
３２０２５１１月１３日 晴 良 （２２京都６）第３日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５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

１１ ナムラドリーミー 牝２鹿 ５４ 武 豊奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４８２－ ２１：１３．９ １．３�

４８ 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 ４４２－ ４１：１４．１１� １７．８�

３６ ジョウショーコトミ 牝２芦 ５４ 岩田 康誠熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４２８－ ６１：１４．３１ ２０．３�
７１３ カムイフォレスト 牝２栗 ５４ C．ルメール �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ４７０± ０１：１４．４� ８．５�

（仏）

６１１ エーシンギムレット 牝２黒鹿５４ 川田 将雅�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４４２＋ ４１：１４．５� ２７．３�
１２ ラブギャラクシー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４３６± ０ 〃 アタマ ６５．７	
５９ オンワードデューク 牝２栗 ５４ 川島 信二�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４３８＋ ２１：１４．９２� ３９３．１

４７ リュウシンマリリン 牝２栗 ５４ 和田 竜二桑畑 �信氏 柴田 光陽 新ひだか 飛野牧場 ４６２＋ ６１：１５．０� ４２．２�
２３ スサーナトウショウ 牝２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６２＋ ２１：１５．４２� ２１．５
３５ エーシンタオヘリン 牝２黒鹿５４ 北村 友一�栄進堂 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４００＋ ２１：１５．６１� ３４４．１�
６１２ オカノジョーカー 牝２栗 ５４ 福永 祐一�向別牧場 鮫島 一歩 浦河トラストスリーファーム ４７０± ０１：１５．９１� １７．０�
５１０ アサヒチェリー 牝２鹿 ５４

５２ △高倉 稜�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 本巣 敦 ４４６－ ４ 〃 クビ ２５６．９�
７１４ デンコウマオ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 山春牧場 ４２４± ０１：１６．０クビ ３３２．６�
８１６ エイシンピンキー 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４４２－ ６１：１６．１� １３．９�
８１５ タマモプリマドンナ 牝２黒鹿５４ 小林 徹弥タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 ４２４－１０１：１６．５２� １５７．９�
２４ キージュピター 牝２栗 ５４ 岩崎 祐己北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 ４３８＋ ２１：１６．６� ４８５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４６１，０００円 複勝： ５１，００８，３００円 枠連： １０，０９５，２００円

普通馬連： ３３，５５２，９００円 馬単： ３０，７６７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２６１，３００円

３連複： ４８，２１８，５００円 ３連単： ８４，７９４，１００円 計： ２９０，１５８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � ３４０円 枠 連（１－４） ４７０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５７０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ３，９３０円 ３ 連 単 ��� １０，９３０円

票 数

単勝票数 計 １６４６１０ 的中 � １０００３０（１番人気）
複勝票数 計 ５１００８３ 的中 � ３７１１０２（１番人気）� １８０３８（４番人気）� １３６１０（５番人気）
枠連票数 計 １００９５２ 的中 （１－４） １５８５７（２番人気）
普通馬連票数 計 ３３５５２９ 的中 �� ３３４６４（２番人気）
馬単票数 計 ３０７６７３ 的中 �� ２２３２４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２６１３ 的中 �� １０６６９（４番人気）�� ６６６７（６番人気）�� １７６４（１９番人気）
３連複票数 計 ４８２１８５ 的中 ��� ９０７３（１４番人気）
３連単票数 計 ８４７９４１ 的中 ��� ５７２７（２７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１１．９―１２．５―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．６―４７．５―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラドリーミー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Desert King デビュー ２０１０．１０．２４ 京都２着

２００８．２．１８生 牝２鹿 母 ナムラトレジョリ 母母 ニュートラディション ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アンピエッツア号
※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。



３２０２６１１月１３日 晴 良 （２２京都６）第３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

８１４ マイネルガネーシャ 牡２栗 ５５ R．ムーア �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 日高 今井牧場 B４６６± ０１：５５．３ ３１．４�

（英）

２２ 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 ４５４＋ ４１：５６．１５ １９．８�
（愛知）

２３ ラインレグルス 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４９２± ０ 〃 ハナ ９．４�
３５ 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 ４７４－ ２ 〃 ハナ ６．５�
５９ � リアライズペガサス 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�リアライズ 森 秀行 米 Barnett

Enterprises ４５０－ ４１：５６．３１� ５．６�
７１２ キングオブフェイス 牡２栗 ５５ 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５２０± ０１：５６．５１ １９８．１�
８１５ ダイヤノゲンセキ 牡２黒鹿 ５５

５３ △高倉 稜 	ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム ５２８± ０ 〃 クビ ３．７

１１ カネトシマーシャル 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ １５．０�
５８ ジョーアポロン 牡２芦 ５５

５２ ▲川須 栄彦上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ４８０－１０１：５６．６クビ ５５．０�

４７ ペガサスビビクン 牡２栗 ５５ 北村 友一松岡 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 B５１２－ ２１：５７．１３ ２１５．９

３４ 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 ４５８－ ２１：５７．３１� １１６．４�
６１１ 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± ０１：５７．７２� ２４．６�
６１０ 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 ５０６＋ ６１：５８．０２ １０．１�
７１３ オンリーザブレイヴ 牡２鹿 ５５ C．ルメール 山本 剛史氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：５９．６１０ ４．６�

