
２９０７３１０月３０日 曇 良 （２２京都５）第７日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （ダート・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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

５５ オーラレガーレ 牝２青鹿５４ 秋山真一郎吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：１３．１ ２．４�

３３ カムイフォレスト 牝２栗 ５４
５１ ▲川須 栄彦 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ４７０－ ６１：１４．０５ １９．４�

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 ４７６＋１６１：１４．３２ ３．５�
２２ ノーザンソング 牝２鹿 ５４ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４６４＋ ６１：１４．４� ７．２�
４４ ビップセンノセン 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４４６＋ ４１：１４．７２ ３．５�
８１０ アンピエッツア 牝２栗 ５４ 酒井 学幅田 京子氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４５４－１２１：１５．６５ ３４．３�
７８ 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± ０１：１５．８１� ４４．３	
６６ マウンテンパール 牝２栗 ５４

５１ ▲高倉 稜山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ３９２＋ ６ 〃 クビ １５６．４

１１ シ ュ ン サ チ 牝２鹿 ５４ 吉田 稔石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４５２＋ ４１：１５．９クビ ９１．５�

（愛知）

８９ ヤマカツダリア 牝２黒鹿５４ 安部 幸夫山田 和夫氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４６８＋ ２１：１６．０� １４１．７�
（愛知）

（１０頭）

売 得 金

単勝： １３，９５１，８００円 複勝： ２５，８７２，９００円 枠連： ８，３３６，８００円

普通馬連： ３４，６４７，９００円 馬単： ３０，３３９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６０７，８００円

３連複： ４８，０７６，５００円 ３連単： ９６，３８９，０００円 計： ２７２，２２２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ３３０円 � １６０円 枠 連（３－５） ２，５００円

普通馬連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ３，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ２４０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，６６０円 ３ 連 単 ��� １６，８６０円

票 数

単勝票数 計 １３９５１８ 的中 � ４６４３３（１番人気）
複勝票数 計 ２５８７２９ 的中 � ７４８３４（２番人気）� １４０９６（５番人気）� ４２３４８（３番人気）
枠連票数 計 ８３３６８ 的中 （３－５） ２４６３（８番人気）
普通馬連票数 計 ３４６４７９ 的中 �� １０７３８（７番人気）
馬単票数 計 ３０３３９７ 的中 �� ６６０１（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６０７８ 的中 �� ３９３９（９番人気）�� １７８０４（３番人気）�� ４１４３（８番人気）
３連複票数 計 ４８０７６５ 的中 ��� １３３７９（７番人気）
３連単票数 計 ９６３８９０ 的中 ��� ４２２１（５０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．２―１２．５―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．６―４８．１―１：００．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３７．５
３ ５，７，２（４，８）３，９，１０，６＝１ ４ ５，７（２，８）４，３，９（１０，６）＝１

勝馬の
紹 介

オーラレガーレ 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Quiet American デビュー ２０１０．９．１１ 札幌４着

２００８．３．１４生 牝２青鹿 母 オ ー ラ 母母 Charmed Aura ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※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。



２９０７４１０月３０日 曇 良 （２２京都５）第７日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

５１０ ギンザアキレス 牡２青鹿５５ 武 豊有馬 博文氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５２２－ ２１：５５．７ ３．６�

６１２ ボ レ ア ス 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７４± ０ 〃 アタマ ４．１�

６１１ インペリアルピサ 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 市川 義美氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４１：５６．０２ ７．７�
（仏）

２３ サフランディライト 牡２鹿 ５５ 川田 将雅海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４７６± ０１：５６．３２ ７２．６�
８１６ 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 ４６６＋ ２１：５６．５１� ５１．２�
５９ マ サ シ 牡２青 ５５ 安部 幸夫岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ４５０＋ ６１：５６．７１ １３６．３�

（愛知）

２４ クラウンコマンダー 牡２栗 ５５ 浜中 俊矢野 悦三氏 大根田裕之 浦河 村下牧場 ４９８± ０１：５６．８� ６４．５	
８１５ デーヴァローカ 牡２栗 ５５ 福永 祐一吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５１０－ ４ 〃 ハナ ４０．１

７１４ トムコウクン 牡２鹿 ５５ 藤岡 康太半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４８０＋ ４ 〃 ハナ ３０．９�
３６ キョウワオリオン 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４９０＋ ８１：５７．０１� ５９．８
４７ � リーガルファルコン 牡２黒鹿５５ D．ホワイト H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Edward A.

Cox, Jr. ４５８＋ ８１：５７．２１� ３．３�
（香港）

７１３ キングオブフェイス 牡２栗 ５５ 吉田 稔西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５２０＋ ２１：５８．４７ ４６．２�
（愛知）

４８ シャイニーノーブル 牡２栗 ５５ 和田 竜二小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４７４± ０１：５９．４６ ８．７�
１１ カリスマミッキー 牡２栗 ５５

５４ ☆国分 恭介三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 B４６４－ ２１：５９．６１� ３１．９�
３５ ボーフォート 牡２栗 ５５

５２ ▲高倉 稜小田 吉男氏 坂口 正則 新ひだか 仲野牧場 ４７２＋ ８２：０１．８大差 ２４６．４�
１２ ポートエンジェル 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦水戸眞知子氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４５８－ ４２：０３．８大差 ２０１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９４２，２００円 複勝： ３１，４１９，９００円 枠連： １６，５９５，９００円

