
３２０６１１１月２１日 晴 良 （２２京都６）第６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）

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

１：２３．６
１：２３．１

重

重

８１４ ミヤジメーテル 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 笹島 政信 ４７４－ ４１：２６．２ ７．２�

８１５ クィーンオブライフ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ５０６± ０１：２６．４１� １．７�
２３ プントバンコ 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４４２± ０１：２６．９３ ２１．８�
４６ グ ラ ン ス 牝２鹿 ５４ 小牧 太臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５６－ ４ 〃 クビ ８．３�
３５ 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 ４５８＋ ２１：２７．２１� ４．７�
７１３ ロイヤルネイチャー 牝２鹿 ５４ 川島 信二桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４２４－ ４１：２７．４１� １０３．１�
６１０ ポートワイン 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介水上ふじ子氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４２８± ０１：２７．５� ３３６．７	
２２ キッスオブドラゴン 牝２芦 ５４ M．デムーロ小田切 光氏 須貝 尚介 浦河 木村牧場 ４４８－ ２ 〃 アタマ １９．４


（伊）

３４ サンキューフライト 牝２鹿 ５４ 吉田 稔井高 義光氏 佐藤 正雄 新ひだか 井高牧場 ４５８＋ ８１：２７．６クビ ３８０．０�
（愛知）

５８ タガノランビー 牝２鹿 ５４ 川田 将雅八木 一雄氏 庄野 靖志 浦河 安原 実 ４５６－ ４１：２８．４５ ８９．１�
５９ アイファーアプリル 牝２青 ５４ 安部 幸夫中島 稔氏 吉岡 八郎 新ひだか 加野牧場 ４０４－ ２１：２８．５� ３６６．４

（愛知）

７１２ ゲッカビジン 牝２鹿 ５４
５１ ▲川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４４２－ ２１：２８．６� １０１．３�
６１１ ウエスタンジェミー 牝２鹿 ５４

５２ △高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４３８± ０１：２９．０２� ３１５．２�
１１ キタサンアマゾン 牝２鹿 ５４ 古川 吉洋�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田 祐博 ４６４＋１０１：２９．３１� １０１．７�
４７ ニューユニヴァース 牝２栗 ５４ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 日高 いとう牧場 ４６２± ０１：２９．８３ ４０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，８７６，８００円 複勝： ３６，２５７，５００円 枠連： １２，５５５，４００円

普通馬連： ４２，５３３，５００円 馬単： ３１，８５８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５８１，１００円

３連複： ５３，２５７，０００円 ３連単： ９２，０８５，８００円 計： ３０２，００５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ３５０円 枠 連（８－８） ４８０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １，２３０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，４３０円 ３ 連 単 ��� １３，７００円

票 数

単勝票数 計 １６８７６８ 的中 � １８５９４（３番人気）
複勝票数 計 ３６２５７５ 的中 � ３４９４８（３番人気）� ２０８２８６（１番人気）� １１８７６（６番人気）
枠連票数 計 １２５５５４ 的中 （８－８） １９３６４（３番人気）
普通馬連票数 計 ４２５３３５ 的中 �� ７０９７０（３番人気）
馬単票数 計 ３１８５８５ 的中 �� １８４７７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５８１１ 的中 �� ２２７２９（２番人気）�� ２８７７（１４番人気）�� ６０７４（８番人気）
３連複票数 計 ５３２５７０ 的中 ��� １６２４１（９番人気）
３連単票数 計 ９２０８５８ 的中 ��� ４９６３（３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．９―１２．５―１２．９―１３．０―１２．８

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３８．７
３ ・（７，１４，１５）（６，１３，５）３，４，８（２，９，１２）－１０，１１－１ ４ ・（７，１４，１５）（６，１３，５）３，４（８，９，１２）２－（１０，１１）－１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミヤジメーテル �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１０．１０．１７ 京都３着

２００８．３．１８生 牝２黒鹿 母 ミスサイベリア 母母 Miss Tobacco ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００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。



３２０６２１１月２１日 晴 良 （２２京都６）第６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

２４ 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 ４７２－ ２１：５６．０ ２．３�

２３ 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 B５１２± ０１：５６．７４ ４．２�
（仏）

３６ 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 ５３４＋ ２１：５７．２３ ２．６�
６１２ ハコダテイチバン 牡２鹿 ５５ 安部 幸夫西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 三栄牧場 ４５６＋ ４１：５７．３クビ ２２４．４�

（愛知）

１１ 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 ４６８－ ６１：５７．４� １５８．７�
７１３ スマートアルタス 牡２栗 ５５ R．ムーア 大川 徹氏 小崎 憲 日高 坂田牧場 ４７２－ ４１：５８．１４ １３．８	

（英）

６１１ スズノウルフ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝阿部 雅子氏 佐藤 正雄 鹿児島 徳重 正幸 ４３８－ ４１：５８．２クビ １１６．１

１２ レイクキャスケード 牡２青鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介伊藤 仁氏 藤沢 則雄 日高 白井牧場 B４７２－ ６１：５８．３� ２４３．６�
４８ タイセイソルジャー 牡２鹿 ５５ 藤岡 康太田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４４０＋ ４１：５８．５１� ２２８．５�
８１５ 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 ４９４＋ ４１：５９．１１�＋２� ６９．２
７１４ ト リ ノ 牡２栗 ５５ 川田 将雅北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４８４＋ ４ （降着） ４７．０�
５１０ クールファルコン 牡２鹿 ５５ 鷹野 宏史川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 ５１２＋ ４１：５９．２� ４７９．７�
３５ ブラウンシュガー 牡２青鹿５５ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４７６＋ ４１：５９．３� ５９．９�
５９ バロンルージュ 牝２鹿 ５４