（仏）

４６ ペプチドプレシャス 牝２鹿 ５４ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８０－ ４２：０１．９大差 １９２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，９１４，３００円 複勝： ２０，１９２，１００円 枠連： １０，１６０，９００円

普通馬連： ３３，４５２，６００円 馬単： ２１，４４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５１２，０００円

３連複： ５２，５４５，１００円 ３連単： ７０，２１２，２００円 計： ２３６，４３８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１４０円 複 勝 � ９８０円 � ５００円 � ２９０円 枠 連（２－８） １，２３０円

普通馬連 �� ４５，３００円 馬 単 �� １０８，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，８３０円 �� ６，４４０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� １１７，８７０円 ３ 連 単 ��� １，１０２，４９０円

票 数

単勝票数 計 １１９１４３ 的中 � ２９９４（１０番人気）
複勝票数 計 ２０１９２１ 的中 � ４８７１（１０番人気）� １０５４４（８番人気）� ２１３３３（６番人気）
枠連票数 計 １０１６０９ 的中 （２－８） ６１４３（５番人気）
普通馬連票数 計 ３３４５２６ 的中 �� ５４５（５８番人気）
馬単票数 計 ２１４４９７ 的中 �� １４６（１２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５１２０ 的中 �� ３３９（６０番人気）�� ６２６（４７番人気）�� ２２５９（３２番人気）
３連複票数 計 ５２５４５１ 的中 ��� ３２９（１８２番人気）
３連単票数 計 ７０２１２２ 的中 ��� ４７（１２８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．６―４９．５―１：０２．２―１：１５．１―１：２８．０―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F４０．２
１
３
４，１（１１，１５）９（５，１０，１３）２，１４，６，１２（３，７）－８
４（１，１５）（５，１１）（９，１０）１４，２－１２，１３，３，７，８＝６

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

勝馬の
紹 介

マイネルガネーシャ �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 プルラリズム デビュー ２０１０．７．２５ 小倉７着

２００８．３．２５生 牡２栗 母 コトブキトミオー 母母 カ ー ニ バ ル ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 リアライズペガサス号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。

ジョーアポロン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 リアライズペガサス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペプチドプレシャス号は，平成２２年１２月１３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。



３２０２７１１月１３日 晴 良 （２２京都６）第３日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時００分 （芝・右・外）

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

１：４６．７
１：４６．６

良

良

８１３ ヴ ィ ジ ャ イ 牡２鹿 ５５ C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９８＋１０１：４８．９ ２．０�

（仏）

６９ 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 ４５６－ ４ 〃 クビ ８．３�
７１０ アドマイヤネアルコ 牡２芦 ５５ 四位 洋文近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４７０－ ２１：４９．０クビ ２５．１�
３３ ハンドインハンド 牡２青鹿５５ 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３８± ０１：４９．２１� ５．０�
６８ ブルースビスティー 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４７０＋ ２１：４９．３� ４．１�
４５ メ ロ ー ト 牡２黒鹿５５ 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 ４６０－ ２１：４９．６１� ３３．５�
１１ ジャックバローズ 牡２鹿 ５５ 北村 友一猪熊 広次氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７０＋ ４ 〃 クビ １８．６	
５６ 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 ４９２－ ４１：４９．８１� １９．５�
８１２ ナイスジャパン 牡２青 ５５ 熊沢 重文菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ５０８－ ２１：５０．２２� ２８２．０�
５７ プロパティー 牡２黒鹿５５ 安部 幸夫深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 山際 智 ４６０－ ２１：５０．５１� ４０５．１

（愛知）

２２ ハ ノ ハ ノ 牡２鹿 ５５ 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４４４± ０１：５１．１３� ２５５．７�
４４ ダイヤモンドハウス 牡２黒鹿５５ 高野 容輔原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４３６＋ ６１：５１．２� ４００．９�
７１１ シゲルマドギワゾク 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介森中 蕃氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４３２＋１０１：５１．４１ ５３２．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，７８８，１００円 複勝： ３２，８５０，２００円 枠連： １１，３０２，１００円

普通馬連： ３９，８９５，５００円 馬単： ３１，９１７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６４４，９００円

３連複： ５１，８６３，９００円 ３連単： ９５，２３６，２００円 計： ３００，４９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ３５０円 枠 連（６－８） ２６０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ８１０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� ３，３００円 ３ 連 単 ��� ９，７６０円

票 数

単勝票数 計 １９７８８１ 的中 � ７９５９６（１番人気）
複勝票数 計 ３２８５０２ 的中 � １０５２２９（１番人気）� ４１７２２（４番人気）� １６７３３（６番人気）
枠連票数 計 １１３０２１ 的中 （６－８） ３２８５０（１番人気）
普通馬連票数 計 ３９８９５５ 的中 �� ３６５８２（３番人気）
馬単票数 計 ３１９１７２ 的中 �� １７４８０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６４４９ 的中 �� １３２６６（４番人気）�� ５２３９（９番人気）�� ２５８５（２１番人気）
３連複票数 計 ５１８６３９ 的中 ��� １１６２８（１１番人気）
３連単票数 計 ９５２３６２ 的中 ��� ７２０３（２７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．０―１２．６―１２．８―１２．３―１１．２―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．３―４８．９―１：０１．７―１：１４．０―１：２５．２―１：３６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ジ ャ イ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２０１０．９．１９ 阪神５着

