜二吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４５６＋ ２１：４７．１１
 ６．０
６９ パーソナルブレーン 牝４黒鹿５５ 小牧 太深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４４４－１０１：４７．３１ ７４．６�
７１１ ニチドウルチル 牝３栗 ５３ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８２＋ ８ 〃 クビ １５．６�
１１ ワンダープリマ 牝４鹿 ５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４５２＋ ６１：４８．３６ ７４．４�
８１４ カ イ ゼ リ ン 牝５青鹿５５ 鮫島 良太 �キャロットファーム 松田 国英 早来 ノーザンファーム B４７８＋ ８１：４８．４� ７４．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，７８８，６００円 複勝： ５８，１１４，１００円 枠連： ２６，０１７，９００円

普通馬連： ９８，６０２，１００円 馬単： ６７，８８５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，３５８，６００円

３連複： １３４，０４１，５００円 ３連単： ２４３，８６７，９００円 計： ６９５，６７６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３００円 � ６６０円 � ３４０円 枠 連（３－４） ２，６４０円

普通馬連 �� ８，２８０円 馬 単 �� １５，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� １，３８０円 �� ２，７７０円

３ 連 複 ��� ２１，６５０円 ３ 連 単 ��� １５４，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２９７８８６ 的中 � ２４９１４（４番人気）
複勝票数 計 ５８１１４１ 的中 � ５５１２７（４番人気）� ２１１６９（８番人気）� ４６１８０（５番人気）
枠連票数 計 ２６０１７９ 的中 （３－４） ７２７７（９番人気）
普通馬連票数 計 ９８６０２１ 的中 �� ８７９５（２４番人気）
馬単票数 計 ６７８８５８ 的中 �� ３３３２（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７３５８６ 的中 �� ４７０９（２３番人気）�� ６７９２（１６番人気）�� ３２７６（２６番人気）
３連複票数 計１３４０４１５ 的中 ��� ４５７１（５６番人気）
３連単票数 計２４３８６７９ 的中 ��� １１６３（３５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２２．９―３４．３―４６．５―５９．２―１：１１．２―１：２２．７―１：３４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．０
３ １４－（６，１）（３，１３）（９，１１）２（４，１２）（５，７）（８，１０） ４ ６，３（１４，１，１３）（２，９，１１，１２）４（５，７，１０）８

勝馬の
紹 介

スイートマトルーフ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Green Desert デビュー ２００８．１１．１６ 京都４着

２００６．４．１２生 牝４青鹿 母 スイートフルーレ 母母 Kenbu １９戦４勝 賞金 ５６，０７１，０００円
〔制裁〕 コンカラン号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１１番・９番・７番・８番

への進路影響）



２９０３４１０月１６日 晴 良 （２２京都５）第３日 第１０競走 ��
��２，２００�

な る た き

鳴 滝 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�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 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

５５ キクカタキシード 牡３栗 ５４ 幸 英明飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４７０＋ ２２：１１．９ １２．３�

３３ テンシノマズル 牡４鹿 ５７ 酒井 学杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４５８＋ ４２：１２．１１� ８．５�
７８ シースナイプ 牝３鹿 ５２ 北村 友一松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４４－ ２２：１２．２クビ １．６�
４４ エクセルサス 牡３栃栗５４ 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 ５０８＋ ２２：１２．３� ２１．５�
２２ ヤマニンウイスカー 牡４青 ５７ 和田 竜二土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ４８８－ ８ 〃 クビ ４．４�
１１ ハードダダンダン 牡３黒鹿５４ 藤岡 康太津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４４６± ０２：１３．０４ １７．０�
７７ アグネスミヌエット 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３８＋ ４２：１３．４２� ２８．１	
８１０ クレスコドリーム 牡５黒鹿５７ 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 登別 青藍牧場 ４９４＋ ２ 〃 クビ ６８．５

８９ メイショウイチバン 牡６鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４９８＋ ６２：１３．５クビ ３９．３�
６６ キンショーオトヒメ 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４４６－ ４２：１３．７１� ６５．７�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３８，０１１，２００円 複勝： ７８，６０４，４００円 枠連： ２１，３９５，９００円

普通馬連： １０３，５１０，２００円 馬単： ８６，２０１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６９４，３００円

３連複： １２８，６７１，１００円 ３連単： ３２２，６６９，３００円 計： ８１４，７５７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � １１０円 枠 連（３－５） ２，９７０円