５２ △高倉 稜万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－ ４１：５９．４クビ ８１．６�

８１６ ウーシエンダー 牡２黒鹿 ５５
５２ ▲川須 栄彦�樽さゆり氏 松永 昌博 新冠 ヒノデファーム ４７２＋ ２１：５９．９３ ２９３．９�

４７ 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 ５１２－ ８２：００．０� ４１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８８８，１００円 複勝： ３１，７２４，０００円 枠連： １２，６８２，６００円

普通馬連： ３７，３７０，２００円 馬単： ２９，４２１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３３０，５００円

３連複： ５４，８６３，３００円 ３連単： ９０，０３５，０００円 計： ２８８，３１５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（２－２） ３４０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� １６０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ２５０円 ３ 連 単 ��� １，２５０円

票 数

単勝票数 計 １５８８８１ 的中 � ５５４８４（１番人気）
複勝票数 計 ３１７２４０ 的中 � １７９０１９（１番人気）� ４４３６６（２番人気）� ３８９８３（３番人気）
枠連票数 計 １２６８２６ 的中 （２－２） ２７６７３（２番人気）
普通馬連票数 計 ３７３７０２ 的中 �� ８６２３１（２番人気）
馬単票数 計 ２９４２１４ 的中 �� ３９７５１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３３０５ 的中 �� ３４８０９（１番人気）�� ２６８４６（２番人気）�� １７９３４（３番人気）
３連複票数 計 ５４８６３３ 的中 ��� １６６６３０（１番人気）
３連単票数 計 ９００３５０ 的中 ��� ５３３０５（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．７―５１．１―１：０４．５―１：１７．７―１：３０．７―１：４３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．３
１
３
１２，６（７，３，１１，１４）１（４，５）（１３，１０，１６）（２，１５）（８，９）
１２，６，１１（７，１４）３（１，４）１３（２，５，１６）（８，１０，９）１５

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

勝馬の
紹 介

ボ レ ア ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１０．１０．１７ 京都２着

２００８．３．１１生 牡２鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔降着〕 トリノ号は，１０位〔タイム１分５８秒７，着差１�馬身〕に入線したが，１コーナー手前で急に外側に斜行して「キョウワオリオン」号

の走行を妨害したため１１着に降着。
〔制裁〕 トリノ号の騎手川田将雅は，１コーナー手前で急に外側に斜行したことについて平成２２年１１月２７日の騎乗を停止。

ブラウンシュガー号の騎手小坂忠士は，１コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１０番・１５番への進路影響）
インペリアルピサ号の騎手C．スミヨンは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことにつ
いて過怠金３０，０００円。（１２番・６番への進路影響）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 トリノ号は，１コーナー手前で急に外側に逃避したことについて平成２２年１１月２２日から平成２２年
１２月１２日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。

〔その他〕 ブラウンシュガー号は，１コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 カシノエイカン号
※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。



３２０６３１１月２１日 晴 良 （２２京都６）第６日 第３競走 ��１，２００�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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

８１７ ニジブルーム 牡２芦 ５５ R．ムーア 横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：１０．０ ８．１�
（英）

５９ ボストンエンペラー 牡２黒鹿５５ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６２＋１０ 〃 クビ ８０．９�
８１６ ウ ル ル 牝２鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：１０．２１� ３．０�
４８ コマノスクアーロ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４１４＋ ２ 〃 ハナ ２６．１�

（伊）

６１１ スサーナトウショウ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一トウショウ産業� 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 ４６０－ ２ 〃 クビ ３９．３�
１２ メイショウテンカイ 牡２芦 ５５ 鷹野 宏史松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 林 孝輝 ４７２＋１８１：１０．５１� ３２．６	
２４ ノ ヴ ェ ッ ロ 牝２黒鹿５４ 北村 友一�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４３２＋ ８ 〃 クビ ２５．２

４７ ピユカンタービレ 牝２青 ５４ 吉田 稔森本 悳男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：１０．６クビ ９．７�

（愛知）

２３ ジ ャ ズ 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 新ひだか キヨタケ牧場 ４３２－ ４ 〃 アタマ ６２．７�

７１３ プリティアクィーン 牝２鹿 ５４ 酒井 学�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ４５２－ ４ 〃 アタマ ２．４
７１４ カシノエベレスト 牝２青 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４２４－ ２１：１０．９１� １９．７�
５１０ ロードスラッガー 牡２青鹿５５ 古川 吉洋 �ロードホースクラブ 梅田 智之 新ひだか グランド牧場 ４７２＋１０ 〃 クビ ２７７．５�
３６ シェイクラブハート 牝２栗 ５４

５１ ▲川須 栄彦飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４４４＋ ２１：１１．１１� ２５．０�
３５ キングファルコン 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５００＋１０１：１１．３１� ７１．６�
８１５ シゲルブイン 牝２栗 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 木原 一良 浦河 田中スタッド ４０２± ０１：１１．５１� ２８３．６�
１１ カシノババロア 牝２栗 ５４

５２ △高倉 稜柏木 務氏 梅内 忍 熊本 本田 土寿 ４６４＋ ２１：１１．９２� ２４７．６�
６１２ ニシエイコメット 牝２鹿 ５４ 芹沢 純一西舘 榮氏 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４３６－ ２１：１２．０� １２３．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １６，３３６，５００円 複勝： ２２，５３２，３００円 枠連： １５，８４７，９００円

普通馬連： ３９，８９４，１００円 馬単： ２８，４４２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６９３，２００円

３連複： ５５，４４４，５００円 ３連単： ８４，７５９，２００円 計： ２８０，９５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ３００円 � １，１９０円 � １９０円 枠 連（５－８） ９，４８０円

普通馬連 �� ３１，９４０円 馬 単 �� ６９，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，３２０円 �� ６６０円 �� ４，５４０円