２００８．３．３生 牡２鹿 母 オイスターチケット 母母 ナムラピアリス ３戦１勝 賞金 ７，７００，０００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。



３２０２８１１月１３日 晴 良 （２２京都６）第３日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０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

４５ ラトルスネーク 牡２黒鹿５５ R．ムーア 吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４９０ ―１：２２．５ ５．４�
（英）

３３ � アスターヒューモア 牝２黒鹿５４ C．ルメール 加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Fairlawn
Farm ４５６ ―１：２３．４５ ４．８�

（仏）

５６ ミスターマスタード 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４４２ ―１：２３．５� ８８．０�
８１２ コアレスシルバー 牡２芦 ５５ 藤岡 佑介小林 昌志氏 須貝 彦三 新ひだか 沖田 博志 ４７０ ―１：２３．６クビ １４．９�
７１０ ヤマニンアベイユ 牝２鹿 ５４ 四位 洋文土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５４ ―１：２３．７� １０．２�
６８ スペシャルピース 牝２栗 ５４ 武 豊�下河辺牧場 村山 明 日高 下河辺牧場 ４５６ ―１：２３．８� １．７�
２２ エスユニヴァース 牝２青 ５４ 和田 竜二杉山 美惠氏 北出 成人 新ひだか 明治牧場 ４４４ ―１：２３．９� １４２．０	
５７ ナムラジュエル 牝２栗 ５４ 小牧 太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ４４４ ―１：２４．１１	 ２６．６

６９ ワンダーゴヴェルノ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４３４ ―１：２４．８４ ２７０．４�
４４ ヨンハメモリー 牡２栗 ５５

５３ △高倉 稜三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 新ひだか 及川 ミツ子 ４６８ ―１：２５．０１� １４０．７�
７１１ ゴットマスタング 牡２青鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 ４７４ ―１：２６．０６ ５８．８
１１ キングラウレル 牡２鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 中村 和夫 ４７４ ―１：２６．２１	 ４１３．４�
（モエレライムライト）

８１３ ヒラボクウィン 牝２栗 ５４ 北村 友一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 ４６４ ―１：２６．７３ １５１．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，１５４，０００円 複勝： ３２，２５２，６００円 枠連： ９，３０７，２００円

普通馬連： ３０，７３３，４００円 馬単： ２８，７８１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９１３，７００円

３連複： ４０，４９５，１００円 ３連単： ７８，３４１，６００円 計： ２５０，９７９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ３２０円 � ２６０円 � １，７４０円 枠 連（３－４） １，６１０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ４，１３０円 �� ３，０３０円

３ 連 複 ��� １６，８００円 ３ 連 単 ��� ７３，２８０円

票 数

単勝票数 計 １７１５４０ 的中 � ２５０８４（３番人気）
複勝票数 計 ３２２５２６ 的中 � ２８１２２（３番人気）� ３７７７２（２番人気）� ４０５９（８番人気）
枠連票数 計 ９３０７２ 的中 （３－４） ４２６７（７番人気）
普通馬連票数 計 ３０７３３４ 的中 �� １４７６３（６番人気）
馬単票数 計 ２８７８１７ 的中 �� ６９４３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３９１３７ 的中 �� ８１７０（５番人気）�� ７８４（２８番人気）�� １０７６（２５番人気）
３連複票数 計 ４０４９５１ 的中 ��� １７７９（３９番人気）
３連単票数 計 ７８３４１６ 的中 ��� ７８９（１６１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．６―１２．３―１１．７―１１．９―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．４―３５．０―４７．３―５９．０―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラトルスネーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Wagon Master 初出走

２００８．３．１８生 牡２黒鹿 母 ワシントンシティ 母母 Tallahassee １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 アスターヒューモア号の騎手C．ルメールは，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５０，０００円。（２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。



３２０２９１１月１３日 晴 良 （２２京都６）第３日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時２５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

１：３３．７
１：３３．１

良

良

８１１ グルーヴィクイーン 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ３９２ ―１：３６．１ １８．３�

５５ アイルトンバローズ 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎猪熊 広次氏 中竹 和也 平取 坂東牧場 ４８６ ― 〃 クビ ６．３�
８１２ アストロロジー 牡２黒鹿５５ C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６ ―１：３６．２クビ ２．０�
（仏）

２２ フ ロ ー ガ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５２８ ―１：３６．４１� ５．０�
６７ ヤマニンアーマー 牡２鹿 ５５ 四位 洋文土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５２ ―１：３６．５� １８．５�
６８ ミヤジエムジェイ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４７２ ―１：３６．８１� ６２．６�
４４ ハタノメドゥーサ 牝２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �グッドラック・ファーム 池添 兼雄 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B４２８ ―１：３６．９� ３０９．０	

３３ ト ラ バ ン ト 牡２栗 ５５ 北村 友一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５３２ ―１：３８．０７ １０．２

５６ メイショウイッシン 牡２黒鹿５５ 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５１４ ―１：３８．７４ ９．５�
７９ ヒ ミ ノ ナ ナ 牝２黒鹿５４ 酒井 学佐々木八郎氏 鈴木 孝志 日高 福満牧場 ４２０ ―１：３９．７６ ２７５．０�
１１ ニシノチャンピオン 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二西山 茂行氏 田所 秀孝 むかわ 西山牧場 ４８０ ―１：４０．０２ ２６．９
７１０ トウカイパスカル 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４９４ ―１：４０．１� １１７．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，８７６，３００円 複勝： ２２，９０７，２００円 枠連： １０，２３２，１００円

