
３２０３７１１月１４日 曇 良 （２２京都６）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２３．６
１：２３．１

重

重

６８ ヤマノサファイア 牡２栗 ５５
５３ △高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４３４＋ ４１：２６．２ ５．３�

８１２ サカジロゴールド 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 宮内牧場 ５０２＋ ８１：２６．４１� １．６�
７１１ サイキョウイシヤマ 牡２鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４８２＋ ６１：２６．７２ ７８．８�
５６ オウエイロブロイ 牡２芦 ５５ 蛯名 正義大原 詔宏氏 境 直行 浦河 有限会社

大原ファーム ４６０＋ ２１：２６．８� １４．０�
２２ ルージュマジック 牝２鹿 ５４ 浜中 俊飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ２１：２６．９クビ ７．５�
１１ キングウェリナ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４５６－ ８１：２７．５３� １５．４�
５７ フレンドハーバー 牡２鹿 ５５ 安部 幸夫戸山 昌彦氏 坪 憲章 平取 中川 隆 ４９２＋ ６１：２７．７１� ２０．９�

（愛知）

８１３ マイネルティンラン 牡２栗 ５５ R．ムーア 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ４１：２８．０１� １５．９


（英）

３３ ロッキーラクーン 牡２栗 ５５ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４５２± ０１：２８．３１� １１２．２�
６９ リバースターリング 牡２栗 ５５ 藤岡 康太河越 武治氏 須貝 彦三 日高 豊洋牧場 ４６６＋ ２１：２８．４� ３０１．６�
４５ 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 ４５０－ ４１：２８．５� １４９．６
７１０ 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 ４４８－ ４１：３０．５大差 ２８１．９�

（愛知）

４４ テイエムシェイク 牡２鹿 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 パカパカ
ファーム ４５２＋ ２１：３０．９２� ３７８．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，１９９，５００円 複勝： ３２，３７６，１００円 枠連： ９，４５２，９００円

普通馬連： ３４，２９０，２００円 馬単： ２８，５４９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６３６，４００円

３連複： ４５，２７２，２００円 ３連単： ８４，２１３，８００円 計： ２６１，９９０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １，０８０円 枠 連（６－８） ３５０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２，５８０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ５，０９０円 ３ 連 単 ��� ２２，８１０円

票 数

単勝票数 計 １４１９９５ 的中 � ２１３８２（２番人気）
複勝票数 計 ３２３７６１ 的中 � ３２００７（２番人気）� １９５７４６（１番人気）� ２８３０（９番人気）
枠連票数 計 ９４５２９ 的中 （６－８） ２０２１２（１番人気）
普通馬連票数 計 ３４２９０２ 的中 �� ６６２０３（１番人気）
馬単票数 計 ２８５４９０ 的中 �� ２１１３２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６３６４ 的中 �� ２１５４１（１番人気）�� １０９８（２５番人気）�� ２１９８（１６番人気）
３連複票数 計 ４５２７２２ 的中 ��� ６５６９（１７番人気）
３連単票数 計 ８４２１３８ 的中 ��� ２７２５（６９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．３―１２．３―１２．５―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．５―３５．８―４８．１―１：００．６―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマノサファイア �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．９．１２ 札幌７着

２００８．３．２５生 牡２栗 母 ノースサファイア 母母 ノースオブダンジグ ５戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
※アンピエッツア号は，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。



３２０３８１１月１４日 曇 良 （２２京都６）第４日 第２競走 ��
��１，４００�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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

６１２ シャイニーホーク 牡２栗 ５５ 安藤 勝己小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５１８－ ２１：２２．３ １．３�

３５ モズハリケーン 牡２栗 ５５ 和田 竜二北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ５０４－１４１：２２．７２� ７．７�
７１４ コウエイキング 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４７２＋２２１：２２．９１� ２８．１�
１２ ジャマイカジョー 牡２黒鹿５５ 幸 英明薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４２２－ ２１：２３．３２� １８０．７�
７１３ ノ ア ノ ア 牝２芦 ５４ 四位 洋文M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ４９４＋ ２１：２３．６２ １４．８�
４７ スズカミニオン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ３９０＋ ６１：２３．７� ２３５．１�
８１５ ライブリユラナス 牡２鹿 ５５ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 谷口育成牧場 ４８８＋ ２ 〃 アタマ ９６．３�
１１ レッドマロン 牝２栃栗５４ 蛯名 正義	コオロ 境 直行 日高 藤本ファーム ４６８－ ２１：２３．８クビ ８．９

５９ ドンウイング 牡２栗 ５５ 宮崎 北斗山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４２８＋ ２ 〃 クビ ３０４．７�
３６ オ ン エ ア 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 ４４４－ ４１：２４．０１ ２３１．２�
４８ � ジューノエスク 牝２鹿 ５４ 酒井 学ノースヒルズ 松永 幹夫 米 North Hills

Management ４７０＋ ４１：２４．２１� １７８．８�
８１６ マイネルジュビア 牡２鹿 ５５ 安部 幸夫 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－ ４１：２４．５１	 ２８８．９�
（愛知）

２４ コスモパスキー 牝２鹿 ５４ 川島 信二 	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± ０１：２４．７１� ２６１．７�
５１０ テイエムメガヒット 牡２栗 ５５ 吉田 稔竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 パカパカ

ファーム ４９６－ ２１：２４．８� ２４０．０�
（愛知）

２３ ナムラエバーグリン 牝２鹿 ５４
５２ △高倉 稜奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４５８－ ４１：２４．９クビ １８．８�

６１１ プレジデントペスカ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 村下 貞憲 ５０６＋２６１：２６．２８ １０４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６２８，７００円 複勝： ４９，２３９，１００円 枠連： ９，１９５，７００円