普通馬連： ５１，７０８，６００円 馬単： ３６，３８１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７６２，１００円

３連複： ７２，８７３，８００円 ３連単： １０８，６９０，１００円 計： ３５６，３７４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（５－６） ５８０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ５８０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 ��� ８，９８０円

票 数

単勝票数 計 １６９４２２ 的中 � ３７１００（２番人気）
複勝票数 計 ３１４１９９ 的中 � ５７５４３（３番人気）� ６５０１２（１番人気）� ３４３８９（４番人気）
枠連票数 計 １６５９５９ 的中 （５－６） ２１４０３（３番人気）
普通馬連票数 計 ５１７０８６ 的中 �� ４７３６７（３番人気）
馬単票数 計 ３６３８１８ 的中 �� １５９８１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７６２１ 的中 �� １６２１９（３番人気）�� ９０９４（７番人気）�� ８０１０（９番人気）
３連複票数 計 ７２８７３８ 的中 ��� ２５２９９（７番人気）
３連単票数 計１０８６９０１ 的中 ��� ８９３７（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．１―３６．４―５０．３―１：０３．６―１：１６．４―１：２９．０―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．３
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ギンザアキレス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Hennessy デビュー ２０１０．９．２６ 札幌２着

２００８．２．７生 牡２青鹿 母 キャッツプライド 母母 Kirt’s Pride ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボーフォート号・ポートエンジェル号は，平成２２年１１月３０日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２９０７５１０月３０日 曇 良 （２２京都５）第７日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時００分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．７
１：３３．１

良

良

３３ サダムパテック 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２－ ４１：３４．３ ２．４�

（仏）

３４ ダノンシャーク 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４２＋ ２１：３４．８３ ２．８�
１１ クローバーリーフ 牝２鹿 ５４ D．ホワイト 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４２± ０１：３５．１２ ５．６�

（香港）

４５ 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± ０１：３５．３１� ７．５�

８１４ ナチュラルブリッジ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二�グランプリ 南井 克巳 安平 ノーザンファーム ４２０± ０１：３５．５１ １７．６�
４６ 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 ４４４－ ６１：３５．７１� ２３．３�
５７ タガノマルシェ 牡２栗 ５５ 安部 幸夫八木 良司氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド ４８８－ ４１：３６．０１� ３０６．４	

（愛知）

８１３ テンシノイツル 牡２黒鹿５５ 中村 将之杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 新冠 ラツキー牧場 ４４４± ０１：３６．７４ ９２．３

７１２ エクスプライド 牡２鹿 ５５ 石橋 守前原 敏行氏 松永 昌博 むかわ 上水牧場 ４５６－ ８１：３７．１２� ４７．０�
２２ サクラミナクル 牡２青鹿５５ 小牧 太�さくらコマース羽月 友彦 新冠 川上牧場 ４１４＋ ４１：３７．２クビ １８６．４�
５８ リッシンカッポレ 牡２黒鹿５５ 熊沢 重文小原 該一氏 作田 誠二 鹿児島 徳重 実幸 ４７０＋１６１：３７．４１� １６９．９
６９ ポートワイン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜水上ふじ子氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４２８－ ４１：３７．７２ ３４４．７�
７１１ スリーマウンテン 牡２黒鹿５５ 小林 徹弥永井商事� 目野 哲也 様似 林 時春 ４７２＋ ４１：３７．９１� １７５．４�
６１０ 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 ４３０＋ ８１：３８．１１ １６４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，６４５，０００円 複勝： ３８，７０９，６００円 枠連： １８，３９３，３００円

普通馬連： ４８，８６６，５００円 馬単： ４０，３２２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０４５，７００円

３連複： ６７，２３７，９００円 ３連単： １２８，４３８，９００円 計： ３８４，６５９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（３－３） ３４０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ２７０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 ��� ２，０００円

票 数

単勝票数 計 ２０６４５０ 的中 � ６９６０５（１番人気）
複勝票数 計 ３８７０９６ 的中 � ９１５６３（２番人気）� １２７６２２（１番人気）� ５９２９８（３番人気）
枠連票数 計 １８３９３３ 的中 （３－３） ４０５４２（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８８６６５ 的中 �� １０６９４７（１番人気）
馬単票数 計 ４０３２２３ 的中 �� ４４０５２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０４５７ 的中 �� ４５９１６（１番人気）�� １７７０６（４番人気）�� ２０１６１（２番人気）
３連複票数 計 ６７２３７９ 的中 ��� ９８４３１（１番人気）
３連単票数 計１２８４３８９ 的中 ��� ４７４５９（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１１．６―１１．９―１２．０―１２．２―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．７―３５．３―４７．２―５９．２―１：１１．４―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サダムパテック �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１０．１７ 京都２着

２００８．３．３０生 牡２鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２９０７６１０月３０日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２京都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

５８ シーアクロス 牡５鹿 ６０ 植野 貴也藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５１６－ ２３：１９．０ ２３．５�

４６ ディアマイホース 牡４黒鹿６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４９４－１０３：１９．２１� ２２．３�
４５ マサノブルース �３鹿 ５８ 佐久間寛志猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 ４３４＋１０ 〃 アタマ ２１４．９�
７１２� タ ラ リ ア 牝４栗 ５８ 岩崎 祐己栗本 博晴氏 高橋 隆 日高 佐々木 直孝 ４３８＋ ６３：１９．４１� ２３２．１�
５７ アイアングリーン 牡５鹿 ６０ 林 満明池上 一馬氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ４ 〃 クビ １．７�
６９ ピサノシンボル 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２３：１９．５クビ ３．８�
３４ ロードアルファード 牡７鹿 ６０ 高田 潤 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ５０８＋ ６３：２０．２４ １０．９	
２２ アグネスジルバ 牡３鹿 ５８ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４６０＋１４３：２０．５１� ４７．１

１１ スリーメガトン 牡５栗 ６０ 高野 容輔永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ５２６－ ４３：２１．４５ ２４．５�
３３ トーセンピュリニー 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚島川 �哉氏 中島 敏文 千歳 社台ファーム ４９８± ０ 〃 クビ ７２．８
８１３ モ リ ナ リ 牝３黒鹿５６ 仲田 雅興鈴木 義孝氏 吉田 直弘 日高 下河辺牧場 ４４０＋ ４３：２１．７１� １６３．３�
７１１ ブリリアントシチー 牡３栗 ５８ 西谷 誠 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５０８＋１２３：２３．０８ ２５．０�
８１４ マキハタサーメット 牡８鹿 ６０ 出津 孝一�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５１４＋ ２３：２４．３８ １２．３�
６１０ プロスペクタス 牝３鹿 ５６ 黒岩 悠井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４５６＋ ６３：２５．３６ １９４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，９３８，７００円 複勝： ２４，４８９，７００円 枠連： １２，７７７，２００円

普通馬連： ４１，８４６，２００円 馬単： ３２，５３１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，００２，６００円

３連複： ５７，０３０，８００円 ３連単： ９８，１２１，１００円 計： ３０４，７３７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３５０円 複 勝 � ６００円 � ４００円 � ６，３９０円 枠 連（４－５） １，３３０円

普通馬連 �� １１，３００円 馬 単 �� ２３，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３６０円 �� ３２，３５０円 �� ２４，３８０円

３ 連 複 ��� ４８３，７８０円 ３ 連 単 ��� ３，４４８，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２０９３８７ 的中 � ７０４６（６番人気）
複勝票数 計 ２４４８９７ 的中 � １０８８５（７番人気）� １７９３９（４番人気）� ９０４（１４番人気）
枠連票数 計 １２７７７２ 的中 （４－５） ７１０５（５番人気）
普通馬連票数 計 ４１８４６２ 的中 �� ２７３３（２６番人気）
馬単票数 計 ３２５３１５ 的中 �� １０１４（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７００２６ 的中 �� １８１３（２３番人気）�� １２８（８６番人気）�� １７０（８１番人気）
３連複票数 計 ５７０３０８ 的中 ��� ８７（２８５番人気）
３連単票数 計 ９８１２１１ 的中 ��� ２１（１５３６番人気）

上り １マイル １：４６．９ ４F ５３．２－３F ３９．９
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→	→�」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

シーアクロス �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００７．１１．４ 京都２着

２００５．２．３生 牡５鹿 母 シーセレーネ 母母 シ ー エ コ ー 障害：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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エーティードン号・ハンドクラッピング号・メイショウズイカク号
（非抽選馬） ４頭 アラタマポケット号・ヴィジレ号・デアモント号・ワンダークラフティ号



２９０７７１０月３０日 曇 良 （２２京都５）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

６６ オウエイバスター 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三大原 詔宏氏 境 直行 浦河 有限会社
大原ファーム ４４６ ―１：２６．８ ３．９�

３３ � シゲルテイトク 牡２黒鹿５５ 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 米 Bob Austin &
Dan Buchman ５５０ ―１：２７．５４ ２．１�

１１ ホワイトスパルタン 牡２鹿 ５５ 田嶋 翔渡邉 光典氏 小島 貞博 浦河 帰山 清貴 ５１２ ―１：２７．６� １５．８�
４４ ゼ ニ バ コ 牡２栗 ５５ 川田 将雅北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 鎌田 正嗣 ４７８ ― 〃 クビ ９．７�
２２ メイショウイソロク 牡２鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８２ ―１：２８．９８ ４２．７�
５５ オースミストーン 牡２鹿 ５５ 幸 英明�オースミ 小野 幸治 日高 長谷川牧場 ５０２ ―１：２９．０クビ ４．７�
７８ ホッコーハルマ 牡２栗 ５５ 吉田 稔矢部 幸一氏 清水 久詞 浦河 三枝牧場 ４５８ ―１：２９．４２� ２３．３	

（愛知）

７９ � ジューノエスク 牝２鹿 ５４
５１ ▲高倉 稜�ノースヒルズ 松永 幹夫 米 North Hills

Management ４６６ ― 〃 ハナ ２３．３

８１１ キージュピター 牝２栗 ５４ 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 ４３６ ―１：３０．１４ ７５．２�
８１０ マリアンヌシチー 牝２鹿 ５４ 安部 幸夫 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 日高 幾千世牧場 ４３６ ―１：３２．１大差 ６３．７�

（愛知）

６７ シゲルシッコウヤク 牡２黒鹿５５ 熊沢 重文森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ５４２ ―１：３５．５大差 １０３．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，４４５，８００円 複勝： ２６，２２４，４００円 枠連： １０，８７４，５００円

普通馬連： ４２，３８６，４００円 馬単： ３７，５７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６４９，７００円