普通馬連： ３５，１２３，５００円 馬単： ２８，１３７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８４１，４００円

３連複： ４４，８２３，２００円 ３連単： ８３，２０７，０００円 計： ２５５，１４８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８３０円 複 勝 � ４２０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（５－８） ２５０円

普通馬連 �� ６，７２０円 馬 単 �� １５，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８８０円 �� ８６０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ３，５８０円 ３ 連 単 ��� ４８，０２０円

票 数

単勝票数 計 １５８７６３ 的中 � ６８５７（６番人気）
複勝票数 計 ２２９０７２ 的中 � ９１４９（７番人気）� ３１２５６（３番人気）� ７８８６９（１番人気）
枠連票数 計 １０２３２１ 的中 （５－８） ３０３９３（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５１２３５ 的中 �� ３８６３（２２番人気）
馬単票数 計 ２８１３７４ 的中 �� １３６２（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８４１４ 的中 �� １７２７（２４番人気）�� ３９８８（１２番人気）�� １６０５６（２番人気）
３連複票数 計 ４４８２３２ 的中 ��� ９２５６（１２番人気）
３連単票数 計 ８３２０７０ 的中 ��� １２７９（１５５番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．０―１１．６―１１．８―１２．３―１２．２―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．１―３５．７―４７．５―５９．８―１：１２．０―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グルーヴィクイーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．４．１０生 牝２栗 母 イントゥザグルーヴ 母母 エアグルーヴ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 トウカイパスカル号は，馬場入場が遅れたため発走時刻７分遅延。
〔調教再審査〕 トウカイパスカル号は，下見所から馬場入場にかけて暴れ，騎手が騎乗できずに発走地点に引き付けられたことにつ

いて平地調教再審査。
※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。



３２０３０１１月１３日 晴 良 （２２京都６）第３日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時５５分 （ダート・右）

５００万円以下；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 � シゲルソウサイ 牡２鹿 ５５ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-
vestments ４９８－ ６１：１１．５ １．３�

６６ カリスマサンスカイ 牡２鹿 ５５
５３ △高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B５００＋ ４１：１２．８８ ５．４�

１１ ホーマンルッツ 牡２栗 ５５ 川田 将雅久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４４２＋ ８１：１２．９クビ ９．５�
７７ マ ル コ フ ジ 牡２栗 ５５ 和田 竜二岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 ４６４－１６１：１３．６４ ６５．６�
８１０ ラプターセイハート 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介佐藤 恭永氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４＋１０１：１３．９１� ４３．０�

７８ � キ ボ ウ ホ ウ 牝２鹿 ５４ 安部 幸夫西村 知也氏 藤田 正治 新ひだか 野表 篤夫 ４３８± ０１：１４．０	 １９３．２�
（笠松） （愛知）

８９ コスモオウガイ 牡２栗 ５５ R．ムーア �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 長浜 忠 ５００＋１０１：１４．３２ １０．４	
（英）

４４ � ナ エ マ 牝２鹿 ５４ 酒井 学浅瀬 義嗣氏 高橋 優子 新冠 村上 欽哉 ４３６－ ８１：１５．４７ １２１．４

（金沢）

５５ 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 ４３２＋ ４１：１６．９９ ３６．６�

（９頭）
３３ タガノロックオン 牡２栗 ５５ 小牧 太八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０６＋１８ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２０，４２１，６００円 複勝： ６３，７２２，５００円 枠連： ８，２６４，３００円

普通馬連： ３２，４０１，８００円 馬単： ２９，８５８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５６７，２００円

３連複： ３０，１２２，０００円 ３連単： ７５，２３９，５００円 計： ２７３，５９７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １５０円 枠 連（２－６） ２２０円

普通馬連 �� ２１０円 馬 単 �� ２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� １９０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ４３０円 ３ 連 単 ��� １，０１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０４２１６（返還計 １６６０９） 的中 � １２８５６２（１番人気）
複勝票数 差引計 ６３７２２５（返還計 ３２６８３） 的中 � ４５８９９６（１番人気）� ７１２８４（２番人気）� ３７２４２（３番人気）
枠連票数 差引計 ８２６４３（返還計 ２５１３１） 的中 （２－６） ２８３３０（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ３２４０１８（返還計 ９５８５０） 的中 �� １１３９９８（１番人気）
馬単票数 差引計 ２９８５８５（返還計 ９２６９８） 的中 �� ７６７０１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １３５６７２（返還計 ４０５８６） 的中 �� ４２５７９（１番人気）�� １５２８１（２番人気）�� ６４４１（６番人気）
３連複票数 差引計 ３０１２２０（返還計２２１１０５） 的中 ��� ５２５７６（２番人気）
３連単票数 差引計 ７５２３９５（返還計５７６２６７） 的中 ��� ５５１１７（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１２．２―１１．９―１２．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シゲルソウサイ �

父 Tale of the Cat �


母父 Marquetry デビュー ２０１０．１０．２４ 京都１着

２００８．４．２生 牡２鹿 母 Princes Melissa 母母 Eggs Binnedict ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔競走除外〕 タガノロックオン号は，馬場入場後暴走し，疲労が著しいため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスターウィング号は，平成２２年１２月１３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。