普通馬連： ３３，３５０，９００円 馬単： ３１，３５５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３，７８５，９００円

３連複： ４３，１０３，０００円 ３連単： ９１，３７５，９００円 計： ２８９，０３５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ３２０円 枠 連（３－６） ３３０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３８０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� ２，７５０円

票 数

単勝票数 計 １７６２８７ 的中 � １１２９５３（１番人気）
複勝票数 計 ４９２３９１ 的中 � ３６３２８７（１番人気）� ２９２４０（３番人気）� １２３４１（５番人気）
枠連票数 計 ９１９５７ 的中 （３－６） ２１０６３（１番人気）
普通馬連票数 計 ３３３５０９ 的中 �� ７４９３１（１番人気）
馬単票数 計 ３１３５５８ 的中 �� ５６６２２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３７８５９ 的中 �� ２３４８７（１番人気）�� ８３８７（４番人気）�� ２７０４（１１番人気）
３連複票数 計 ４３１０３０ 的中 ��� ２２７２２（４番人気）
３連単票数 計 ９１３７５９ 的中 ��� ２４５３１（５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．３―１１．６―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．６―４５．９―５７．５―１：０９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．４
３ ・（３，１，１２）－１４－（７，５）－（４，６，９）１３，８，１５（１０，２）－１６，１１ ４ ・（１，１２）３，１４，５－７（６，９）（４，１３）８（１０，１５）２－１６－１１

勝馬の
紹 介

シャイニーホーク �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．１０．２３ 京都２着

２００８．３．１０生 牡２栗 母 スプリングネヴァー 母母 ネヴアーイチバン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３２０３９１１月１４日 曇 良 （２２京都６）第４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 １，６５０，０００
１，６５０，０００

円
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

５１０ ダーズンローズ 牡２青 ５５ C．ルメール �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：３５．４ １０．５�
（仏）

２４ ユースティティア 牝２青鹿５４ 福永 祐一前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０± ０ 〃 クビ ４．５�
３５ イ デ ア 牡２鹿 ５５ M．デムーロ畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４７２－ ２ 〃 同着 ８．６�

（伊）

５９ クリアンサス 牝２鹿 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２－ ４１：３５．５� ３．４�

４８ アドマイヤバートン 牡２栗 ５５ 池添 謙一近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７２＋ ８ 〃 ハナ ３．６�
１２ サンライズレガシー 牡２栗 ５５ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４５６－ ２１：３５．７１� ５８．０�
３６ セイユウハート 牡２鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦松岡 正二氏 梅内 忍 日高 前川 義則 ４３８＋ ２１：３５．８クビ ３０．７	
８１６ クリノプロジェクト 牡２鹿 ５５ 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４６＋１２１：３６．１２ ３０８．７

２３ コスモウィッシュ 牝２栗 ５４

５２ △高倉 稜 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 浦河 駿河牧場 ４２４± ０１：３６．２クビ ３１６．１�
８１７ タイセイジーニアス 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ８．８�
７１４ ダイシンワイルド 牡２鹿 ５５ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 ４６２－ ８１：３６．３クビ ９１．５
６１２ マイネマグノリア 牝２栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋２２ 〃 クビ ６２．８�
６１１ コスモパシフィズム 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 日高 出口牧場 ４３８－ ６１：３６．７２� １７１．５�
７１３ ウィズイングレース 牡２黒鹿５５ 幸 英明内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４４６－ ４１：３６．９１� ５９．８�
７１５ マコトローゼンボー 牡２黒鹿５５ 安部 幸夫眞壁 明氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４４６＋ ６ 〃 アタマ ５０８．３�

（愛知）

８１８ マコトカリバーン 牡２栗 ５５ 吉田 稔眞壁 明氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 ４６２－ ４ 〃 アタマ ６１６．０�
（愛知）

４７ ナンゴクチョウチョ 牝２芦 ５４
５３ ☆国分 恭介渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 塚田 達明 ４１６＋ ６１：３７．１１� １３１．５�

１１ メイショウイソロク 牡２鹿 ５５ R．ムーア 松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４７６－ ６１：３８．０５ ４５．８�
（英）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，４４７，４００円 複勝： ２９，７０３，２００円 枠連： １４，０１８，４００円

普通馬連： ４５，０６９，５００円 馬単： ２９，２２８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６８７，３００円

３連複： ６６，０２１，３００円 ３連単： ９６，１８０，０００円 計： ３１８，３５５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３４０円 �
�

１６０円
２６０円 枠 連（２－５）（３－５）

２７０円
５３０円

普通馬連 ��
��

１，０００円
２，２８０円 馬 単 ��

��
２，３３０円
４，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】

��
��

５３０円
１，３００円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ５，８８０円 ３ 連 単 ���
���

２０，９５０円
２５，２２０円

票 数

単勝票数 計 １８４４７４ 的中 � １３９５５（６番人気）
複勝票数 計 ２９７０３２ 的中 � １９２３８（６番人気）� ６５０３５（１番人気）� ２８１０５（４番人気）
枠連票数 計 １４０１８４ 的中 （２－５） ２１１２２（１番人気）（３－５） ９０６４（５番人気）
普通馬連票数 計 ４５０６９５ 的中 �� １７１６８（８番人気）�� ７１４７（１６番人気）
馬単票数 計 ２９２２８２ 的中 �� ４６７４（２１番人気）�� ２３６７（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６８７３ 的中 �� ９６６１（４番人気）�� ３５５７（１５番人気）�� ７０６５（７番人気）
３連複票数 計 ６６０２１３ 的中 ��� ８３００（１８番人気）
３連単票数 計 ９６１８００ 的中 ��� １６９５（１１５番人気） ��� １４０７（１４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．３―４７．７―５９．９―１：１１．６―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダーズンローズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Lyphard デビュー ２０１０．７．１０ 阪神１０着