３連複： ５２，６９４，６００円 ３連単： １０９，３３６，７００円 計： ３１５，１８２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ２７０円 枠 連（３－６） ３９０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ６６０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ��� ５，５７０円

票 数

単勝票数 計 １８４４５８ 的中 � ３７６０８（２番人気）
複勝票数 計 ２６２２４４ 的中 � ６１６６７（２番人気）� ７１８５９（１番人気）� １６４７８（５番人気）
枠連票数 計 １０８７４５ 的中 （３－６） ２０９８７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４２３８６４ 的中 �� ７９１３８（１番人気）
馬単票数 計 ３７５７０５ 的中 �� ３０７１０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６４９７ 的中 �� ２８９３２（１番人気）�� ５６６９（８番人気）�� ８０１９（６番人気）
３連複票数 計 ５２６９４６ 的中 ��� ２９０２０（３番人気）
３連単票数 計１０９３３６７ 的中 ��� １４５０７（１３番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オウエイバスター �
�
父 オンファイア �

�
母父 マークオブディスティンクション 初出走

２００８．４．２６生 牡２黒鹿 母 マークアップ 母母 ロイヤルドリーム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルシッコウヤク号は，平成２２年１１月３０日まで平地競走に出走できない。
※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。



２９０７８１０月３０日 曇 良 （２２京都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

８１５ サ ン ビ ー ム 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ５１０ ―２：０５．３ ５．６�

３４ ユニバーサルバンク 牡２黒鹿５５ C．スミヨン �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６４ ―２：０５．６１� ４．０�
（仏）

４６ エーシンミズーリ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４６０ ―２：０６．１３ ３．３�
７１３ モータウンサウンド 牡２鹿 ５５ 武 豊 �社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ４９６ ―２：０６．４１� １５．０�
４７ アンバーシェード 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ５３２ ―２：０６．７２ ５．２�
６１１ エ ン リ ル 牡２栃栗５５ 川島 信二前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２ ―２：０６．８クビ ６３．８	
７１２ アドマイヤスコール 牡２鹿 ５５ D．ホワイト 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９４ ―２：０７．０１� １２．６


（香港）

５９ オンリーザブレイヴ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文山本 剛史氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６０ ―２：０７．１� ９．５�
３５ コスモヘイガー 牡２栗 ５５

５４ ☆国分 恭介 �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 増本牧場 ５０６ ― 〃 クビ ６９．５�
６１０ ザッツベター 牡２鹿 ５５ 北村 友一名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 ５０２ ― 〃 ハナ ２０８．１
５８ アースワンマンボ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊松山 増男氏 田島 良保 新ひだか 城地 清満 ４７４ ―２：０７．３１� ８１．５�
２２ リワードバリアン 牡２栗 ５５ 池添 謙一宮� 冴子氏 鶴留 明雄 浦河 有限会社

リワード ４４６ ―２：０７．８３ ９９．５�
１１ オ ン エ ア 牝２鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 ４４８ ― 〃 ハナ １０９．２�
８１４ カネトシスインガー 牡２芦 ５５ 秋山真一郎兼松 利男氏 大橋 勇樹 新冠 細川農場 ５０２ ― 〃 ハナ ９８．０�
２３ ペプチドプレシャス 牝２鹿 ５４ 幸 英明沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８４ ―２：０８．４３� １７９．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，７３８，３００円 複勝： ３４，３３８，１００円 枠連： １８，０６７，８００円

普通馬連： ５４，８２１，７００円 馬単： ４０，００３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４３９，４００円

３連複： ６８，３４２，４００円 ３連単： １１２，４４５，５００円 計： ３７３，１９６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（３－８） １，２５０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２９０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ７，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２３７３８３ 的中 � ３３５３８（４番人気）
複勝票数 計 ３４３３８１ 的中 � ５２７２７（３番人気）� ５４７６７（２番人気）� ８９８９３（１番人気）
枠連票数 計 １８０６７８ 的中 （３－８） １０７１６（６番人気）
普通馬連票数 計 ５４８２１７ 的中 �� ３５４０１（４番人気）
馬単票数 計 ４０００３２ 的中 �� １０４６７（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４３９４ 的中 �� １１５６３（５番人気）�� １９０９７（１番人気）�� １８８２９（２番人気）
３連複票数 計 ６８３４２４ 的中 ��� ４１５８６（２番人気）
３連単票数 計１１２４４５５ 的中 ��� １０６５４（１５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１３．４―１３．５―１３．３―１３．７―１３．１―１１．９―１１．２―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．０―３７．４―５０．９―１：０４．２―１：１７．９―１：３１．０―１：４２．９―１：５４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．３
１
３
１５（１，４，７）（６，９）１３，２（３，８）（１２，１０，１１）１４－５
１５，７，９（４，１３）（２，６）８（１４，１１）（１，１２）３，１０，５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ ン ビ ー ム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 A.P. Indy 初出走

２００８．４．１５生 牡２黒鹿 母 インディペンデンス 母母 インディアリングクオリティ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 コスモヘイガー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

カネトシスインガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アンバーシェード号の騎手和田竜二は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２９０７９１０月３０日 曇 良 （２２京都５）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）

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

３３ ピースエンブレム 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ５０６－ ８１：５２．９ ２．５�

１１ プリティカポレイ 牝３鹿 ５３ 秋山真一郎横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５０－ ６１：５３．３２� ４．２�
７１０ クリムゾンシップ 牝３芦 ５３ 吉田 稔 �ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 ４８６＋１０１：５３．７２� ７１．１�

（愛知）

４５ 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 B４６８－ ２１：５３．８� ５１．８�
７１１ 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 ４６０－ ４１：５３．９� ４．２�
２２ ヴィーヴァレジーナ 牝４栗 ５５ D．ホワイト 芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４３０＋ ２ 〃 ハナ １９．３�

（香港）

８１２ ローザレーヌ 牝４青鹿５５ 浜中 俊西村 和夫氏 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ３６．９	
６９ 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 ４２６＋ ４１：５４．４３ ７．１

６８ グローリーブリッジ 牝４青鹿５５ 石橋 守杉山 美惠氏 北出 成人 三石 明治牧場 ４７６－ ８１：５４．５クビ １９２．７�
５７ スマートアルティラ 牝３栗 ５３ 小牧 太大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ １６．５�
８１３ ペパーミントラヴ 牝４芦 ５５ 藤岡 康太 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５３６＋ ６１：５５．２４ １００．９
５６ ジュヴェビアン 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４６４＋ ８１：５６．０５ ２０．６�
４４ ビコーコルサコフ 牝３栗 ５３ 鷹野 宏史�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４６２＋ ４１：５６．５３ ３５９．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，６８８，１００円 複勝： ３７，１０２，０００円 枠連： １５，２５４，７００円

普通馬連： ６７，７９８，３００円 馬単： ４１，９０６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２８８，４００円

３連複： ８２，１６４，２００円 ３連単： １４１，１８２，４００円 計： ４３１，３８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １，１５０円 枠 連（１－３） ７００円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ２，６５０円 �� ３，７９０円

３ 連 複 ��� １４，５５０円 ３ 連 単 ��� ４４，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２１６８８１ 的中 � ６９１１０（１番人気）
複勝票数 計 ３７１０２０ 的中 � １００８８０（１番人気）� ６０４２６（３番人気）� ５２９１（１０番人気）
枠連票数 計 １５２５４７ 的中 （１－３） １６１８５（２番人気）
普通馬連票数 計 ６７７９８３ 的中 �� ７５６７０（２番人気）
馬単票数 計 ４１９０６７ 的中 �� ２７８５１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２８８４ 的中 �� ２５２１５（１番人気）�� ２０５２（２６番人気）�� １４１８（３５番人気）
３連複票数 計 ８２１６４２ 的中 ��� ４１６９（３９番人気）
３連単票数 計１４１１８２４ 的中 ��� ２３６７（１４０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．９―１３．３―１２．９―１２．３―１２．４―１２．４―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．３―３７．６―５０．５―１：０２．８―１：１５．２―１：２７．６―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピースエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１１．１ 東京４着

２００６．１．１９生 牝４鹿 母 ヴァンドノワール 母母 プリンセスデリーデ １４戦３勝 賞金 ３３，６２８，０００円
※グローリーブリッジ号は，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または施行団体名を表示している。



２９０８０１０月３０日 曇 良 （２２京都５）第７日 第８競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

８１６ オオトリオウジャ 牡４鹿 ５７ C．スミヨン 鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５００－１０１：２４．２ ２．５�

（仏）

５１０ アイディンパワー 牡４鹿 ５７
５４ ▲川須 栄彦米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８０± ０１：２４．６２� ６．４�

２３ ファイアナカヤマ 牡５青鹿５７ 和田 竜二�中山牧場 服部 利之 浦河 中山牧場 ５３０＋ ８１：２４．９１� ３５．９�
４８ イ チ オ カ 牡５黒鹿５７ 吉田 稔三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５２８－ ４ 〃 クビ ２５．３�

（愛知）

６１１ 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± ０１：２５．０クビ １５．８�

３５ レッドジール 牡４栗 ５７ 池添 謙一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５００＋ ６ 〃 ハナ ４．３	
６１２ ディアエンデバー 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２１：２５．１� ９．５

４７ ザ バ イ オ 牡４栗 ５７

５４ ▲高倉 稜バイオ� 藤原 英昭 むかわ 上水牧場 ４４６± ０１：２５．４１� ２２．０�
１１ メイショウドレイク 牡５黒鹿５７ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１６－１２ 〃 クビ ３６．４�
８１５ マイネルパシュクル 牡３青鹿５５ D．ホワイト �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４８２＋ ８１：２５．８２� ３９．０
（香港）

３６ サマーソング 牝３鹿 ５３ 福永 祐一セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋２０１：２５．９� ３３．９�
７１３ アスカノヨアケ 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士平口 信行氏 境 直行 浦河 ハッピーネ

モファーム ４５２＋ ９ 〃 クビ ２９５．９�
２４ ザッハトルテ 牝３芦 ５３ 浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 日高 森永牧場 ４１６－１２１：２６．０� ５３．５�
５９ メイショウモネ 牡４芦 ５７ 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４５８± ０１：２６．２１ １４．８�
１２ デンコウラッキー 牝３鹿 ５３ 小牧 太田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４６８－ ８ 〃 ハナ ９３．４�
７１４ ニシノシャア 牡５鹿 ５７ 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ５００＋１４１：２６．７３ ３１３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７２０，１００円 複勝： ４４，５６４，４００円 枠連： ２７，９４３，４００円

普通馬連： ８２，７２９，３００円 馬単： ５１，２３５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，９３８，９００円