３ 連 複 ��� ３９，９３０円 ３ 連 単 ��� ３２０，７９０円

票 数

単勝票数 計 １６３３６５ 的中 � １６０８９（３番人気）
複勝票数 計 ２２５３２３ 的中 � １９５６５（４番人気）� ３９１１（１２番人気）� ４０６２４（２番人気）
枠連票数 計 １５８４７９ 的中 （５－８） １２３４（１９番人気）
普通馬連票数 計 ３９８９４１ 的中 �� ９２２（５２番人気）
馬単票数 計 ２８４４２７ 的中 �� ３０３（１１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６９３２ 的中 �� ５７２（５６番人気）�� ７０７８（６番人気）�� ９２９（４０番人気）
３連複票数 計 ５５４４４５ 的中 ��� １０２５（９２番人気）
３連単票数 計 ８４７５９２ 的中 ��� １９５（６４１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１１．８―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３４．９―４６．７―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニジブルーム �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．１０．３ 阪神２着

２００８．４．２６生 牡２芦 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ ４戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 ニジブルーム号の騎手R．ムーアは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（８番・１６番・１１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または施行団体名を表示している。



３２０６４１１月２１日 晴 良 （２２京都６）第６日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．７
１：３３．１

良

良

７１１ グラッツィア 牡２鹿 ５５ 四位 洋文山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：３５．１ ４．７�

８１３ ダノンシャーク 牡２鹿 ５５ C．スミヨン�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４２± ０１：３５．３１� １．４�
（仏）

４６ 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± ０１：３５．４� ３２８．５�

４５ ロードエアフォース 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �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 ４７０－１２１：３５．５� １８．８�
（伊）

６１０ ディアアプローズ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０－ ２１：３５．６� １２４．９�
１１ シゲルリジチョウ 牡２鹿 ５５

５３ △高倉 稜森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ５０６＋ ４１：３５．９１� ４４．４�
６９ フィエラメンテ 牝２鹿 ５４ C．ルメール 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５６－１２ 〃 ハナ ２９．６


（仏）

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 ４５６－ ６１：３６．２１� ６４．５�
７１２ ゲティスバーグ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４６４＋ ６ 〃 ハナ ２１．０�
５８ ムーンパイロット 牝２青 ５４ 浜中 俊須野牧場 宮本 博 新ひだか 前田 宗将 ４２４± ０１：３６．３� ９．０�
５７ コスモセンシティブ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４３８＋ ６１：３６．７２� ９０．８�
３４ エ ビ ス ガ オ 牝２栗 ５４

５１ ▲川須 栄彦西村新一郎氏 梅内 忍 むかわ 貞広 賢治 ４４０－ ６１：３６．８� ２２６．６�
２２ アイズビット 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４２８＋ ６１：３７．４３� １６２．０�
８１４ 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 ４９４＋ ６ 〃 クビ ３６６．６�

（愛知）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，４２１，４００円 複勝： ７９，２２４，２００円 枠連： １３，３６４，６００円

普通馬連： ４６，４１４，８００円 馬単： ４２，８４３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０９２，２００円

３連複： ６０，５４８，０００円 ３連単： １３１，５０３，３００円 計： ４１８，４１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ３，５７０円 枠 連（７－８） ２２０円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １３，３３０円 �� ６，９２０円

３ 連 複 ��� ２８，７００円 ３ 連 単 ��� １３９，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２２４２１４ 的中 � ３８１６０（２番人気）
複勝票数 計 ７９２２４２ 的中 � ７８４１４（２番人気）� ５７４２１５（１番人気）� １３５３（１４番人気）
枠連票数 計 １３３６４６ 的中 （７－８） ４６２９７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６４１４８ 的中 �� １２４３５５（１番人気）
馬単票数 計 ４２８４３０ 的中 �� ２９８２６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０９２２ 的中 �� ５２９７０（１番人気）�� ３１０（６１番人気）�� ６０１（４５番人気）
３連複票数 計 ６０５４８０ 的中 ��� １５５７（５２番人気）
３連単票数 計１３１５０３３ 的中 ��� ６９６（２１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２４．０―３５．８―４８．４―１：００．８―１：１２．６―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラッツィア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．１１．６ 京都３着

２００８．４．２１生 牡２鹿 母 フェアリーバラード 母母 Angelic Song ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００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。



３２０６５１１月２１日 晴 良 （２２京都６）第６日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０８．０
１：０７．８

良

良

８１２ ヒカリトリトン 牡２鹿 ５５ 小牧 太當山 �則氏 谷 潔 日高 中川牧場 ４８４ ―１：０９．７ １１．２�

２２ ウエスタンハピネス 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４７４ ― 〃 ハナ ４．８�
１１ ソ ー ニ 牝２青鹿５４ 四位 洋文平井 裕氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：０９．８� ４．９�
６８ エリモフロンティア 牝２黒鹿５４ C．ルメール 山本 慎一氏 鮫島 一歩 えりも エクセルマネジメント ４６６ ―１：１０．０１� ７．１�

（仏）

７１１ マイネルメガロス 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �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 ４５４ ― 〃 クビ ２．３�

７１０ タイセイブーケ 牝２芦 ５４ 酒井 学田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 前川 正美 ４７８ ―１：１０．４２� ２３．６	
５６ グリーンフラッグ 牝２青鹿５４ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４２８ ―１：１０．６１� ５５．８

３３ ト シ ロ ー ズ 牝２栗 ５４ 北村 友一上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４３２ ― 〃 ハナ ３７．２�
６９ ハードブラボー 牡２鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか へいはた牧場 ４５４ ―１：１０．８１ ２２．７�
８１３ ロブストニケ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎�昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４７４ ―１：１１．２２� ６０．９�
４４ ヒデノラスカル 牝２青鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介大石 秀夫氏 村山 明 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４２４ ―１：１３．３大差 １３６．１�

４５ ヤマカツタカミ 牡２栗 ５５ 荻野 要山田 博康氏 安達 昭夫 浦河 絵笛牧場 ４１４ ―１：１３．４クビ １２８．２�
５７ リンカーンドリーム 牡２鹿 ５５ 芹沢 純一�口 正蔵氏 須貝 彦三 日高 長谷川牧場 ４５０ ―１：１３．５� １８１．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，５２５，１００円 複勝： １７，８１１，４００円 枠連： ９，７１８，１００円

普通馬連： ３３，０１５，６００円 馬単： ２６，３０２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９１９，２００円

３連複： ４１，５５１，５００円 ３連単： ７６，０６４，３００円 計： ２３２，９０７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ２７０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（２－８） １，７６０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ４，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ９２０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ２，９００円 ３ 連 単 ��� ２０，３２０円

票 数

単勝票数 計 １４５２５１ 的中 � １０２７７（５番人気）
複勝票数 計 １７８１１４ 的中 � １４４３１（５番人気）� ２９４８１（３番人気）� ３１３７９（２番人気）
枠連票数 計 ９７１８１ 的中 （２－８） ４０７７（９番人気）
普通馬連票数 計 ３３０１５６ 的中 �� １１７００（８番人気）
馬単票数 計 ２６３０２３ 的中 �� ３９９２（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３９１９２ 的中 �� ４７７７（８番人気）�� ３５５２（１０番人気）�� １０１０７（４番人気）
３連複票数 計 ４１５５１５ 的中 ��� １０５８３（８番人気）
３連単票数 計 ７６０６４３ 的中 ��� ２７６３（５８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．３―１１．２―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．０―４６．２―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．７
３ ２，１，１０，３，１１，６，１２（９，８）－１３－（４，５，７） ４ ２，１，１０（３，１１）（６，１２）－９，８－１３＝（４，５，７）

勝馬の
紹 介

ヒカリトリトン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

２００８．５．２７生 牡２鹿 母 スーパーアフリート 母母 スーパーシヨツト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ヤマカツタカミ号の調教師安達昭夫は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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。



３２０６６１１月２１日 晴 良 （２２京都６）第６日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０分 （芝・右・外）

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

１：４６．７
１：４６．６

良

良

３３ アドマイヤコリン 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４２０ ―１：４８．７ ２．８�

７１０ テイエムドンマイ 牡２黒鹿５５ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４９８ ―１：４９．０２ １６．９�
８１３ エアクロニクル 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４６０ ―１：４９．１� ９．８�

（伊）

１１ ストライクホーク 牡２鹿 ５５ 和田 竜二山上 和良氏 庄野 靖志 日高 出口牧場 ４８８ ―１：４９．２� ４０．０�
５６ タマモダイナミック 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 ５２０ ―１：４９．５１� １６．８�
２２ ニシオドリーム 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４８２ ―１：４９．７１� ６．７�
６９ ダノンマックイン 牡２黒鹿５５ C．ルメール�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８２ ―１：５０．０１� ３．６	

（仏）

４５ ヒラボクビクトリー 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４５６ ―１：５０．４２� ２５．３

６８ テーオーアポロン 牡２鹿 ５５ R．ムーア 小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 ４９８ ―１：５０．５クビ ７．２�

（英）

８１２ プレミアムリーチ 牡２黒鹿５５ 安部 幸夫吉永 清美氏 藤岡 範士 日高 菊地牧場 ４４８ ―１：５０．９２� ２２９．２�
（愛知）

５７ クラシカルノヴァ 牡２黒鹿５５ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４６６ ―１：５１．０クビ ５３．６
４４ エルドラドゴールド 牡２鹿 ５５ 小牧 太山本 茂氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ５０４ ― 〃 ハナ １００．２�
７１１ カネトシテンアップ 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 新冠橋本牧場 ４８２ ―１：５１．４２� １２５．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，８９９，２００円 複勝： ２１，３３０，３００円 枠連： １２，２４２，８００円

普通馬連： ４２，４０９，１００円 馬単： ３０，８５２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４９６，９００円

３連複： ５０，９２８，７００円 ３連単： ８５，４５４，２００円 計： ２７９，６１３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １６０円 � ３９０円 � ２４０円 枠 連（３－７） ３，３００円

普通馬連 �� ３，１６０円 馬 単 �� ４，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� ４３０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ６，８５０円 ３ 連 単 ��� ３３，８４０円

票 数

単勝票数 計 １８８９９２ 的中 � ５４６５０（１番人気）
複勝票数 計 ２１３３０３ 的中 � ４２９７２（２番人気）� １１９９０（７番人気）� ２３３４５（５番人気）
枠連票数 計 １２２４２８ 的中 （３－７） ２７４０（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４２４０９１ 的中 �� ９９２７（１４番人気）
馬単票数 計 ３０８５２５ 的中 �� ５３４７（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４９６９ 的中 �� ３７１３（１４番人気）�� １１１８０（３番人気）�� ２３４７（２０番人気）
３連複票数 計 ５０９２８７ 的中 ��� ５４９１（２６番人気）
３連単票数 計 ８５４５４２ 的中 ��� １８６４（１０８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．１―１３．０―１２．８―１２．３―１１．６―１１．８―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．０―４９．０―１：０１．８―１：１４．１―１：２５．７―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤコリン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００８．３．８生 牡２青鹿 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 エアジャクソン号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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。



３２０６７１１月２１日 晴 良 （２２京都６）第６日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１２ ノルマンディー 牡３黒鹿５６ C．スミヨン 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ６１：１２．４ ２．９�
（仏）