２００８．４．１３生 牡２青 母 ロ ー ザ ネ イ 母母 Riviere Doree ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。



３２０４０１１月１４日 曇 良 （２２京都６）第４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）

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

８１０ ワンダーフォルテ 牡２栗 ５５ 武 豊山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 ４８８ ―１：１３．５ ３．９�

２２ サトノパイレーツ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ５００ ―１：１３．６� １．９�
７８ トルベジーノ 牡２鹿 ５５

５３ △高倉 稜永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４４２ ―１：１４．８７ ７．０�

１１ アドマイヤクイーナ 牝２芦 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：１５．０１ １５．８�
３３ メイショウキスゲ 牝２黒鹿５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４２０ ―１：１５．７４ ６０．９�
７７ ヒットナンバー 牡２栗 ５５ 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 ４８２ ―１：１６．０１� ４８．９�
６６ ブ ラ イ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか 友田牧場 ４８２ ―１：１６．６３� ６．１�

（伊）

４４ マ オ イ モ ン 牝２青鹿５４ 和田 竜二井門 敏雄氏 柴田 光陽 日高 坂 牧場 ４３４ ―１：１６．７クビ ４８．４	
８９ グランドツーリング 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介谷水 雄三氏 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 ４２６ ―１：１７．３３� １８．７


（９頭）
５５ カネトシファイター 牡２栗 ５５ 酒井 学兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ― ― （出走取消）

（テンシノアリュール）

売 得 金

単勝： １６，１７３，６００円 複勝： ２１，２０１，５００円 枠連： ８，３９３，１００円

普通馬連： ３４，１７８，８００円 馬単： ２８，８７８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，５５８，０００円

３連複： ３９，３６４，０００円 ３連単： ８１，６９３，５００円 計： ２４２，４４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（２－８） ２８０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ４８０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ４，５８０円

票 数

単勝票数 差引計 １６１７３６（返還計 ９８） 的中 � ３２７４２（２番人気）
複勝票数 差引計 ２１２０１５（返還計 １３５） 的中 � ４１６８７（２番人気）� ７８４５５（１番人気）� ２４７８３（４番人気）
枠連票数 差引計 ８３９３１（返還計 ２３５） 的中 （２－８） ２２７６３（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ３４１７８８（返還計 ６７６） 的中 �� ６４６１５（１番人気）
馬単票数 差引計 ２８８７８１（返還計 ３８３） 的中 �� １９３９６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １２５５８０（返還計 ２８０） 的中 �� ２２２７３（１番人気）�� ５１８２（７番人気）�� １４００９（２番人気）
３連複票数 差引計 ３９３６４０（返還計 １９１５） 的中 ��� ３９９４３（２番人気）
３連単票数 差引計 ８１６９３５（返還計 ３３７５） 的中 ��� １３１８７（１０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１２．５―１２．４―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．３―３６．８―４９．２―１：０１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．７
３ ８，１０，２（１，７，９）（３，６）－４ ４ ・（８，１０）２，１（７，９）３，６－４

勝馬の
紹 介

ワンダーフォルテ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 クリスタルグリツターズ 初出走

２００８．４．１８生 牡２栗 母 オオシマルチア 母母 オオシマスズラン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 カネトシファイター号は，疾病〔右前肢挫創〕のため出走取消。
※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。



３２０４１１１月１４日 曇 良 （２２京都６）第４日 第５競走 ��
��２，０００�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

２：００．７
１：５９．９

良

良

７７ プルスウルトラ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５３２ ―２：０４．５ ３．２�

３３ アドマイヤラクティ 牡２鹿 ５５ 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４９２ ―２：０４．６� ３．４�
６６ ソルデマーヨ 牡２黒鹿５５ 武 豊吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２４ ―２：０４．７� ２．９�
２２ イイデジャパン 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４８０ ―２：０４．８� ４３．７�

（イイデウージャ）

８８ � サウンドオブダイゴ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Jamm, Ltd & Mill
Ridge Farm, Ltd ４７４ ―２：０４．９� ７．８�

１１ ギュスターヴクライ 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４９６ ―２：０５．０� ９．２	
５５ ヒカルマイデビュー 牡２黒鹿５５ 福永 祐一�橋 京子氏 岡田 稲男 登別 登別上水牧場 ５１０ ―２：０５．３２ ３６．１

４４ セイカエスパー 牡２鹿 ５５ 幸 英明久米 大氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 ４８２ ―２：０５．７２� １８０．０�
８９ ス コ ー ピ オ 牡２栗 ５５

５４ ☆国分 恭介林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４１４ ―２：０７．６大差 １７３．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２４，３４６，５００円 複勝： ２５，９０３，１００円 枠連： ８，７８２，４００円

普通馬連： ４３，５７２，９００円 馬単： ３７，７６７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０１８，６００円

３連複： ４８，３９５，６００円 ３連単： １１５，５９７，８００円 計： ３２０，３８４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（３－７） ５６０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １５０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ４３０円 ３ 連 単 ��� ２，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２４３４６５ 的中 � ６１６００（２番人気）
複勝票数 計 ２５９０３１ 的中 � ５４７０８（２番人気）� ５２４２５（３番人気）� ７４４５４（１番人気）
枠連票数 計 ８７８２４ 的中 （３－７） １１７５０（３番人気）
普通馬連票数 計 ４３５７２９ 的中 �� ４９８５８（３番人気）
馬単票数 計 ３７７６７５ 的中 �� ２５５９８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０１８６ 的中 �� ２６２６０（２番人気）�� ２９００２（１番人気）�� １６０７１（３番人気）
３連複票数 計 ４８３９５６ 的中 ��� ８３６４２（１番人気）
３連単票数 計１１５５９７８ 的中 ��� ３２４７３（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１３．２―１３．９―１２．７―１２．９―１２．６―１２．１―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．１―３７．３―５１．２―１：０３．９―１：１６．８―１：２９．４―１：４１．５―１：５２．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