３連複： １１０，４２８，０００円 ３連単： １７３，４００，６００円 計： ５４８，９５９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ７２０円 枠 連（５－８） ５９０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １，９２０円 �� ３，１９０円

３ 連 複 ��� ９，３４０円 ３ 連 単 ��� ２９，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２５７２０１ 的中 � ８２４２６（１番人気）
複勝票数 計 ４４５６４４ 的中 � １１５７５６（１番人気）� ５３６７７（３番人気）� １１２６６（１０番人気）
枠連票数 計 ２７９４３４ 的中 （５－８） ３５３９１（２番人気）
普通馬連票数 計 ８２７２９３ 的中 �� ６７５１５（２番人気）
馬単票数 計 ５１２３５０ 的中 �� ２６５８１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２９３８９ 的中 �� ２３３５８（２番人気）�� ４００７（２２番人気）�� ２３７２（３４番人気）
３連複票数 計１１０４２８０ 的中 ��� ８７２７（２９番人気）
３連単票数 計１７３４００６ 的中 ��� ４３９５（７２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．８―１２．３―１２．５―１２．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．０―４７．３―５９．８―１：１２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．９
３ ５，６（２，１１，１５）４（３，１６）１３，１（７，１０）（８，１２，１４）９ ４ ５（６，１１）（２，１５）（４，３，１６）１３，１（７，１０）（８，１２）１４，９

勝馬の
紹 介

オオトリオウジャ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１０．２５ 東京１着

２００６．３．２６生 牡４鹿 母 オオトリヘプバーン 母母 ミラクルミユキ １３戦３勝 賞金 ４４，４５９，０００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 エーシンハダル号・カシノヘラクレス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２９０８１１０月３０日 曇 良 （２２京都５）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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４６．６

良

良

３３ ショウナンマイティ 牡２青鹿５５ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 ４９４＋ ６１：４９．３ ２．８�

７７ メイショウオオゾラ 牡２栗 ５５ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７０＋ ２１：４９．４� ７．３�
７８ ベルシャザール 牡２青鹿５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ５４０－ ２１：４９．７１� ２．７�
１１ ノヴァグロリア 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６８－ ２ 〃 ハナ １５．１�
２２ 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 ４４８＋ ２ 〃 アタマ １１．０�
４４ 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 ４８２＋ ２ 〃 クビ １３．０	
６６ マーベラスカイザー 牡２栗 ５５ 池添 謙一笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 ４７６± ０１：４９．８� ３７．４

８９ モスカートローザ 牝２鹿 ５４ D．ホワイト 吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：５０．０１	 ８．５�

（香港）

５５ 
 ム ー ダ 牡２栗 ５５ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 浦河 高松牧場 ４５２＋１０１：５１．６１０ ３０２．２�
（笠松） （愛知）

８１０
 モエレウェバリング 牡２栗 ５５ 安部 幸夫�ホースケア 今津 博之 新ひだか 中村 和夫 ４５０＋ ６ 〃 ハナ ３５４．２
（愛知） （愛知）

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４９，１２４，６００円 複勝： ６９，８５７，７００円 枠連： ２４，２１５，２００円

普通馬連： １２２，５７６，３００円 馬単： ８８，１１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，５６１，７００円

３連複： １３８，４１６，７００円 ３連単： ３２８，４８９，９００円 計： ８６２，３５５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（３－７） ２７０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １７０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ６，４２０円

票 数

単勝票数 計 ４９１２４６ 的中 � １４０４０９（２番人気）
複勝票数 計 ６９８５７７ 的中 � １５８７１２（２番人気）� ８３１８１（４番人気）� １９９５５８（１番人気）
枠連票数 計 ２４２１５２ 的中 （３－７） ６７７８３（１番人気）
普通馬連票数 計１２２５７６３ 的中 �� ７２０７４（５番人気）
馬単票数 計 ８８１１３６ 的中 �� ３２９４４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１５６１７ 的中 �� ２２０３５（５番人気）�� ７７７５８（１番人気）�� ３０８０６（２番人気）
３連複票数 計１３８４１６７ 的中 ��� １１０３４６（２番人気）
３連単票数 計３２８４８９９ 的中 ��� ３７７７９（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３６．４―４９．１―１：０２．１―１：１５．０―１：２６．４―１：３７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３４．３
３ ７，４，８（１，９）６，２，３，１０，５ ４ ７，４（１，９，８）（６，３）２－（５，１０）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンマイティ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．７．１１ 阪神１着

２００８．４．２生 牡２青鹿 母 ラグジャリー 母母 Alleged Devotion ２戦２勝 賞金 ２３，２４５，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２９０８２１０月３０日 曇 良 （２２京都５）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�

にしじん

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

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

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２４ スリーアリスト 牡５栗 ５７ 浜中 俊永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４９６＋ ４１：１１．１ ５．０�

４８ クリスタルボーイ 牡３芦 ５５ 藤岡 佑介ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４８２± ０１：１１．２� ９．９�
３６ カホマックス 牝３鹿 ５３ 川田 将雅星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ２１：１１．５１� ５．３�
１１ スペースフライト 牡６栃栗５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４７０＋ ２ 〃 クビ １０１．１�
７１４ スマートブレード 牡９黒鹿５７ 北村 友一大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５２６± ０１：１１．７１	 ６０．１�
１２ トウショウクエスト 牡５栗 ５７ 高倉 稜トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１６＋ ４１：１１．９１� １３２．７�
４７ 
 ハイエモーション 牡５栗 ５７ 池添 謙一前田 幸治氏 萩原 清 米 Sabrina