３２０３１１１月１３日 晴 良 （２２京都６）第３日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２５分 （ダート・右）

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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

４７ � エーシンウェズン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５３２＋１４１：２３．４ ２．１�

１１ 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 ４８６＋ ６１：２３．５� ８．０�

７１２� エアインシャラー 牡４鹿 ５７ 四位 洋文 �ラッキーフィールド大久保龍志 米 Winches-
ter Farm ５１８＋１２１：２３．７１	 ５．５�

５８ 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 ５３４＋ ４１：２４．４４ １８．９�
７１３ ウォーターサウンド 牡３栗 ５６ C．ルメール 山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４８６± ０１：２４．５	 ５６．９�

（仏）

３４ エターナルロブロイ 牡３鹿 ５６ 武 豊大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９４± ０１：２４．７１ ４．９	
６１０ ビ バ エ ル フ 牝４鹿 ５５ 小林 徹弥�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４２６＋ ８１：２４．８	 ３１．２

５９ 
 メイショウタクミ 牡４黒鹿５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 林 孝輝 ４９０－１０１：２５．２２	 ３１９．６�
８１４ ウォーターサムデイ 牡４鹿 ５７ 北村 友一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ４７．１�
６１１ オーミフォレスト 牡３栗 ５６ 安部 幸夫岩� 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 清水 克則 ４６４＋ ６１：２５．３	 １５９．１

（愛知）

３５ 
 タガノシューマン 牡４青鹿５７ 小牧 太八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 猿橋 義昭 ４８０－ ２１：２５．５１	 ２６．５�
８１５ ヒシコモンズ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８０＋ ６１：２６．０３ １３．１�
２２ 
 ファコンドー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠赤沼 秀典氏 牧浦 充徳 新冠 カミイスタット ４４８－１０１：２６．１� ８９．１�
４６ グランプリスマイル 牡４鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平北側 雅司氏 飯田 雄三 静内 千代田牧場 ４６６＋１６１：２６．２クビ ４８１．１�
２３ ハマノエルマー 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ５１６－ ４ （競走中止） １７６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，１２９，３００円 複勝： ２７，４５８，４００円 枠連： １１，７３４，２００円

普通馬連： ４８，６８０，０００円 馬単： ３３，５９８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０６１，１００円

３連複： ６２，８５９，０００円 ３連単： １０８，５８０，９００円 計： ３３１，１０１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（１－４） ８７０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３４０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ５，８７０円

票 数

単勝票数 計 １８１２９３ 的中 � ７０００９（１番人気）
複勝票数 計 ２７４５８４ 的中 � ６６０００（１番人気）� ４１０８６（３番人気）� ３８６９３（４番人気）
枠連票数 計 １１７３４２ 的中 （１－４） ９９７３（３番人気）
普通馬連票数 計 ４８６８００ 的中 �� ４２８８２（３番人気）
馬単票数 計 ３３５９８４ 的中 �� １９４４９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００６１１ 的中 �� １６３８７（２番人気）�� １５１０９（３番人気）�� ７８２２（６番人気）
３連複票数 計 ６２８５９０ 的中 ��� ２８５７９（３番人気）
３連単票数 計１０８５８０９ 的中 ��� １３６６７（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．５―４６．７―５８．９―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

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３鹿 母 Xtra Emblem 母母 Nasty Sabina ８戦２勝 賞金 ２７，９０８，０００円
〔競走中止〕 ハマノエルマー号は，競走中に疾病〔左第１指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
※出走取消馬 トイボックス号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 グランプリヒトスジ号・ゴーオンホーマン号
※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。



３２０３２１１月１３日 曇 良 （２２京都６）第３日 第８競走 ��３，１７０�第１２回京都ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走１４時００分 （芝・内外）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 ３０，０００，０００円 １２，０００，０００円 ７，５００，０００円 ４，５００，０００円 ３，０００，０００円
付 加 賞 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード３：３０．６良

２２ ランヘランバ 牡７黒鹿６０ 五十嵐雄祐田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４６２＋ ８３：３１．７ ６．３�

４４ テイエムハリアー 牡４芦 ６０ 白浜 雄造竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４６２＋ ６３：３２．５５ ３．０�
７１０� エイシンボストン 牡８栗 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 松永 昌博 米 Audley Farm ４９２－ ２３：３２．７１� ２３．８�
６７ ト ー ワ ベ ガ 牡６黒鹿６２ 北沢 伸也齋藤 すゞ 氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４９４＋１２３：３２．８クビ ３．４�
１１ ショウリュウケン 牡５鹿 ６０ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７８＋ ６３：３３．４３� ８．２�
７９ ドングラシアス 牡６黒鹿６０ 高田 潤山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５２８＋１０３：３３．６１� ２８．７�
５６ コウエイトライ 牝９鹿 ５８ 小坂 忠士伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４９０＋ ２３：３３．７� ５．８�
３３ スリーラスカル 牡５黒鹿６０ 岩崎 祐己永井商事	 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４８２＋ ２３：３４．０１� ７０．８