プルスウルトラ 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．２．２１生 牡２鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３２０４２１１月１４日 曇 良 （２２京都６）第４日 第６競走 ��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１０ メメビーナス 牝３青鹿５３ 武 豊本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４８２＋１８１：５３．２ ７．２�

８１１ プティマカロン 牝５青鹿 ５５
５３ △高倉 稜伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４７２＋ ２１：５３．３� １５．８�

６６ ヤマニンソルファ 牝３鹿 ５３ 川田 将雅土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ５１４＋２８１：５３．４� ６．０�
６７ プリティカポレイ 牝３鹿 ５３ M．デムーロ横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５２＋ ２１：５３．６１� １．８�

（伊）

４４ ピサノルビー 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４８２＋ ６１：５３．９１� ３９．４�
５５ アドマイヤインディ 牝４栗 ５５ 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４５０± ０ 〃 ハナ １３．２�
７９ � クリノソーニャ 牝５鹿 ５５ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４６２＋ ８１：５４．０クビ ２８９．８�
２２ 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 ４８０－ ６１：５４．１� １４．０


（愛知）

１１ 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 B４７６＋ ８１：５４．９５ ６０．３�
７８ ジュヴェビアン 牝３鹿 ５３

５０ ▲川須 栄彦 �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± ０１：５５．８５ ７６．９

３３ トミケンプライマリ 牝４栗 ５５
５４ ☆国分 恭介冨樫 賢二氏 坂口 正則 浦河 平成ファーム ４６８＋ ６１：５６．１１� ９．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，４５８，７００円 複勝： ３７，９２０，７００円 枠連： １２，４８３，２００円

普通馬連： ４４，６８７，３００円 馬単： ３５，０９８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６４３，６００円

３連複： ６１，３３２，２００円 ３連単： １０７，８２１，６００円 計： ３３７，４４６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ３２０円 � ５５０円 � ３７０円 枠 連（８－８） ４，３３０円

普通馬連 �� ４，７６０円 馬 単 �� ９，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� １，０１０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ９，８１０円 ３ 連 単 ��� ６６，７６０円

票 数

単勝票数 計 １８４５８７ 的中 � ２０２６８（３番人気）
複勝票数 計 ３７９２０７ 的中 � ３３２３２（３番人気）� １７０１４（７番人気）� ２７７８８（４番人気）
枠連票数 計 １２４８３２ 的中 （８－８） ２１２８（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４４６８７３ 的中 �� ６９３８（１８番人気）
馬単票数 計 ３５０９８７ 的中 �� ２６８４（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６４３６ 的中 �� ３２６０（１９番人気）�� ４９０３（１０番人気）�� ３４０５（１８番人気）
３連複票数 計 ６１３３２２ 的中 ��� ４６１６（３３番人気）
３連単票数 計１０７８２１６ 的中 ��� １１９２（１８１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１３．３―１２．９―１２．９―１２．８―１２．４―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３７．４―５０．３―１：０３．２―１：１６．０―１：２８．４―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２
１
３
２，６（５，１１）－（４，８，７）－３，１０，９－１
２，６（５，７）（１１，３）（４，８，１０）９，１

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

勝馬の
紹 介

メメビーナス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．７ 京都１２着

２００７．４．１３生 牝３青鹿 母 ウェディングダイヤ 母母 トウホーダイヤ １３戦２勝 賞金 ２２，５００，０００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。



３２０４３１１月１４日 曇 良 （２２京都６）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．４

良

良

７１４ シエラネヴァダ 牡３栗 ５６ M．デムーロ田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 ５１２＋１２１：３４．８ ７．５�
（伊）

６１２ ミヤジシェンロン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４５２＋ ２ 〃 クビ ２２．７�
８１７ ダノンスパシーバ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４９６－ ４１：３５．０１� ２．２�
６１１� リ ヴ ザ ル ト 牡５黒鹿５７ R．ムーア 里見 治氏 堀 宣行 豪 Mr T Jarvis ５７２＋ ２ 〃 クビ ３８．３�

（英）

４８ サクラエクスプロー 牡３栗 ５６ C．ルメール�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４７６＋１８ 〃 アタマ ７．８�
（仏）

５１０	 マサノウイズキッド 牡４黒鹿５７ 四位 洋文中村 正子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 ５０６－ ６１：３５．１
 ９．９�
３６ キャニオンブラウン 牡４栗 ５７ 幸 英明 	サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ６ 〃 ハナ ４２．３

８１８ クレバーサンデー 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４５８＋１０１：３５．３１� ２２．１�
１１ ハッピーネーション 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋�ノースヒルズ 安田 隆行 新ひだか 小河 豊水 ４５８＋ ９ 〃 ハナ ２１７．３
２４ � ナミダガキラリ 牝５栗 ５５ 武 豊小林けい子氏 荒川 義之 米 Shadai Farm ４７０＋ ８１：３５．４クビ ４２．８�
８１６ ピカピカテッタ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 新ひだか 名古屋 一征 ４８２＋ ２ 〃 ハナ １８２．９�
２３ インプレッシヴデイ 牡３芦 ５６ 福永 祐一藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５００± ０１：３５．６１
 ５．７�
１２ 	 エーシンフォーサン 牡４栗 ５７