Plumley ４７４－１０ 〃 クビ ３．７	
６１２ テイエムクレナイ 牝５栗 ５５ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４８４＋ ６１：１２．０� １７．８

２３ リリーハーバー 牡６黒鹿５７ 勝浦 正樹土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ５００＋ ４１：１２．１クビ １５．９�
８１６ ア ズ ラ イ ト 牝６青 ５５ 和田 竜二 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４８８＋ ４ 〃 クビ ３８．６
７１３ スペシャルクイン 牝４青鹿５５ 秋山真一郎菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４６６－ ２１：１２．５２� ３．９�
５９ ドリームクラウン 牡５栗 ５７ C．スミヨンセゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５２０＋１２１：１３．０３ ４９．２�

（仏）

６１１� トーホウカラブラン 牡６青鹿５７ 川島 信二東豊物産� 古賀 史生 門別 竹島 幸治 ５０８－ ４１：１３．１クビ １６６．９�
３５ ヒシハイグレード 牡７栗 ５７ 酒井 学阿部雅一郎氏 小林 常泰 門別 シンコーファーム ５４２± ０ 〃 ハナ ２５３．４�
５１０ ソロソログランプリ 牡６鹿 ５７ 吉田 稔北側 雅司氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４９６＋１６１：１４．１６ ３９．５�

（愛知）

８１５ トウショウガナー 牡６鹿 ５７ 安部 幸夫トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 B４９０＋１２１：１５．２７ １８３．５�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，９０５，９００円 複勝： ６７，５９１，９００円 枠連： ３６，９８２，７００円

普通馬連： １６３，６０４，１００円 馬単： ９２，０５６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，６７３，５００円

３連複： １９８，２５８，５００円 ３連単： ３６４，１７８，５００円 計： １，０１０，２５１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � ３３０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ５１０円

普通馬連 �� ３，１８０円 馬 単 �� ６，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� ６１０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ５，６７０円 ３ 連 単 ��� ３９，１５０円

票 数

単勝票数 計 ３６９０５９ 的中 � ５８６４１（３番人気）
複勝票数 計 ６７５９１９ 的中 � １０１５５７（３番人気）� ４６５７８（６番人気）� ９３３０９（４番人気）
枠連票数 計 ３６９８２７ 的中 （２－４） ５４３００（１番人気）
普通馬連票数 計１６３６０４１ 的中 �� ３８０６９（１５番人気）
馬単票数 計 ９２０５６１ 的中 �� １０６６３（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０６７３５ 的中 �� １１０６７（１６番人気）�� ２１５２９（６番人気）�� １３０７４（１１番人気）
３連複票数 計１９８２５８５ 的中 ��� ２５８２７（２０番人気）
３連単票数 計３６４１７８５ 的中 ��� ６８６６（１２３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．２―１２．０―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．０―４６．０―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーアリスト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Twining デビュー ２００８．１．１２ 京都１着

２００５．３．１７生 牡５栗 母 スリーアモーラ 母母 Sweet Amora ２３戦５勝 賞金 ８６，３９８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔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〕 トウショウガナー号は，平成２２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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 シゲルソウウン号・ダノンアスカ号・ブラックシャドウ号・マルカフリート号・リッカバクシンオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２９０８３１０月３０日 曇 良 （２２京都５）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�第５３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，２１．１０．３１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，２１．１０．３０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 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 １，０３６，０００円 ２９６，０００円 １４８，０００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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

７１２ マルカフェニックス 牡６栗 ５７ 福永 祐一河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５３４＋１４１：２１．０ ５．７�

２２ ショウナンアルバ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４９４－ ４１：２１．２１� ２２．１�
３４ ジョーカプチーノ 牡４芦 ５８ 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ５２６＋３８ 〃 ハナ ２４．０�
５８ � アーバニティ 牡６黒鹿５７ D．ホワイト �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０４＋ ６１：２１．４１� １１．４�

（香港）

１１ グランプリエンゼル 牝４栃栗５５ 藤岡 佑介北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 B４４６＋ ４１：２１．５クビ ５．６�
３３ マイネルフォーグ 牡６鹿 ５７ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 永田 克之 ４５６－ ４ 〃 クビ １１５．１	
６９ ファイングレイン 牡７黒鹿５８ 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９４＋ ８ 〃 アタマ ２５．５

４６ 	 エーシンフォワード 牡５鹿 ５７ C．スミヨン�栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４７８－ ８１：２１．６クビ ３．６�

（仏）

７１１ プレミアムボックス 牡７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 ５３８＋ ４ 〃 アタマ １８．６�
６１０ アーリーロブスト 牡４鹿 ５７ 池添 謙一�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４８２－１８１：２１．７� ６２．５
８１４	 ファリダット 牡５青鹿５７ 小牧 太前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４７４＋ ８ 〃 ハナ ８．４�
８１３	 ダノンムロー 
６黒鹿５７ 武 豊�ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４５２－ ６１：２１．８� ４７．３�
５７ ヘッドライナー 
６鹿 ５７ 酒井 学 �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 ４９４＋１０１：２２．０１� ８．１�
４５ マイネルレーニア 牡６栗 ５７ 和田 竜二 �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 ５２０± ０１：２２．８５ １４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ８３，４５０，９００円 複勝： １２８，９８９，４００円 枠連： ８０，４６６，２００円