普通馬連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ７，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ２８０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� １６，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３８０１１２ 的中 � ２４５０３（４番人気）
複勝票数 計 ７８６０４４ 的中 � ５８４２２（４番人気）� ７０７６５（３番人気）� ４１５０５３（１番人気）
枠連票数 計 ２１３９５９ 的中 （３－５） ５３１９（１０番人気）
普通馬連票数 計１０３５１０２ 的中 �� ２６４４４（１０番人気）
馬単票数 計 ８６２０１５ 的中 �� ８７４６（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６９４３ 的中 �� １２４６３（９番人気）�� ３３０７５（３番人気）�� ３６７５８（２番人気）
３連複票数 計１２８６７１１ 的中 ��� ８１３７６（３番人気）
３連単票数 計３２２６６９３ 的中 ��� １４８１８（５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２３．９―３５．８―４７．８―１：００．２―１：１３．０―１：２５．４―１：３７．３―１：４８．５―２：００．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キクカタキシード 
�
父 ブラックタキシード 

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．１０．１８ 京都５着

２００７．４．８生 牡３栗 母 キクカグローバル 母母 キクカローバート １４戦３勝 賞金 ３８，３４８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２９０３５１０月１６日 晴 良 （２２京都５）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�第４５回デイリー杯２歳ステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
デイリースポーツ社賞（１着）

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００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

１：３３．３
１：３３．１

良

良

８１２ レーヴディソール 牝２芦 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５２－ ６１：３３．６ ２．４�

３３ アドマイヤサガス 牡２青 ５５ 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ２１：３３．８１� ９．３�
５６ メイショウナルト 牡２鹿 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 ４５２－ ６１：３４．０１ ４．２�
７１０ クリーンエコロジー 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋ ２１：３４．１� １３．５�
４４ トップシャイン 牡２鹿 ５５ 池添 謙一�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ７．２�
８１１ ミッキーマスカット 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５３４－１０１：３４．４２ ３６．４�
５５ グランプリボス 牡２鹿 ５５ 四位 洋文	グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０８± ０１：３４．９３ ６．４

２２ アスターウィング 牡２鹿 ５５ 北村 友一加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４２８＋ ４１：３５．１１� １１７．２�
６８ エイシンオスマン 牡２鹿 ５５ 浜中 俊平井 豊光氏 松永 昌博 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング ４７４＋１０ 〃 クビ １９．８�
６７ � エルウェーオージャ 牡２青 ５５ 吉村 智洋雑古 隆夫氏 橋本 忠男 新ひだか 加野牧場 B４６０＋ ３１：３６．０５ ２２０．５

（兵庫） （兵庫）

１１ トラストワン 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 ４８４＋１０１：３６．１� ２７．２�
７９ ショウナンアリビオ 牡２栗 ５５ 上村 洋行国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８６＋ ２１：３６．８４ １７０．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ８５，３７０，６００円 複勝： １１６，５９８，７００円 枠連： ５４，４５１，１００円

普通馬連： ３１７，３２６，６００円 馬単： ２０６，４８２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ８７，４２７，５００円

３連複： ３６７，５９０，２００円 ３連単： ８３２，３９９，１００円 計： ２，０６７，６４６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � １２０円 枠 連（３－８） １，２３０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ２００円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ６，４３０円

票 数

単勝票数 計 ８５３７０６ 的中 � ２８０３１３（１番人気）
複勝票数 計１１６５９８７ 的中 � ２９９６１０（１番人気）� １０６６３１（５番人気）� ２９５８５９（２番人気）
枠連票数 計 ５４４５１１ 的中 （３－８） ３２６８４（６番人気）
普通馬連票数 計３１７３２６６ 的中 �� １７５１３７（６番人気）
馬単票数 計２０６４８２３ 的中 �� ８５９３５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８７４２７５ 的中 �� ３９４７０（７番人気）�� １３５７１７（１番人気）�� ４４６６２（６番人気）
３連複票数 計３６７５９０２ 的中 ��� ２２３１９８（３番人気）
３連単票数 計８３２３９９１ 的中 ��� ９５６５７（９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．６―１２．５―１２．０―１１．５―１１．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．９―３４．５―４７．０―５９．０―１：１０．５―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヴディソール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Highest Honor デビュー ２０１０．９．１１ 札幌１着

２００８．４．８生 牝２芦 母 レーヴドスカー 母母 Numidie ２戦２勝 賞金 ４５，４５５，０００円
〔発走状況〕 ショウナンアリビオ号・ミッキーマスカット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 トップシャイン号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９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。