５４ ▲川須 栄彦�栄進堂 松元 茂樹 浦河 丸村村下
ファーム ４６６＋ ２１：３５．８１� ８７．４�

７１３	 メイショウサミット 牡４鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５６０＋１０ 〃 クビ １４６．５�
４７ オールターゲット 牡４栗 ５７ 酒井 学 	サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４５８－ ６ 〃 ハナ ２２．３�
５９ タガノパルムドール 牝３栗 ５４ 藤岡 康太八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７６± ０１：３６．２２
 ７７．４�
７１５ マイネホコモモラ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４２４＋１８１：３６．３
 ２８６．６�
３５ シゲルキリガミネ 牝４青 ５５

５４ ☆国分 恭介森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ５０２＋ ６１：３６．５１� １２６．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，３６７，８００円 複勝： ３４，１６５，３００円 枠連： １７，４７７，１００円

普通馬連： ６３，５６０，０００円 馬単： ３８，９８７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８３２，８００円

３連複： ８１，６４４，８００円 ３連単： １３１，２１１，９００円 計： ４１５，２４７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２２０円 � ４１０円 � １３０円 枠 連（６－７） ３，３８０円

普通馬連 �� ６，３９０円 馬 単 �� １０，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� ３６０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ４，３２０円 ３ 連 単 ��� ４３，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２４３６７８ 的中 � ２５６４４（３番人気）
複勝票数 計 ３４１６５３ 的中 � ３７９９４（３番人気）� １６０６４（６番人気）� ９６８８１（１番人気）
枠連票数 計 １７４７７１ 的中 （６－７） ３８１７（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６３５６００ 的中 �� ７３４５（１７番人気）
馬単票数 計 ３８９８７７ 的中 �� ２６６８（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８３２８ 的中 �� ４００５（１４番人気）�� １８１４９（２番人気）�� ７３３８（９番人気）
３連複票数 計 ８１６４４８ 的中 ��� １３９７５（９番人気）
３連単票数 計１３１２１１９ 的中 ��� ２２３４（１０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．６―４８．０―５９．９―１：１１．６―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３４．９
３ １５，１６（１，１２）（８，１３）（５，７，１０，１４）１１（３，１８）（４，１７）６，２－９ ４ ・（１５，１６）（１，１２）（８，１０）（５，１３）（７，１１，１４）（３，１８）（４，１７）６，２－９

勝馬の
紹 介

シエラネヴァダ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１０．２．２１ 京都２着

２００７．５．２生 牡３栗 母 マックスロゼ 母母 マツクスドリーマー ７戦２勝 賞金 ２１，８００，０００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。
（非抽選馬） １頭 ラインジェシカ号
※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。



３２０４４１１月１４日 曇 良 （２２京都６）第４日 第８競走 ��
��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１０ メテオロロジスト 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 ４９４＋ ２１：５０．８ ６８．３�

６１１ ヒラボクキング 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５３２± ０１：５１．８６ ７．５�
２３ 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 ５０８＋ ２ 〃 クビ ３．７�
２２ キ ラ ウ エ ア 牡３黒鹿５５ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：５２．１２ ２．４�
３４ ローレルレヴァータ �３鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４６２－ ２１：５２．３１ ７４．１�
５８ アドマイヤプレミア 牡３芦 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４０８＋ ２１：５２．４� ２７．８	
４６ ユメノキラメキ 牝３栗 ５３ 酒井 学諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７２－ ４ 〃 アタマ ５０．９

７１３ ス エ ズ �５鹿 ５７ 幸 英明吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１２＋ ７１：５２．８２� １１．１�
１１ エプソムスタウト 牡６鹿 ５７ 吉田 稔 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４８０－ ８１：５３．２２� ４５０．９�
（愛知）

４７ 	 フラッグラッシュ 牡５栗 ５７ 鮫島 良太青山 洋一氏 村山 明 静内 岡田牧場 ５２０＋ ４１：５３．４１ １６５．８
７１２ フミノヤマビコ 牡３鹿 ５５ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４８４＋ ８ 〃 ハナ ７０．０�
３５ ライジングバイオ 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４７０＋ ４１：５３．７１
 ８９．２�
８１４ ピ ュ ー タ ー 牡３芦 ５５ 四位 洋文細川祐季子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：５３．９１� ４．８�
８１５ パワーエース 牡４鹿 ５７ 和田 竜二�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４９６＋１０１：５４．０クビ ３４１．９�
５９ 	 タガノバロナーク 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７４－ ２１：５４．３１
 ４２２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，８０８，９００円 複勝： ３４，６５４，６００円 枠連： １９，７４１，９００円

普通馬連： ６５，５５２，９００円 馬単： ４６，２４０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５２５，８００円

３連複： ９０，７６５，１００円 ３連単： １４９，９７２，５００円 計： ４６０，２６２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，８３０円 複 勝 � １，４１０円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（６－６） １０，８９０円

普通馬連 �� １４，７７０円 馬 単 �� ４３，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３９０円 �� ３，７００円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ２６，５４０円 ３ 連 単 ��� ２６８，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２７８０８９ 的中 � ３２１３（８番人気）
複勝票数 計 ３４６５４６ 的中 � ４５７２（１１番人気）� ３７９２０（４番人気）� ８０９００（１番人気）
枠連票数 計 １９７４１９ 的中 （６－６） １３３９（２０番人気）
普通馬連票数 計 ６５５５２９ 的中 �� ３２７６（３３番人気）
馬単票数 計 ４６２４０５ 的中 �� ７９３（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５２５８ 的中 �� １３５４（３５番人気）�� １６１３（３０番人気）�� １４８６９（５番人気）
３連複票数 計 ９０７６５１ 的中 ��� ２５２４（７１番人気）
３連単票数 計１４９９７２５ 的中 ��� ４１２（４７８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．６―１３．１―１２．６―１２．５―１２．１―１２．０―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．８―３６．９―４９．５―１：０２．０―１：１４．１―１：２６．１―１：３８．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メテオロロジスト �
�
父 Golden Missile �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．２．６ 京都１着

