
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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単勝
人気

３３０４９１１月１９日 雨 重 （２３京都６）第５日 第１競走 ��１，８００�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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

４４ ゴーイングストーン 牡２栗 ５５ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６８± ０１：５２．８ １５．７�

８１２ アズマリュウセイ 牡２黒鹿 ５５
５３ △国分 優作東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ ８．６�

７１０ グレートチャールズ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４９６± ０ 〃 クビ １０．５�
６９ ハギノタイクーン 牡２鹿 ５５ 川田 将雅日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ４１：５３．０１� ２．５�
４５ シルクメガスター 牡２栗 ５５ 浜中 俊有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 B４７０－ ４１：５３．３１� ２６．３�
２２ ビューティフォー 牝２栗 ５４

５３ ☆国分 恭介永田 清男氏 服部 利之 浦河 市川牧場 ４９２－ ６１：５３．７２� ８１．５�
６８ リュウシンアクシス 牡２栗 ５５ M．デムーロ桑畑 �信氏 橋口弘次郎 浦河 ダイヤモンドファーム ４９４＋ ４１：５３．８� ２．１	

（伊）

３３ ナ イ ク 牡２鹿 ５５ 川島 信二加藤 信之氏 田所 秀孝 新ひだか 林 祐二 ４４８± ０１：５４．４３� １５２．９

５６ フ ラ カ ン 牡２鹿 ５５ 幸 英明武田 茂男氏 田島 良保 青森 青南ムラカミ

ファーム ４８０＋ ８１：５４．５クビ ９８．２�
５７ カネトシアージ 牡２栗 ５５ 岡部 誠兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 ４４８－ ４１：５５．０３ ４５３．７�

（愛知）

７１１ アイミーマイン 牝２鹿 ５４ 北村 友一薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４２± ０１：５５．１� ４６．５
１１ ヒ シ ア ロ ー 牝２栗 ５４ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 村上牧場 ４３２＋ ４１：５５．５２� ２９４．６�
８１３ ドーントレス 牡２黒鹿５５ 中村 将之岩� 僖澄氏 野村 彰彦 日高 千葉飯田牧場 ４５４＋ ８１：５６．２４ １１５．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，３９２，９００円 複勝： ２７，６４１，３００円 枠連： １０，１１７，８００円

馬連： ２７，７０７，２００円 馬単： ２２，３６９，９００円 ワイド： １４，７６１，７００円

３連複： ４４，３６５，３００円 ３連単： ８２，８６０，６００円 計： ２４４，２１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ３３０円 � ３５０円 � ２５０円 枠 連（４－８） ３，０００円

馬 連 �� ５，８３０円 馬 単 �� １３，５００円

ワ イ ド �� １，０２０円 �� １，１８０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １０，８１０円 ３ 連 単 ��� ９２，５２０円

票 数

単勝票数 計 １４３９２９ 的中 � ７２４０（５番人気）
複勝票数 計 ２７６４１３ 的中 � ２１３３５（４番人気）� ２０２８４（５番人気）� ３１４６９（３番人気）
枠連票数 計 １０１１７８ 的中 （４－８） ２４９０（７番人気）
馬連票数 計 ２７７０７２ 的中 �� ３５１２（１４番人気）
馬単票数 計 ２２３６９９ 的中 �� １２２３（３０番人気）
ワイド票数 計 １４７６１７ 的中 �� ３５５３（１１番人気）�� ３０４９（１２番人気）�� ５１３１（８番人気）
３連複票数 計 ４４３６５３ 的中 ��� ３０３０（２６番人気）
３連単票数 計 ８２８６０６ 的中 ��� ６６１（１８９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．９―１２．７―１２．６―１２．８―１２．７―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３６．４―４９．１―１：０１．７―１：１４．５―１：２７．２―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．３
１
３

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

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

ゴーイングストーン �
�
父 クーリンガー �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２０１１．７．１０ 京都２着

２００９．４．１０生 牡２栗 母 グランドグリーン 母母 メタモルフォース ６戦１勝 賞金 １０，３５０，０００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。

３３０５０１１月１９日 雨 不良 （２３京都６）第５日 第２競走 ��
��１，２００�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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

４４ � オ オ ミ カ ミ 牡２栃栗５５ 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 McKee Sta-
bles Inc. ５０２＋１０１：１２．６ ２．８�

５６ イーグルタイム 牡２黒鹿５５ 北村 友一安原 浩司氏 清水 久詞 浦河 近藤牧場 ４６４＋ ４１：１３．１３ ２．４�
２２ クールキャメロン 牝２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 様似 ホウセイ牧場 ４３２－ ６ 〃 クビ ２４８．６�
８１２ メイショウヒデタダ 牡２黒鹿５５ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４６６＋１０１：１３．３１� ５．５�
７１０ ダブルスパーク 牝２芦 ５４ 幸 英明吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 ４６６－ ２１：１３．４クビ ２１．９�
１１ ワンダープレンダ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４６８＋ ２１：１３．６１� １０．３�
６９ ホンインボウ 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 ５７０＋ ６１：１３．８１� １３５．５�
３３ シゲルコウギョク 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎森中 蕃氏 田中 章博 平取 船越 伸也 ４６６＋ ６ 〃 ハナ ５３．２	
５７ シゲルオリーブ 牡２栗 ５５

５４ ☆国分 恭介森中 蕃氏 梅内 忍 熊本 有限会社
宮村牧場 ４４８＋ ４１：１４．０１� １７８．５


６８ アストゥリアス 牡２栗 ５５ 川島 信二薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ３９０＋ ８１：１４．３２ ４７１．４�
４５ トウケイオリオン 牝２栗 ５４ 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０± ０ 〃 クビ １０．６�
７１１ ヤマノスプリング 牡２鹿 ５５ 田中 克典山泉 恵宥氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 ４１８± ０１：１４．４クビ １８３．７
８１３ ストリームライン 牡２鹿 ５５ 岡部 誠村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 新冠橋本牧場 ４５６－ ８１：１５．７８ ５１．１�

（愛知）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，６８１，６００円 複勝： ２０，６３９，８００円 枠連： ７，９２１，５００円

馬連： ２９，０５０，４００円 馬単： ２１，３６９，８００円 ワイド： １３，０７８，９００円

３連複： ４１，８６６，０００円 ３連単： ７６，５６１，８００円 計： ２２３，１６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ２，２３０円 枠 連（４－５） ２７０円

馬 連 �� ３００円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ３，９２０円 �� ４，５８０円

３ 連 複 ��� １４，８２０円 ３ 連 単 ��� ４２，１４０円

票 数

単勝票数 計 １２６８１６ 的中 � ３６４１７（２番人気）
複勝票数 計 ２０６３９８ 的中 � ６１６４７（１番人気）� ５５７６３（２番人気）� １１６５（１２番人気）
枠連票数 計 ７９２１５ 的中 （４－５） ２２１５７（１番人気）
馬連票数 計 ２９０５０４ 的中 �� ７２６４７（１番人気）
馬単票数 計 ２１３６９８ 的中 �� ２５５３８（１番人気）
ワイド票数 計 １３０７８９ 的中 �� ２５１２０（１番人気）�� ６６８（２９番人気）�� ５７１（３３番人気）
３連複票数 計 ４１８６６０ 的中 ��� ２０８６（３５番人気）
３連単票数 計 ７６５６１８ 的中 ��� １３４１（１１０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１２．３―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．６―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オ オ ミ カ ミ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Smart Strike デビュー ２０１１．１１．６ 京都３着

２００９．４．１０生 牡２栃栗 母 Gone Bye Bye 母母 Bye the Bye ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※シゲルコウギョク号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第６回　京都競馬　第５日



３３０５１１１月１９日 雨 重 （２３京都６）第５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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

８１１ タガノレイヨネ 牡２栗 ５５ 藤田 伸二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９０± ０１：３８．４ ４．４�

７９ アシュケナージ 牡２栗 ５５
５３ △国分 優作前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 武田 寛治 ４５４± ０ 〃 クビ ４．７�

３３ ジュディソング 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介中辻 明氏 宮 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８２± ０１：３８．５� ４．６�

６６ スズカチャンプ 牡２鹿 ５５ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７２± ０１：３８．６� ４．４�
２２ トウケイヤマト 牡２鹿 ５５ 北村 友一木村 信彦氏 清水 出美 新ひだか 坂本 智広 ４９６－ ２１：３９．１３ ２１．７�
８１０ アクシーバンダム 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ４３．１�
７８ マイネルオラシオン 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 むかわ 市川牧場 ４３８－ ２１：３９．３１ ６．４	
６７ ウインアルエット 牝２鹿 ５４ 川島 信二�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６± ０１：３９．７２� １３０．１