７１４ シルバーキセキ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 ４５０－１０ 〃 クビ ６．２�
３５ プリサイストップ 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４９０± ０１：１２．５クビ １８．２�
２３ リバーサルブロー 牡４鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４７４＋ ２１：１２．８２ ２９．１�
４７ フィールドシャイン 牡３栗 ５６ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ３．６�
７１３� グランプリヒトスジ 牡４栗 ５７ R．ムーア 北側 雅司氏 鮫島 一歩 早来 ノーザンファーム ５１４－１０１：１３．１１� １７．１�

（英）

６１１� 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± ０１：１３．２クビ ２６．１	
３６ サクラシリアス 牡３鹿 ５６ 武 豊�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ ３８．１

２４ ワンダーキラメキ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B４９０＋ ４１：１３．３クビ １１．２�
１１ ノトーリアス 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新ひだか 服部 牧場 B４７２± ０１：１３．４� ５５．０�
８１５ マイネルレガーロ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５１６＋２０ 〃 クビ １２１．３
５９ � キクノベリータ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム ４４４± ０１：１３．５クビ ９２．９�
８１６ フォレストルーラー 牡４鹿 ５７ 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４７２－ ２１：１３．９２� ９５．８�
４８ ホープホーマン 牡３栗 ５６ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５０６－ ２ 〃 アタマ ２１３．９�
５１０ ル ナ キ ッ ズ 牡４栗 ５７

５６ ☆国分 恭介畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６２－ ６ 〃 ハナ １０．６�
１２ アクアバンブー 牝４栗 ５５ 北村 友一�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４６０＋ ２１：１４．２１� ５３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４６４，１００円 複勝： ３０，１９６，１００円 枠連： １７，３６５，３００円

普通馬連： ６１，８８０，６００円 馬単： ３５，９７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８５５，５００円

３連複： ８１，６８９，５００円 ３連単： １２４，０９７，６００円 計： ３９５，５２７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ３５０円 枠 連（６－７） ４７０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ７８０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ３，２９０円 ３ 連 単 ��� １１，３００円

票 数

単勝票数 計 ２０４６４１ 的中 � ５７１１４（１番人気）
複勝票数 計 ３０１９６１ 的中 � ８２６１７（１番人気）� ３７７９４（３番人気）� １６５４４（６番人気）
枠連票数 計 １７３６５３ 的中 （６－７） ２７４８９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６１８８０６ 的中 �� ６６１３７（２番人気）
馬単票数 計 ３５９７８６ 的中 �� ２１３３９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８５５５ 的中 �� １９６９９（２番人気）�� ７２３６（７番人気）�� ４０９８（１６番人気）
３連複票数 計 ８１６８９５ 的中 ��� １８３６９（７番人気）
３連単票数 計１２４０９７６ 的中 ��� ８１０５（１２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．６―１２．１―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．５―３５．１―４７．２―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノルマンディー �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．１４ 京都１０着

２００７．１．２４生 牡３黒鹿 母 ディアボレッサ 母母 デビルズブライド １０戦２勝 賞金 ２０，４４０，０００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 メイショウフェーヴ号
※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。



３２０６８１１月２１日 晴 良 （２２京都６）第６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）

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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

７９ ハギノリベラ 牡４鹿 ５７ C．ルメール 安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５２８＋ ８１：５８．７ １．７�
（仏）

６７ 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 ５００－ ２１：５８．８� ３．７�
１１ ジョーモルデュー 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４６２＋ ６１：５９．４３� １８．１�
３３ ロードイノセント 牡４鹿 ５７ C．スミヨン �ロードホースクラブ 池江 泰寿 三石 ケイアイファーム ５８０＋ ４ 〃 アタマ ５．８�

（仏）

５６ ヒミノプリンセス 牝５黒鹿５５ 吉田 稔佐々木八郎氏 境 直行 三石 前川 正美 ５３２± ０１：５９．５� ２３６．０�
（愛知）

８１１ メガロスバンダム 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ５１４＋ ４１：５９．６� １６．３�
５５ グレイトロータリー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 宮本 博 新ひだか グランド牧場 ５３６＋１２１：５９．９２ １４．９	
４４ バトルブリンディス 牡５青鹿５７ 川島 信二宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４６２± ０ 〃 ハナ ８３．６

２２ 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 ４９２－ ４２：００．２１� １９１．６�
７１０ トップコマチ 牝５鹿 ５５

５３ △高倉 稜�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６２＋ ６２：００．４１� ９０．２
６８ ニシノミーチャン 牝４鹿 ５５ 浜中 俊西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ７１．５�
８１２ プレンティスピード 牡８栗 ５７ 渡辺 薫彦鈴木 芳夫氏 田島 俊明 静内 ビツグレツドフアーム ４４０－１０２：０１．５７ ３３１．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，６１０，５００円 複勝： ５７，０８３，４００円 枠連： １２，９７１，９００円

普通馬連： ５５，３６０，８００円 馬単： ５０，１４６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１２１，４００円

３連複： ６８，０９８，０００円 ３連単： １６４，３６４，４００円 計： ４５２，７５７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（６－７） ２５０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３６０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� ２，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２２６１０５ 的中 � １０４８７９（１番人気）
複勝票数 計 ５７０８３４ 的中 � ３６９０７８（１番人気）� ６４５９３（２番人気）� ２３６８９（５番人気）
枠連票数 計 １２９７１９ 的中 （６－７） ３８４８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５３６０８ 的中 �� １３６２７８（１番人気）
馬単票数 計 ５０１４６６ 的中 �� ８２５０４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１２１４ 的中 �� ４２６８５（１番人気）�� １３６７６（５番人気）�� ６３３７（８番人気）
３連複票数 計 ６８０９８０ 的中 ��� ３９０７７（４番人気）
３連単票数 計１６４３６４４ 的中 ��� ４１５７８（６番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．３―１１．７―１３．５―１２．９―１２．８―１２．４―１２．２―１２．４―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．８―１８．１―２９．８―４３．３―５６．２―１：０９．０―１：２１．４―１：３３．６―１：４６．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノリベラ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．９．２８ 札幌１０着