２００７．３．３生 牡３栗 母 バイユーストーム 母母 At the Half ６戦３勝 賞金 ２４，５００，０００円
※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。



３２０４５１１月１４日 曇 良 （２２京都６）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

き ぎ く

黄 菊 賞
発走１４時２５分 （芝・右・外）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４６．６

良

良

１１ 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 ５２８－ ６１：４７．７ １２．７�

６７ リ ベ ル タ ス 牡２鹿 ５５ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：４７．８� ２．２�

５５ ヴィクトリースター 牡２鹿 ５５ C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 追分ファーム ４４８＋ ２１：４８．１１� ３．９�
（仏）

８１２ シゲルシャチョウ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ４８４± ０１：４８．４１� １４．４�
３３ デンコウジュピター 牡２鹿 ５５ 国分 恭介田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ４８２＋ ４ 〃 クビ ２６．４�
７９ トップシャイン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４７２＋１０１：４８．５クビ ４．７	
４４ マイネソルシエール 牝２栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４４０－ ８１：４８．６� ８０．７

７１０ トウシンイーグル 牡２鹿 ５５ M．デムーロ�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４６０－ ４１：４８．８１� ９．３�

（伊）

８１１ マ イ ネ マ オ 牝２鹿 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４７８＋ ６１：４９．６５ ７７．９�

２２ ウォータールルド 牡２黒鹿５５ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４８２＋ ２１：５０．１３ １５３．０
６８ � ゴールドドラゴン 牝２芦 ５４ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 新ひだか グランド牧場 ４２８± ０１：５１．１６ ２７８．３�

（笠松） （愛知）

５６ � ミ ス マ ン ボ 牝２鹿 ５４ 安部 幸夫�ホースケア 山中 輝久 新ひだか グランド牧場 ４７４－ ４１：５１．９５ ３２７．２�
（笠松） （愛知）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３８，９８２，５００円 複勝： ４９，８３１，０００円 枠連： ２１，６０１，１００円

普通馬連： １０７，６２９，６００円 馬単： ６９，４７６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，０５２，４００円

３連複： １１５，３４１，７００円 ３連単： ２５３，８５９，０００円 計： ６８８，７７３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－６） １，５４０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ４，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ６１０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� １７，０００円

票 数

単勝票数 計 ３８９８２５ 的中 � ２４３３８（５番人気）
複勝票数 計 ４９８３１０ 的中 � ３４７５３（６番人気）� １７２６２３（１番人気）� ７９７４４（３番人気）
枠連票数 計 ２１６０１１ 的中 （１－６） １０３８９（６番人気）
普通馬連票数 計１０７６２９６ 的中 �� ４８０９４（６番人気）
馬単票数 計 ６９４７６４ 的中 �� １２４９２（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２０５２４ 的中 �� １３６１０（６番人気）�� １１６７３（１０番人気）�� ４２３４６（１番人気）
３連複票数 計１１５３４１７ 的中 ��� ４８０８６（５番人気）
３連単票数 計２５３８５９０ 的中 ��� １１０２５（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３５．５―４７．２―５９．３―１：１１．２―１：２２．９―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーマスカット �
�
父 スニッツェル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．５ 小倉５着

２００８．１．２７生 牡２鹿 母 サファイヤコースト 母母 リッジフィールド ４戦２勝 賞金 １５，９５９，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスマンボ号は，平成２２年１２月１４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。



３２０４６１１月１４日 曇 良 （２２京都６）第４日 第１０競走 ��
��２，２００�ドンカスターカップ

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５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
ドンカスター競馬場賞（１着）

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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

６６ ロードオブザリング 牡３鹿 ５５ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４９８＋１４２：１４．２ １９．０�

２２ カネトシパサージュ 牡３黒鹿５５ 蛯名 正義兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４５６± ０２：１４．４１� １４．１�
３３ ハートビートソング 牡３栗 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２２：１４．５クビ １．５�
７８ � サンマルエミネム 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉相馬 勇氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８６＋ ６２：１４．９２	 ５４．９�
４４ トレジャーハント 牡４栗 ５７ M．デムーロ �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１０＋ ２２：１５．０	 ５．２�

（伊）

１１ テンシノマズル 牡４鹿 ５７ 中村 将之杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４６０± ０２：１５．１
 ６．７	
８９ セ ン ノ カ ゼ 牡５鹿 ５７ R．ムーア 河内 孝夫氏 山内 研二 浦河 川越ファーム ４８６± ０２：１５．５２	 ５０．０


（英）

８１０ ハードダダンダン 牡３黒鹿５５ 藤岡 康太津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４４６± ０２：１５．６クビ ２９．８�
７７ ニシノプライスレス 牡４鹿 ５７ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４４４－ ２２：１５．７	 ８８．６�
５５ メジロジェニファー 牝３黒鹿５３ 四位 洋文�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４９０－１４２：１８．２大差 ２２．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３６，７００，３００円 複勝： ６１，９９４，０００円 枠連： ２３，９４５，０００円

普通馬連： １０７，９４３，４００円 馬単： ８７，２６４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，１５８，６００円

３連複： １２４，５８７，４００円 ３連単： ３２３，１８９，４００円 計： ８００，７８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９００円 複 勝 � ３４０円 � ２８０円 � １１０円 枠 連（２－６） ９，１７０円