８１２ テイエムトッパズレ 牡７青鹿６２ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６６＋１０３：３４．６３� １８．４�
６８ スーパーヴァイザー 牡６栃栗６０ 林 満明前田 幸治氏 加藤 敬二 三石 土居 忠吉 ５３４＋１２３：３５．５５ ９０．８�
８１１ デンシャミチ 牡７黒鹿６０ 中村 将之小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８４－ ４３：３６．５６ ９２．５
５５ マルタカタキオン 牡７栗 ６０ 黒岩 悠�橋まゆみ氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ５０４± ０３：３８．４大差 １１８．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，６６７，９００円 複勝： ２８，０１９，７００円 枠連： １４，６２９，０００円

普通馬連： ６１，６５１，６００円 馬単： ４２，２０６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３３１，６００円

３連複： ９０，７８５，４００円 ３連単： １６２，６０３，５００円 計： ４４１，８９５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � ４６０円 枠 連（２－４） １，０６０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� １，８１０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ６，２６０円 ３ 連 単 ��� ２６，７４０円

票 数

単勝票数 計 １９６６７９ 的中 � ２４６２７（４番人気）
複勝票数 計 ２８０１９７ 的中 � ３２２７１（４番人気）� ６５７３６（１番人気）� １２０８３（７番人気）
枠連票数 計 １４６２９０ 的中 （２－４） １０２４２（４番人気）
普通馬連票数 計 ６１６５１６ 的中 �� ４７８６２（４番人気）
馬単票数 計 ４２２０６７ 的中 �� １３５４５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３３１６ 的中 �� １２７６３（５番人気）�� ２８９１（２３番人気）�� ４５８１（１４番人気）
３連複票数 計 ９０７８５４ 的中 ��� １０７０９（２４番人気）
３連単票数 計１６２６０３５ 的中 ��� ４４８８（９３番人気）

上り １マイル １：４５．０ ４F ５２．３－３F ３８．８
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

ランヘランバ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００５．１２．２５ 中京１着

２００３．４．８生 牡７黒鹿 母 ミスティックライト 母母 Trystero 障害：８戦４勝 賞金 ９０，１０１，０００円



３２０３３１１月１３日 曇 良 （２２京都６）第３日 第９競走 ��
��１，４００�

ま る や ま

円 山 特 別
発走１４時３５分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

３５ ワールドワイド 牡４芦 ５７ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ５００＋ ８１：２３．５ ２．１�

６１０ ペガサスヒーロー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松岡 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± ０１：２３．８１� １１．５�

８１５ ホクセツキングオー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ４９０－ ２１：２４．１１� １４．０�
２２ トーホウチェイサー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４８０＋ ８ 〃 ハナ ２６．１�
６１１ フェスティヴマロン 牝６鹿 ５５ R．ムーア 臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４７０－ ２１：２４．２クビ ３６．１�

（英）

５９ 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 ４９２＋ ４１：２４．３� ３６．７�
８１４ ダノンジュピター 牡５栗 ５７ 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 ４９６＋２０ 〃 アタマ ６１．５	
２３ メイショウデイム 牝３黒鹿５４ 武 豊松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４４２＋ ６１：２４．５１� １７．３

５８ シュテルンターラー 牝３芦 ５４ 岩田 康誠 �グリーンファーム 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４ 〃 ハナ ５．９�
４７ スマートアーサイト 牡３黒鹿５６ C．ルメール 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 ４７８＋ ２１：２４．７１� ５．２�
（仏）

４６ テイエムフルパワー 牡６栗 ５７ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ １７１．９
１１ ナショナルヒーロー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介青山 洋一氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７０＋１０１：２５．０１� １８．５�
７１３ トウカイインパクト 牡６黒鹿５７ 安部 幸夫内村 正則氏 野中 賢二 門別 福満牧場 B５１０＋ ４１：２５．３２ ４０３．７�

（愛知）

７１２ レジャイール 牡４鹿 ５７ 川島 信二前田 晋二氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ５２８－ ７１：２５．４	 １６４．３�
３４ タカノキング 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４７６＋ ４１：２５．５クビ ７０．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，０９６，３００円 複勝： ５３，３１１，０００円 枠連： ２２，４２２，２００円

普通馬連： ９８，３３６，５００円 馬単： ６５，６７３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，９０２，２００円

３連複： １３１，８７７，６００円 ３連単： ２５１，３１０，７００円 計： ６８８，９２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � ４００円 枠 連（３－６） ６７０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５８０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� ３，４５０円 ３ 連 単 ��� １０，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２９０９６３ 的中 � １１３２０４（１番人気）
複勝票数 計 ５３３１１０ 的中 � ２１０７１９（１番人気）� ３７９０８（４番人気）� ２２９５１（６番人気）
枠連票数 計 ２２４２２２ 的中 （３－６） ２４９９８（３番人気）
普通馬連票数 計 ９８３３６５ 的中 �� ９２０４３（３番人気）
馬単票数 計 ６５６７３３ 的中 �� ４１６９８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６９０２２ 的中 �� ２５２５５（３番人気）�� １５８０２（６番人気）�� ５０２２（２１番人気）
３連複票数 計１３１８７７６ 的中 ��� ２８２７９（１２番人気）
３連単票数 計２５１３１０７ 的中 ��� １７７２１（２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．８―４６．８―５９．０―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワールドワイド �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００８．１２．２８ 中京１着