２００６．４．２５生 牡４鹿 母 ハギノスプレンダー 母母 サベージレディ ２７戦４勝 賞金 ６７，４５４，０００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。



３２０６９１１月２１日 晴 良 （２２京都６）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

き

も ち の 木 賞
発走１４時２５分 （ダート・右）

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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

８１２ トウショウクラウン 牡２栗 ５５ R．ムーアトウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０８－ ２１：５３．９ ２６．６�
（英）

６８ グレープブランデー 牡２黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム ５１８－ ４ 〃 クビ ３．１�
４４ エイブルブラッド 牡２鹿 ５５ 四位 洋文吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５００＋２０１：５４．２２ ６．０�
３３ ダートムーア 牝２鹿 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２１：５４．７３ ８．０�
６７ オーシャンフリート 牝２栗 ５４ 柴原 央明 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７８＋ ４１：５４．９１� ３７．３�
７９ タ ナ ト ス 牡２黒鹿５５ 武 豊榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４２－ ２１：５５．１１ ３．２	
５６ � スクウェルチャー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義前田 幸治氏 中竹 和也 米

Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

４９４＋ ２１：５５．３１� ９．３

７１０� ム ー ダ 牡２栗 ５５ 安部 幸夫�ホースケア 山中 輝久 浦河 高松牧場 ４４６± ０１：５５．６１	 ２４０．５�

（笠松） （愛知）

１１ ルシャンベルタン 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４６２－ ４１：５５．９２ ２４．８�
８１１ エーシンジェネシス 牝２鹿 ５４ C．ルメール�栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４８２－ ４１：５６．１１
 １１．５

（仏）

５５ シゲルカンサヤク 牡２栗 ５５ 北村 友一森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 飯岡牧場 ４６６＋ ２１：５６．４２ ３９．４�
２２ � コアレスバトラー 牡２青鹿５５ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 平取 赤石牧場 ４７０＋ ４１：５７．１４ ３７５．７�

（笠松） （愛知）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３５，０３６，５００円 複勝： ４７，２７６，０００円 枠連： １９，００７，７００円

普通馬連： １０３，１４３，９００円 馬単： ６８，７７７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，８６８，１００円

３連複： １２２，９１４，６００円 ３連単： ２４１，２４７，１００円 計： ６７０，２７１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６６０円 複 勝 � ５３０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（６－８） ９５０円

普通馬連 �� ３，９９０円 馬 単 �� １２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ２，０４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ６，９４０円 ３ 連 単 ��� ６７，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３５０３６５ 的中 � １０４１８（８番人気）
複勝票数 計 ４７２７６０ 的中 � １６３１７（８番人気）� １４０３５７（１番人気）� ５１８５７（４番人気）
枠連票数 計 １９００７７ 的中 （６－８） １４８５７（３番人気）
普通馬連票数 計１０３１４３９ 的中 �� １９０９８（１６番人気）
馬単票数 計 ６８７７７３ 的中 �� ４１５４（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２８６８１ 的中 �� ６３０８（１６番人気）�� ３７６２（２５番人気）�� １９３２２（３番人気）
３連複票数 計１２２９１４６ 的中 ��� １３０７２（２３番人気）
３連単票数 計２４１２４７１ 的中 ��� ２６２４（２１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１２．８―１３．３―１３．１―１３．０―１２．９―１２．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．５―４９．８―１：０２．９―１：１５．９―１：２８．８―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．０
１
３
５，６，７，８（１，３）１２（４，９，１１）＝（２，１０）
５，６（１，７）（３，８）（１２，１１）（４，９）－（２，１０）

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

勝馬の
紹 介

トウショウクラウン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２０１０．８．２２ 新潟１４着

２００８．２．６生 牡２栗 母 レトロトウショウ 母母 メルヘントウショウ ４戦２勝 賞金 １６，００９，０００円
〔制裁〕 トウショウクラウン号の騎手R．ムーアは，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。（１１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または施行団体名を表示している。



３２０７０１１月２１日 晴 良 （２２京都６）第６日 第１０競走 ��
��２，０００�

さ が の

嵯 峨 野 特 別
発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．１１．２１以降２２．１１．１４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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

７９ メイショウウズシオ 牡３黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８０± ０２：０１．０ ４．３�

６７ ナリタシャトル 牡５黒鹿５５ 岩田 康誠�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５１４＋ ２２：０１．２１� １８．４�
１１ ヒシセンチュリー 牡４栗 ５７．５ 武 豊阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ５１４＋ ６ 〃 クビ ４．０�
５５ ヤマニンガーゴイル 牡３鹿 ５４ 吉田 稔土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４７８＋ ２ 〃 ハナ １０．７�

（愛知）

３３ キンショーオトヒメ 牝５栗 ５２ 酒井 学礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４５４＋ ８２：０１．４１� ６７．６�
４４ カ シ ノ ネ ロ 牡５鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７４＋ ６２：０１．５� １３．０�
６６ キタサンアミーゴ 牡４栗 ５７．５ C．スミヨン	大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ６２：０１．６� ６．７


（仏）

７８ トウカイオーロラ 牡３黒鹿５４ 和田 竜二内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４６２＋２０２：０１．７� ２９．１�
８１０ パープルタイヨー 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４４＋ ８２：０１．８� １８．９�
８１１ トゥリオンファーレ 牡４黒鹿５７．５ 川田 将雅 	キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１２＋ ２２：０２．１１� ７．４
２２ ナイスミーチュー 牡３鹿 ５５ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４９２± ０ 〃 クビ ６．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３０，８７１，７００円 複勝： ４４，１７６，０００円 枠連： ２４，５５６，８００円