普通馬連 �� ８，４６０円 馬 単 �� ２０，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０３０円 �� ５５０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ３，１１０円 ３ 連 単 ��� ４５，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３６７００３ 的中 � １５２５０（５番人気）
複勝票数 計 ６１９９４０ 的中 � ２４４８３（５番人気）� ３１３７２（４番人気）� ３４８６１１（１番人気）
枠連票数 計 ２３９４５０ 的中 （２－６） １９２８（２４番人気）
普通馬連票数 計１０７９４３４ 的中 �� ９４２１（２３番人気）
馬単票数 計 ８７２６４１ 的中 �� ３０９５（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５１５８６ 的中 �� ３９５７（２２番人気）�� １６３７２（５番人気）�� １６６１９（４番人気）
３連複票数 計１２４５８７４ 的中 ��� ２９５６５（１０番人気）
３連単票数 計３２３１８９４ 的中 ��� ５２０３（１２２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．６―１２．８―１２．７―１２．７―１２．６―１１．８―１１．５―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．６―３６．２―４９．０―１：０１．７―１：１４．４―１：２７．０―１：３８．８―１：５０．３―２：０２．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードオブザリング �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．２６ 札幌１１着

２００７．２．２１生 牡３鹿 母 レディフューチャー 母母 アンフイニイ ８戦３勝 賞金 ２５，４４５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



３２０４７１１月１４日 曇 良 （２２京都６）第４日 第１１競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��２，２００�第３５回エリザベス女王杯（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

牝，３歳以上；負担重量は，３歳５４�４歳以上５６�
エリザベス女王杯・京都府知事賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９０，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，０００，０００円
付 加 賞 ３，８６４，０００円 １，１０４，０００円 ５５２，０００円
生産者賞
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

レースレコード

２：１０．２
２：１０．１
２：１１．２

稍重

良

良

３６ � スノーフェアリー 牝３鹿 ５４ R．ムーア アナモイン社 E．ダンロップ 愛 Windflower Over-
seas Holdings Inc ４６８ ２：１２．５ ８．５�

（Snow Fairy（IRE）） （英） （英）

５９ 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 ５０８＋ ４２：１３．２４ ３．１�
３５ ア パ パ ネ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ４２：１３．５１� ２．７�
８１７ リトルアマポーラ 牝５黒鹿５６ 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ２ 〃 ハナ ２２．３�
５１０ ヒカルアマランサス 牝４栗 ５６ C．ルメール�橋 京子氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ６２：１３．６� ２１．２�

（仏）

１１ コロンバスサークル 牝４黒鹿５６ 武 豊吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４３４－１４２：１３．７� ６３．２	
１２ セラフィックロンプ 牝６青鹿５６ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４９６－ ８ 〃 ハナ ４６．９

４８ ブライティアパルス 牝５鹿 ５６ 藤岡 康太小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６２－ ４２：１３．８クビ １０９．９�
４７ サンテミリオン 牝３黒鹿５４ M．デムーロ吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５６－ ４２：１４．０１	 １２．７�

（伊）

７１５ ムードインディゴ 牝５栗 ５６ 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ２２：１４．２１
 １５８．５
２３ レ ジ ネ ッ タ 牝５鹿 ５６ 幸 英明 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４０－ ４ 〃 アタマ １０１．９�
８１８ シングライクバード 牝５鹿 ５６ 鮫島 良太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８２：１４．３� １６２．９�
７１３ サンレイジャスパー 牝８鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４９０＋ ８２：１４．４クビ ３６２．８�
７１４ アースシンボル 牝５鹿 ５６ 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４６４－ ４ 〃 ハナ ９９．９�
６１２ アニメイトバイオ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２ 〃 クビ ７．２�
８１６� ア ー ヴ ェ イ 牝４鹿 ５６ J．カステリャーノ スリーチムニーズレーシング R．アトフィールド 英 Plantation

Stud ４５６ ２：１４．７１� ２５．８�
（Ave（GB）） （加） （米）

２４ テイエムプリキュア 牝７黒鹿５６ 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ５１４＋１８ 〃 クビ ７８．４�

（１７頭）
６１１ プロヴィナージュ 牝５鹿 ５６ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４３５，６６０，４００円 複勝： ４２３，２４３，９００円 枠連： ４８９，０７１，４００円

普通馬連： ２，０８８，４８３，３００円 馬単： １，２６０，２７３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４８８，９２７，８００円

３連複： ２，６１７，１９６，７００円 ３連単： ６，１９２，０４４，９００円 計： １３，９９４，９０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（３－５） ３２０円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� ３，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ５００円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� １０，１７０円

票 数

単勝票数 差引計４３５６６０４（返還計 ４１７４） 的中 � ４０４８１９（４番人気）
複勝票数 差引計４２３２４３９（返還計 ７２５３） 的中 � ３３２４２５（４番人気）� １０５７５２８（２番人気）� １１６２８０５（１番人気）
枠連票数 差引計４８９０７１４（返還計 ２３１７） 的中 （３－５）１１３４２５９（１番人気）
普通馬連票数 差引計２０８８４８３３（返還計 ６２８０９） 的中 �� １０８３８９４（５番人気）
馬単票数 差引計１２６０２７３１（返還計 ４１３９３） 的中 �� ２５９３６８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計４８８９２７８（返還計 ２０３６５） 的中 �� ２００３０６（５番人気）�� ２１９２０２（４番人気）�� ７１３０７５（１番人気）
３連複票数 差引計２６１７１９６７（返還計１６４９８１） 的中 ���１４６９３７４（２番人気）
３連単票数 差引計６１９２０４４９（返還計４０９６４８） 的中 ��� ４４９３３７（２３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．３―１２．３―１１．６―１２．１―１２．１―１１．９―１１．８―１２．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２３．９―３６．２―４８．５―１：００．１―１：１２．２―１：２４．３―１：３６．２―１：４８．０―２：００．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．３
１
３

・（４，２）－８－（５，１７）（１，６）１２（９，１６）（７，１０）３，１５，１４（１３，１８）
４＝２－８－（１，１７）５（６，１６）（７，９，１２）（１４，３，１０，１５）（１３，１８）