普通馬連： ４７２，５８６，３００円 馬単： ２２４，４５９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １２６，４４５，８００円

３連複： ６０７，５５７，５００円 ３連単： １，０８２，８８２，１００円 計： ２，８０６，８３７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２２０円 � ６３０円 � ９４０円 枠 連（２－７） ６，５００円

普通馬連 �� ８，２１０円 馬 単 �� １３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２００円 �� ３，２４０円 �� ７，２８０円

３ 連 複 ��� ６８，０８０円 ３ 連 単 ��� ４１８，６４０円

票 数

単勝票数 計 ８３４５０９ 的中 � １１６８５７（３番人気）
複勝票数 計１２８９８９４ 的中 � １９６４８３（２番人気）� ４８７１８（８番人気）� ３１５８６（１１番人気）
枠連票数 計 ８０４６６２ 的中 （２－７） ９１３７（２４番人気）
普通馬連票数 計４７２５８６３ 的中 �� ４２５１５（３０番人気）
馬単票数 計２２４４５９３ 的中 �� １２１７３（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２６４４５８ 的中 �� １４３２１（２７番人気）�� ９６３３（４０番人気）�� ４２２３（７３番人気）
３連複票数 計６０７５５７５ 的中 ��� ６５８７（１９７番人気）
３連単票数 計１０８２８８２１ 的中 ��� １９０９（１０９８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．３―１１．７―１１．６―１１．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．６―４６．３―５７．９―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカフェニックス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Miswaki デビュー ２００７．２．２４ 阪神３着

２００４．５．２７生 牡６栗 母 ミスカースティー 母母 Spit Curl ３２戦６勝 賞金 ２５５，２０６，０００円
※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３０日 曇 良 （２２京都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

２２ ドリームゼロワン 牡５栗 ５７ D．ホワイト セゾンレースホース� 加用 正 静内 サンコウ牧場 ５１２＋ ２１：２３．１ ４．８�
（香港）

１１ 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 ４４８＋ ２１：２３．２� ６．６�

６７ 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 ４９８－ ２ 〃 クビ １０．８�

８１０ ワイドサファイア 牝４鹿 ５５ 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６１：２３．３クビ ４．３�
５５ モ モ フ ク 牝５栗 ５５ 酒井 学大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４７０－１６ 〃 クビ ４７．３�
３３ ティアップゴールド 牡４鹿 ５７ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 B４７０＋ ４１：２３．５１ ３．７�
８１１ 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 ４５４－１２ 〃 クビ ９．３	
４４ メイショウバレーヌ 牝６栗 ５５ 勝浦 正樹松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６６－ ２１：２３．７１ ４８．４

７９ � エーシンブイムード 牝５青鹿５５ 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 米 R. Warren Lyster

& Jeanne Lyster ４４４± ０ 〃 ハナ ８．７�
６６ マリエンベルク 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ５０６＋１２１：２３．９１	 ３３．２�

７８ 
 ドンアドヴァイタ 牡６芦 ５７ 小牧 太山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 若林牧場 ４９６± ０１：２４．７５ ９３．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４０，５９１，７００円 複勝： ５９，２１３，１００円 枠連： ３３，８９１，９００円

普通馬連： １４３，０３１，２００円 馬単： ８６，３０４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，６５６，３００円

３連複： １６９，７２３，０００円 ３連単： ３６２，２３７，１００円 計： ９４３，６４９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（１－２） １，５４０円

普通馬連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ７８０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ４，６００円 ３ 連 単 ��� ２２，０００円

票 数

単勝票数 計 ４０５９１７ 的中 � ６７５９１（３番人気）
複勝票数 計 ５９２１３１ 的中 � ８７０１３（３番人気）� ８３０２９（４番人気）� ５０５３２（６番人気）
枠連票数 計 ３３８９１９ 的中 （１－２） １６３２９（８番人気）
普通馬連票数 計１４３０３１２ 的中 �� ７１０３９（６番人気）
馬単票数 計 ８６３０４９ 的中 �� ２３６２９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８６５６３ 的中 �� ２６３０６（５番人気）�� １５２２９（１０番人気）�� １３２２３（１６番人気）
３連複票数 計１６９７２３０ 的中 ��� ２７２４３（２３番人気）
３連単票数 計３６２２３７１ 的中 ��� １２１５５（７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．６―３６．９―４８．７―５９．９―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームゼロワン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンキヨーシヨウリ デビュー ２００８．５．２５ 新潟１着

２００５．３．２９生 牡５栗 母 ユキノジェンヌ 母母 ユキノサクラ １４戦３勝 賞金 ４６，４７５，０００円
※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。



（２２京都５）第７日 １０月３０日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６０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

２９３，３４０，０００円
２，１３０，０００円
２０，５１０，０００円
２，３６０，０００円
２９，４６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５６，１４７，５００円
５，０７２，８００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
３７２，１４３，１００円
５８８，３７３，１００円
３０３，７９９，６００円
１，３２６，６０２，８００円
８０１，２２４，６００円
４３９，０７１，９００円
１，６７２，８０３，９００円
３，１０５，７９１，９００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 ８，６０９，８１０，９００円

総入場人員 １８，０９７名 （有料入場人員 １６，５２４名）