普通馬連： １１８，１４９，４００円 馬単： ６８，７９２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，３３３，１００円

３連複： １３５，１１７，４００円 ３連単： ２５４，９４０，５００円 計： ７１１，９３７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ４００円 � １６０円 枠 連（６－７） ９７０円

普通馬連 �� ４，０１０円 馬 単 �� ７，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� ４２０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ５，９１０円 ３ 連 単 ��� ３６，１９０円

票 数

単勝票数 計 ３０８７１７ 的中 � ５６６１６（２番人気）
複勝票数 計 ４４１７６０ 的中 � ７７７６４（２番人気）� ２２０６９（９番人気）� ８３６７３（１番人気）
枠連票数 計 ２４５５６８ 的中 （６－７） １８７１８（４番人気）
普通馬連票数 計１１８１４９４ 的中 �� ２１７５３（２２番人気）
馬単票数 計 ６８７９２５ 的中 �� ６４４４（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５３３３１ 的中 �� ６５６７（２１番人気）�� ２３０２３（１番人気）�� ７１５０（１８番人気）
３連複票数 計１３５１１７４ 的中 ��� １６８８７（２３番人気）
３連単票数 計２５４９４０５ 的中 ��� ５２００（１２９番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１３．０―１２．８―１２．４―１２．３―１１．５―１１．２―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．６―３７．６―５０．４―１：０２．８―１：１５．１―１：２６．６―１：３７．８―１：４９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．９―３F３４．４
１
３
７，９（５，１０）（１，４，１１）（６，２）８，３
７，９－（５，１０）１１（１，４，６，２）（３，８）

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

勝馬の
紹 介

メイショウウズシオ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．８．９ 小倉１着

２００７．４．１２生 牡３黒鹿 母 カワカミパウダー 母母 パウダースノー １１戦３勝 賞金 ５４，２５３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 キタサンアミーゴ号の騎手C．スミヨンは，１コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００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または施行団体名を表示している。



３２０７１１１月２１日 晴 良 （２２京都６）第６日 第１１競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��１，６００�第２７回マイルチャンピオンシップ（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

３歳以上；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １００，０００，０００円 ４０，０００，０００円 ２５，０００，０００円 １５，０００，０００円 １０，０００，０００円
付 加 賞 ４，０３２，０００円 １，１５２，０００円 ５７６，０００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

１：３２．１
１：３１．４
１：３２．１

良

良

良

７１３� エーシンフォワード 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４８８＋１０１：３１．８レコード ５２．４�

４８ ダノンヨーヨー 牡４栗 ５７ C．スミヨン�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ４ 〃 クビ ３．７�
（仏）

７１５ ゴールスキー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �社台レースホース池江 泰郎 安平 追分ファーム ４７２＋ ４ 〃 ハナ １２．６�
８１６� サ プ レ ザ 牝５鹿 ５５ C．ルメール 吉田 照哉氏 R．コレ 米 Douglas Owen

McIntyre ４５４ 〃 ハナ ４．６�
（Sahpresa（USA）） （仏） （仏）

２３ � ライブコンサート 	６黒鹿５７ 和田 竜二グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４７４＋ ６１：３２．０１
 ３７．１�

１２ スマイルジャック 牡５黒鹿５７ 川田 将雅齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９２－ ２１：３２．１� １１．９	
５９ トゥザグローリー 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �キャロットファーム 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５２６＋ ６１：３２．３１� ９．１


（伊）

６１１ ワイルドラズベリー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２ 〃 クビ １６．６�
３６ ジョーカプチーノ 牡４芦 ５７ 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± ０１：３２．４クビ １５．６�
３５ テイエムオーロラ 牝４青鹿５５ 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ １８．５
１１ ファイングレイン 牡７黒鹿５７ 浜中 俊 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９２－ ２ 〃 クビ １３５．４�
６１２ アブソリュート 牡６黒鹿５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：３２．５クビ ６３．４�
８１７� キンシャサノキセキ 牡７鹿 ５７ R．ムーア 吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave

Joint Venture ４９８－ ２ 〃 ハナ ７．２�
（英）

８１８ キョウエイストーム 牡５芦 ５７ 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４３８＋ ６ 〃 ハナ １６７．３�
７１４ ガ ル ボ 牡３青 ５６ 津村 明秀石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４６４＋ ２１：３２．６� ７３．５�
２４ オウケンサクラ 牝３鹿 ５４ 武 豊福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４９０－ ２１：３２．８１� ２１．３�
４７ ショウワモダン 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０８－１０１：３２．９クビ ３０．９�
５１０ マイネルファルケ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５１２－１２１：３３．４３ ９１．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３６５，４１４，４００円 複勝： ４５７，５２０，３００円 枠連： ４９８，１１６，８００円

普通馬連： ２，２００，７３５，１００円 馬単： １，０８２，７９１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５３８，７０３，７００円

３連複： ２，８４６，５４６，３００円 ３連単： ５，６４６，５１９，０００円 計： １３，６３６，３４７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，２４０円 複 勝 � １，０７０円 � １６０円 � ３８０円 枠 連（４－７） １，６５０円

普通馬連 �� １４，２４０円 馬 単 �� ４０，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７４０円 �� １０，９００円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ５３，９７０円 ３ 連 単 ��� ４７３，９７０円