２
４
４－２，８－１７（５，６）（１，１２，１６）９（７，１０）（３，１５）１４，１８，１３
４－２，８－（１，１７）－５（６，１６）７（９，１２）３，１５（１４，１０）（１３，１８）

勝馬の
紹 介

�スノーフェアリー �
�
父 Intikhab �

�
母父 Charnwood Forest （１戦１勝 賞金 ９３，８６４，０００円）

２００７．２．１２生 牝３鹿 母 Woodland Dream 母母 Fantasy Girl

〔出走取消〕 プロヴィナージュ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔制裁〕 アーヴェイ号の騎手J．カステリャーノは，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２番・１５番・１８番への

進路影響）
〔その他〕 アニメイトバイオ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アニメイトバイオ号は，平成２２年１２月１４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 エオリアンハープ号・スマートシルエット号・ディアアレトゥーサ号・ブロードストリート号
※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。



３２０４８１１月１４日 曇 良 （２２京都６）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�京都ロイヤルプレミアム

発走１６時２０分 （メジロドーベルメモリアル）（ダート・右）

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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５９ メイショウタメトモ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一松本 好雄氏 武田 博 浦河 斉藤 英 ４５０＋ ２１：５２．４ ６．１�

５１０ ニホンピロアワーズ 牡３青鹿５５ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 ４９８＋ ６１：５２．５� ５．１�
２４ サンライズモール 牡３栗 ５５ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B４７０＋ ２１：５２．８２ ４．３�
４７ ハ イ オ ン 牡６青鹿５７ 川田 将雅田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：５２．９クビ ３．３�
２３ アコニットライアン 牡５青鹿５７ 吉田 稔渡邉 光典氏 服部 利之 静内 大典牧場 ４６８± ０１：５３．２１� ４５．６�

（愛知）

６１１ シルクターンベリー 牡３鹿 ５５ 武 幸四郎有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ １１．２�
１１ メイショウエンジン 牡６栗 ５７ 浜中 俊松本 好雄氏 増本 豊 浦河 三嶋牧場 ４９４＋ ２１：５３．３クビ １１４．８�
１２ アドマイヤテンクウ 牡３鹿 ５５ 池添 謙一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５３０－ ４ 〃 クビ ２７．２	
３６ ソラメンテウナベス 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス
 友道 康夫 静内 岡田スタツド ５０４－ ４１：５３．４クビ １５１．０�
４８ ビタースウィート 牝３鹿 ５３ 国分 恭介�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４３４＋１８１：５３．６１� ３８．４
８１５ ケイジージュニアー 牡５青鹿５７ 伊藤 直人鹿倉 勝	氏 斎藤 誠 新冠 つつみ牧場 B４８８－ ２ 〃 クビ ３１８．８�
３５ ポーカーフェイス 牡６栗 ５７ 四位 洋文前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８± ０ 〃 アタマ ９４．３�
６１２ パーフェクトラン 牡７鹿 ５７ 岩田 康誠下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１２－１４１：５３．８１
 １６６．５�
７１３ ハードシーキング 牡６鹿 ５７ 小林 徹弥津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５１４＋ ４ 〃 アタマ ２３４．２�
７１４ ドリームトラベラー 牡５鹿 ５７ 幸 英明 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４９６± ０ 〃 ハナ １８．０�
８１６ サイモントルナーレ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４５６－ ６１：５３．９クビ ２７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７６，７９５，９００円 複勝： １１６，４７６，２００円 枠連： ７４，０３４，３００円

普通馬連： ２９４，５９７，３００円 馬単： １６５，２７３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ９９，４２０，８００円

３連複： ３８２，６８０，５００円 ３連単： ７４４，９９６，６００円 計： １，９５４，２７５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（５－５） １，８００円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ３，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ４５０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� １４，４５０円

票 数

単勝票数 計 ７６７９５９ 的中 � １０４５９８（４番人気）
複勝票数 計１１６４７６２ 的中 � １８３１４０（３番人気）� １５９４１５（４番人気）� ２０５５１３（２番人気）
枠連票数 計 ７４０３４３ 的中 （５－５） ３２４５４（６番人気）
普通馬連票数 計２９４５９７３ 的中 �� １３１４５５（６番人気）
馬単票数 計１６５２７３９ 的中 �� ３７５９４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９９４２０８ 的中 �� ４１２１２（６番人気）�� ５８９６６（４番人気）�� ５４５３６（５番人気）
３連複票数 計３８２６８０５ 的中 ��� １４０３０４（４番人気）
３連単票数 計７４４９９６６ 的中 ��� ４０６０９（３１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１３．３―１３．１―１３．２―１２．５―１１．７―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．５―５０．６―１：０３．８―１：１６．３―１：２８．０―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウタメトモ �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．６．２２ 函館１着

２００５．３．１５生 牡５鹿 母 フアシネイター 母母 フアンシーダイナ ２２戦５勝 賞金 ９４，４３６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２３分に変更。
〔制裁〕 ビタースウィート号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
※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 ミダースタッチ号
※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。



（２２京都６）第４日 １１月１４日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６４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

３５６，６４０，０００円
９，８００，０００円
１６，８９０，０００円
６，７５０，０００円
３６，３６０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

５７，８３２，２５０円
４，８９３，０００円
１，６２３，６００円

勝馬投票券売得金
７４９，５７０，２００円
９１６，７０８，７００円
７０８，１９６，５００円
２，９６２，９１６，１００円
１，８５８，３９３，０００円
８００，２４８，０００円
３，７１５，７０４，５００円
８，３７２，１５６，９００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 ２０，０８３，８９３，９００円

総入場人員 ５２，８７９名 （有料入場人員 ５０，１２８名）