２００６．４．９生 牡４芦 母 エリモシンフォニー 母母 Let It Fly ２１戦４勝 賞金 ８８，２３６，０００円
※出走取消馬 グリッターエルフ号（疾病〔感冒〕のため）
※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 サンマルチーフ号・トーセンピングス号・ハードウォン号・マイネルセラーノス号
※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。



３２０３４１１月１３日 曇 良 （２２京都６）第３日 第１０競走 ��
��２，２００�

ひ え い

比叡ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

４５ シゲルタック 牡６鹿 ５７ 松山 弘平森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４８０＋ ２２：１３．４ １１１．８�

２２ ロイヤルネックレス 牝４青 ５５ 和田 竜二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８４－ ２２：１３．６１� ５．２�
３３ � カワキタフウジン 牡５栗 ５７ 北村 友一川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５１４＋ ２ 〃 クビ ９．６�
８１４ シゲルフセルト 牡５鹿 ５７ 福永 祐一森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４６６＋１２２：１３．７� １６７．３�
６１０ キクカタキシード 牡３栗 ５５ 幸 英明飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４７２＋ ２２：１３．８� ７．０�
１１ スマートシルエット 牝３鹿 ５３ 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６２：１３．９クビ ２．０�
８１３ トモロポケット 牡４栗 ５７ C．ルメール 廣崎 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４８０＋１０ 〃 ハナ １２．０�

（仏）

３４ フィニステール 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二	RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１８－ ２２：１４．０� ７．３

６９ ワンダームシャ 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４８６＋ ４２：１４．２１	 ３０．９�
４６ エーシンダードマン 牡６青鹿５７ 小牧 太	栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５１４＋ ４２：１４．５２ ５５．７�
７１２ アイティトップ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８６± ０２：１４．６� １０５．０
５７ マイネトゥインクル 牝５鹿 ５５ R．ムーア 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－ ２ 〃 アタマ １３４．７�
（英）

７１１ ピエナグッドラック 牡６鹿 ５７ 安部 幸夫本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７８－１０２：１４．７
 ３４５．９�
（愛知）

５８ ナリタキングパワー 牡５栗 ５７ 酒井 学	オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５３４＋１０２：１６．５大差 ３８２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３７，１７４，５００円 複勝： ５７，７２０，２００円 枠連： ２８，３９１，０００円

普通馬連： １１６，１３７，１００円 馬単： ７７，８５８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，０６８，７００円

３連複： １４５，３４８，４００円 ３連単： ２９１，１０６，８００円 計： ７９２，８０５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，１８０円 複 勝 � １，２７０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（２－４） ６，０２０円

普通馬連 �� １５，７４０円 馬 単 �� ５３，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５９０円 �� ５，４８０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２１，２１０円 ３ 連 単 ��� ２９６，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３７１７４５ 的中 � ２６２１（１０番人気）
複勝票数 計 ５７７２０２ 的中 � ８９７３（９番人気）� １１６４９２（２番人気）� ５４５４８（５番人気）
枠連票数 計 ２８３９１０ 的中 （２－４） ３４８４（１５番人気）
普通馬連票数 計１１６１３７１ 的中 �� ５４４７（２８番人気）
馬単票数 計 ７７８５８５ 的中 �� １０６９（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９０６８７ 的中 �� ２５９９（２９番人気）�� １６８８（３７番人気）�� １５７８９（８番人気）
３連複票数 計１４５３４８４ 的中 ��� ５０５８（５２番人気）
３連単票数 計２９１１０６８ 的中 ��� ７２４（４４８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．８―１２．０―１２．４―１２．６―１２．１―１１．７―１２．０―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．４―３５．２―４７．２―５９．６―１：１２．２―１：２４．３―１：３６．０―１：４８．０―２：００．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シゲルタック �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００７．１．１３ 京都７着

２００４．４．１３生 牡６鹿 母 シゲルタカネビケ 母母 シゲルユートピア ３８戦５勝 賞金 １１６，５３２，０００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。



３２０３５１１月１３日 曇 良 （２２京都６）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�アンドロメダステークス

発走１５時４５分 （芝・右）

３歳以上，２１．１１．１４以降２２．１１．７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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

５７ アドマイヤメジャー 牡４青鹿５６ C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ６１：５９．５ ３．１�
（仏）

４４ リルダヴァル 牡３栗 ５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ６１：５９．８１� ２．２�
２２ ブロードストリート 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５４± ０１：５９．９� ６．９�
７１１ コスモネモシン 牝３青鹿５２ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４５０＋ ２ 〃 クビ ２１．２�
３３ エアシャトゥーシュ 牡５鹿 ５５ R．ムーア �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４８２－ ４２：００．１１� ２１．５	

（英）

４５ モンテクリスエス 牡５鹿 ５６ 川田 将雅毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 B５５２＋ ６ 〃 アタマ ５０．３

７１０ エムエスワールド 牡７黒鹿５３ 熊沢 重文松屋 隆士氏 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４７６＋ ４２：００．３１ １３５．１�
６８ ケイアイドウソジン 牡４鹿 ５５ 武 豊 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ４９４± ０ 〃 クビ １５．０�
８１２ マイネレーツェル 牝５鹿 ５２ 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４２６± ０２：００．４� １１７．１
５６ イタリアンレッド 牝４鹿 ５２ 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２２：００．６１� ８．５�
１１ ルールプロスパー 牡５青鹿５４ 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７４＋１０２：０１．０２� ７４．４�
８１３ マイネルフォーグ 牡６鹿 ５４ 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 ４６４＋ ８２：０１．３１� ２１６．６�
６９ 	 マイネルシュピール 牡７黒鹿５２ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.
Dibben ５３２－ ４２：０２．１５ ２４４．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ６５，８６６，０００円 複勝： ９３，７６９，４００円 枠連： ５１，９１４，６００円