２９０３６１０月１６日 晴 良 （２２京都５）第３日 第１２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

１２ キタノアラワシ 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５０８＋ ４１：２３．８ ６４．８�

５１０ ワールドワイド 牡４芦 ５７ 上村 洋行山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９２－ ８ 〃 クビ ３．７�
４７ スマートアーサイト 牡３黒鹿５５ 小牧 太大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ２１：２３．９� １２．６�
５９ フェイドレスシーン 牝５栗 ５５

５２ ▲川須 栄彦 �サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３０＋ ２１：２４．３２� １１４．３�

４８ ヘリオスシチー 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４４８－ ８１：２４．５１� １３．９�
７１４ ペガサスヒーロー 牡３鹿 ５５ 浜中 俊松岡 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 ４５６± ０１：２４．６	 ４．０	
３５ キシュウグラシア 牝４黒鹿５５ 藤岡 康太木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７８－ ４１：２４．９２ １４２．０

２４ メイショウシェイク 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５１６－１２１：２５．０� １８．０�
６１２
 ナビエストークス 牡４鹿 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４６６± ０１：２５．１クビ １９５．３�
８１５ ハイローラー 牡４鹿 ５７ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４８８－ ４１：２５．２	 ９．０
６１１ ニシノミーチャン 牝４鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４６６－１０ 〃 ハナ ２９．９�
１１ ワーズワース 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４８０－ ４１：２５．６２� ３．６�
８１６ ハードリレー 牡６栗 ５７ 酒井 学津田 一男氏 鈴木 孝志 静内 漆原 武男 ４６２＋１２１：２５．７� ２４５．１�
２３ 
 ネオファロス 牡５栗 ５７ 和田 竜二小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B４８４－１５１：２６．０１	 ２１８．８�
７１３ メジロチャンプ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４９０－ ８１：２６．１クビ １６．９�
３６ ダイゴカムイ 牡８鹿 ５７ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 宮内牧場 ５０６－ ６１：２６．４１	 ２９０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，８４１，９００円 複勝： ６４，０５３，２００円 枠連： ３５，６３９，７００円

普通馬連： １３９，２７１，６００円 馬単： ８５，３０６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，３４５，４００円

３連複： １８３，６５０，６００円 ３連単： ３５６，６８１，４００円 計： ９５１，７９０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，４８０円 複 勝 � １，０６０円 � １５０円 � ３８０円 枠 連（１－５） ６５０円

普通馬連 �� １１，０４０円 馬 単 �� ２７，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４８０円 �� ６，２００円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ３２，７７０円 ３ 連 単 ��� ３０８，６００円

票 数

単勝票数 計 ３７８４１９ 的中 � ４６０８（１０番人気）
複勝票数 計 ６４０５３２ 的中 � １１９９６（１０番人気）� １５５０２４（１番人気）� ３８７５０（６番人気）
枠連票数 計 ３５６３９７ 的中 （１－５） ４０５０５（３番人気）
普通馬連票数 計１３９２７１６ 的中 �� ９３１１（３０番人気）
馬単票数 計 ８５３０６９ 的中 �� ２２７０（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９３４５４ 的中 �� ４８５５（２７番人気）�� １９０３（４４番人気）�� １３２１７（９番人気）
３連複票数 計１８３６５０６ 的中 ��� ４１３６（７９番人気）
３連単票数 計３５６６８１４ 的中 ��� ８５３（５９４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１２．０―１２．５―１２．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．８―３４．３―４６．３―５８．８―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタノアラワシ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００６．１１．２５ 京都３着

２００４．４．２６生 牡６鹿 母 ジェイドジョウ 母母 ハ ナ ダ ヨ リ ２３戦４勝 賞金 ５３，３３６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 タカノキング号・テイエムフルパワー号・トウカイインパクト号



（２２京都５）第３日 １０月１６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 １６５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

２４７，４６０，０００円
１０，６５０，０００円
２，４００，０００円
１，５００，０００円
２４，５８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５８，９１２，０００円
５，１２０，６００円
１，６３３，５００円

勝馬投票券売得金
３１６，６５２，８００円
５２５，８１８，６００円
２５０，１０１，８００円
９９７，１９１，６００円
７０６，７４９，８００円
３５４，８４９，４００円
１，２９６，５５３，５００円
２，５５９，４２８，７００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 ７，００７，３４６，２００円

総入場人員 ２０，６４７名 （有料入場人員 １８，９７５名）