票 数

単勝票数 計３６５４１４４ 的中 � ５４９５４（１３番人気）
複勝票数 計４５７５２０３ 的中 � ８６１８２（１３番人気）� １０４３１４１（１番人気）� ２８１５３９（６番人気）
枠連票数 計４９８１１６８ 的中 （４－７） ２２３６６９（８番人気）
普通馬連票数 計２２００７３５１ 的中 �� １１４０８０（４８番人気）
馬単票数 計１０８２７９１７ 的中 �� １９５０６（１１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５３８７０３７ 的中 �� ３４８４７（４９番人気）�� １１７９６（９５番人気）�� １５２２５３（５番人気）
３連複票数 計２８４６５４６３ 的中 ��� ３８９２８（１５４番人気）
３連単票数 計５６４６５１９０ 的中 ��� ８７９２（１１７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．８―３３．７―４５．３―５６．７―１：０７．８―１：１９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．１
３ ６－１０（２，１４）－（３，４，５）（１３，１５，１７）（７，１１，１８）（１２，１６）（１，８，９） ４ ・（６，１０）（２，１４）（３，５）（１３，４，１５）（１１，１７）（７，１８）（１，１２，１６）（８，９）

勝馬の
紹 介

�エーシンフォワード �
�
父 Forest Wildcat �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２００７．１０．８ 京都１着

２００５．２．１６生 牡５鹿 母 Wake Up Kiss 母母 Good Morning Smile ２３戦６勝 賞金 ２９７，３９１，０００円
〔騎手変更〕 スマイルジャック号の騎手三浦皇成は，第５回東京競馬第５日第６競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
〔発走状況〕 アブソリュート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 スピリタス号
※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。



３２０７２１１月２１日 晴 良 （２２京都６）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�京都スマイルプレミアム

発走１６時２０分 （デュランダルメモリアル） （ダート・右）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２４ � アイアムルビー 牝３栗 ５４ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４４０＋ ２１：１０．５ ２．２�

４８ クリスタルボーイ 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４８４＋ ２１：１１．０３ ７．２�
２３ ドリームクラウン 牡５栗 ５７ M．デムーロセゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５２０± ０１：１１．２１� １２９．６�

（伊）

５９ メトロノース 牡４芦 ５７ C．スミヨン �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２１：１１．３クビ ４．５�
（仏）

３６ テイエムクレナイ 牝５栗 ５５ 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４８０－ ２ 〃 アタマ １０７．０�
１１ スマートブレード 牡９黒鹿５７ 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５２６－ ４１：１１．５１� ４４．８	
１２ アグネスマクシマム 牡６栗 ５７ 安部 幸夫渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム B４７８＋ ２１：１１．７１	 １７３．６


（愛知）

８１５ スペシャルクイン 牝４青鹿５５ 福永 祐一菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４７０＋ ４ 〃 アタマ １６．８�
７１４ シゲルソウウン 
３栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ４９６＋ ２１：１１．８クビ １２．１�
８１６ カホマックス 牝３鹿 ５４ 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 ４７６－ ２１：１１．９	 １４．８
７１３ ストレートイン 牡４鹿 ５７ 津村 明秀島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ６３．６�
６１２� セレスダイナミック 
７黒鹿５７ 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 加 Stonyfield

Farm ４７６－ ４ 〃 ハナ ２０９．７�
４７ トウショウクエスト 牡５栗 ５７ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５２０＋ ４１：１２．０クビ ２２．１�
３５ イセノスバル 牡４青 ５７ 芹沢 純一大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２４＋１０１：１２．２１	 ７７．５�
５１０� ド ス ラ イ ス 牡４栗 ５７ 武 豊小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC ５２６＋ ６１：１２．８３	 ３２．３�
６１１ ブラックシャドウ 牡７青 ５７ 高倉 稜田畑 法賢氏 崎山 博樹 新冠 川上 悦夫 ５３４－ ２ 〃 クビ １４７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８３，０５８，９００円 複勝： １１６，０１０，４００円 枠連： ７４，９７５，９００円

普通馬連： ２７１，４８７，６００円 馬単： １７２，４７２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ９８，４６６，３００円

３連複： ３４７，８５１，１００円 ３連単： ６９６，６９１，８００円 計： １，８６１，０１４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ２，２１０円 枠 連（２－４） ５８０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ４，８１０円 �� ９，６５０円

３ 連 複 ��� ３２，９１０円 ３ 連 単 ��� ８６，３２０円

票 数

単勝票数 計 ８３０５８９ 的中 � ３２３１９６（１番人気）
複勝票数 計１１６０１０４ 的中 � ３４７６８５（１番人気）� １６６８９７（３番人気）� ９１４９（１４番人気）
枠連票数 計 ７４９７５９ 的中 （２－４） １００７１１（２番人気）
普通馬連票数 計２７１４８７６ 的中 �� ３２３２３２（２番人気）
馬単票数 計１７２４７２９ 的中 �� １４７２８９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９８４６６３ 的中 �� １０１８８２（２番人気）�� ４８８８（４１番人気）�� ２４１９（６０番人気）
３連複票数 計３４７８５１１ 的中 ��� ８３２７（８１番人気）
３連単票数 計６９６６９１８ 的中 ��� ６３６０（２１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．１―１１．６―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３３．９―４５．５―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アイアムルビー �
�
父 Saint Liam �

�
母父 Sir Cat デビュー ２００９．１０．１１ 京都１着

２００７．１．２０生 牝３栗 母 Cativa 母母 Sinister Victory １０戦４勝 賞金 ５９，６３０，０００円
〔騎手変更〕 ストレートイン号の騎手三浦皇成は，第５回東京競馬第５日第６競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
※イセノスバル号は，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。



（２２京都６）第６日 １１月２１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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

３７０，０５０，０００円
４，２６０，０００円
１３，３６０，０００円
７，０８０，０００円
３８，０３０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６１，２１３，５００円
５，１３８，０００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
６６２，４０３，２００円
９６１，１４１，９００円
７２３，４０５，８００円
３，０５２，３９４，７００円
１，６６８，６８０，０００円
８５５，４６１，２００円
３，９１８，８０９，９００円
７，６８７，７６２，２００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 １９，５３０，０５８，９００円

総入場人員 ３８，４１６名 （有料入場人員 ３５，８５３名）