普通馬連： ２５３，９０１，５００円 馬単： １５５，１２０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，７９９，０００円

３連複： ３０５，９７５，１００円 ３連単： ６７１，０１８，６００円 計： １，６７２，３６４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（４－５） ２４０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３６０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ２，９６０円

票 数

単勝票数 計 ６５８６６０ 的中 � １６８３５２（２番人気）
複勝票数 計 ９３７６９４ 的中 � ２０５３９９（２番人気）� ３０２７７８（１番人気）� １０３９９６（４番人気）
枠連票数 計 ５１９１４６ 的中 （４－５） １６２３０３（１番人気）
普通馬連票数 計２５３９０１５ 的中 �� ５９７２９４（１番人気）
馬単票数 計１５５１２０４ 的中 �� １５５０７６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４７９９０ 的中 �� １４２０２０（１番人気）�� ４４０６３（４番人気）�� ５６４５５（２番人気）
３連複票数 計３０５９７５１ 的中 ��� ３４３１６６（１番人気）
３連単票数 計６７１０１８６ 的中 ��� １６７３４５（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１２．０―１２．４―１２．０―１２．５―１２．１―１１．６―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３５．１―４７．５―５９．５―１：１２．０―１：２４．１―１：３５．７―１：４７．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤメジャー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００９．１．１８ 京都２着

２００６．２．８生 牡４青鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind １４戦６勝 賞金 １０８，４５４，０００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。



３２０３６１１月１３日 曇 良 （２２京都６）第３日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （芝・右・外）

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

１：３２．１
１：３１．４

良

良

５５ ヒットジャポット 牡３黒鹿５６ 川田 将雅西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４９２＋ ２１：３６．４ ３．６�

７８ リバーハイランド 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７４－ ４ 〃 アタマ １１．８�
７７ ナリタスレンダー �５鹿 ５７ 藤田 伸二�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４９８＋ ８１：３６．５� ３．４�
２２ オメガブルーハワイ 牝３黒鹿５４ C．ルメール 原 	子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４４６＋ ４１：３６．８１
 ３．５�

（仏）

８１０ ニチドウルチル 牝３栗 ５４ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ２１．２�
３３ ドリームカトラス 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ２１：３６．９クビ １９．４�
６６ ドレスアフェアー 牡３黒鹿５６ 小牧 太臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４３８± ０ 〃 ハナ ８．２	
８９ � トーホウボガード 牡５鹿 ５７ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４６６＋ １１：３７．３２� １０１．０

４４ テーオーケンジャ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ４９２＋１０１：３７．４� ６５．０�
１１ シャイニーナイト 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４６６＋ ２１：３８．０３� １４．４�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３６，８１６，６００円 複勝： ５０，６０３，７００円 枠連： ２６，７８４，４００円

普通馬連： １１６，２０５，２００円 馬単： ７５，７４２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，００９，１００円

３連複： １４２，１２５，９００円 ３連単： ３２９，９３５，１００円 計： ８１８，２２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（５－７） ５００円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ２，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ２５０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ��� ９，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３６８１６６ 的中 � ８１７９８（３番人気）
複勝票数 計 ５０６０３７ 的中 � １０８９２９（２番人気）� ５７６６６（４番人気）� １１４８４７（１番人気）
枠連票数 計 ２６７８４４ 的中 （５－７） ４０１５３（２番人気）
普通馬連票数 計１１６２０５２ 的中 �� ４８３５６（８番人気）
馬単票数 計 ７５７４２２ 的中 �� ２０３６２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０００９１ 的中 �� １７９５１（６番人気）�� ４６１８９（２番人気）�� ２１５８４（４番人気）
３連複票数 計１４２１２５９ 的中 ��� ７８２００（３番人気）
３連単票数 計３２９９３５１ 的中 ��� ２７００５（２４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．７―１２．９―１２．１―１１．５―１１．６―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３６．９―４９．８―１：０１．９―１：１３．４―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒットジャポット 
�
父 フ ジ キ セ キ 

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．７．１９ 札幌４着

２００７．３．３１生 牡３黒鹿 母 タイキトゥインクル 母母 サブミッション ８戦３勝 賞金 ３０，９３４，０００円
※テーオーケンジャ号は，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。



（２２京都６）第３日 １１月１３日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５７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

２６５，７００，０００円
１２，７８０，０００円
１３，８００，０００円
２，０８０，０００円
２６，０３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５５，７６５，０００円
５，１４０，４００円
１，５５４，３００円

勝馬投票券売得金
３０８，３６５，９００円
５３３，８１５，３００円
２１５，２３７，２００円
９００，０７１，６００円
６２１，１１１，３００円
３２４，９１２，２００円
１，１４７，０３９，２００円
２，３０１，５８６，２００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 ６，３５２，１３８，９００円

総入場人員 ２０，６４９名 （有料入場人員 １８，８７６名）