４４ ロイヤルチョイス 牡２鹿 ５５ 池添 謙一�G１レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０－１０１：４０．４４ １２．０�
５５ ホッコーアスカ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 昭和牧場 ４６８＋ ４１：４０．９３ ２３７．０�
１１ ウィズインサンデイ 牡２栗 ５５ 幸 英明内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 有限会社

松田牧場 ５１０＋ ６１：４１．１１� ２０．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，７０２，０００円 複勝： ３０，０８１，７００円 枠連： ９，７２５，３００円

馬連： ３２，２３３，６００円 馬単： ２３，４１８，１００円 ワイド： １６，６１１，３００円

３連複： ４８，７３１，２００円 ３連単： ７９，４３３，６００円 計： ２５４，９３６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（７－８） ５３０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド �� ５００円 �� ２７０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ８，１１０円

票 数

単勝票数 計 １４７０２０ 的中 � ２６９４１（１番人気）
複勝票数 計 ３００８１７ 的中 � ５１０６７（３番人気）� ５２５５１（２番人気）� ５６６１１（１番人気）
枠連票数 計 ９７２５３ 的中 （７－８） １３７２３（２番人気）
馬連票数 計 ３２２３３６ 的中 �� １９０５３（７番人気）
馬単票数 計 ２３４１８１ 的中 �� ７５１７（８番人気）
ワイド票数 計 １６６１１３ 的中 �� ７６８７（８番人気）�� １６７９４（１番人気）�� ９７１４（５番人気）
３連複票数 計 ４８７３１２ 的中 ��� ２７２１３（３番人気）
３連単票数 計 ７９４３３６ 的中 ��� ７２３３（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３６．４―４９．１―１：０１．５―１：１４．０―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノレイヨネ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．８．１４ 札幌４着

２００９．５．８生 牡２栗 母 タガノシャルフ 母母 ポリッシュプリンセス ４戦１勝 賞金 ８，７００，０００円

３３０５２１１月１９日 雨
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（２３京都６）第５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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

５７ ナリタシャトル 牡６黒鹿６０ 西谷 誠�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５１６＋ ６３：２０．５ ２．５�

７１２ アグネスラナップ 牡６青 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５０２± ０３：２０．８１� １４．１�
４５ アスカノバッハ �３黒鹿５８ 南井 大志豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６０＋ ４ 〃 クビ １０５．５�
８１４ タッチマイハート 牡４黒鹿６０ 小坂 忠士武田 茂男氏 田島 良保 新冠 河原育成牧場 ５１２＋１２３：２１．１１� ３．４�
８１３ テイエムライジン 牡３栗 ５８ 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４４８＋ ２３：２１．２クビ １７．９�
６１０ カ シ ノ ネ ロ 牡６鹿 ６０ 植野 貴也柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８８＋ ６３：２１．７３ ６．３�
７１１ クレバーウエスタン 牡３芦 ５８ 今村 康成田	 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４９０＋１２３：２３．０８ ５３．７

２２ セルリアンデーゲン 牡３栗 ５８ 田嶋 翔�イクタ 小島 貞博 新冠 越湖ファーム ４４６＋ ６３：２３．７４ １４．７�
１１ メーンテーブル 牝３栗 ５６ 黒岩 悠谷水 雄三氏 日吉 正和 新ひだか カントリー牧場 ４８２＋ ６３：２５．４大差 ５６．０
５８ バンクーバーリズム 牝３栗 ５６ 平沢 健治安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４４６－１８３：２７．８大差 １９７．８�
４６ セントアンズ 牝４栗 ５８ 江田 勇亮吉橋 計氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４５２－１０３：２９．３９ １００．０�
６９ ピエナノテツジン �３黒鹿５８ 岩崎 祐己本谷 兼三氏 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム ５０２＋１０３：３１．７大差 １８３．３�
３４ メトロシュタイン 牡７青鹿６０ 中村 将之太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５０４－１４ （競走中止） ２１．９�
３３ アドマイヤテンクウ 牡４鹿 ６０ 高田 潤近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５４４＋１６ （競走中止） １０．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，７４２，１００円 複勝： １５，４５０，７００円 枠連： ９，８２０，６００円

馬連： ２６，５４５，１００円 馬単： ２０，０３５，９００円 ワイド： １２，３７０，７００円

３連複： ４０，８２１，８００円 ３連単： ７０，７７０，０００円 計： ２０６，５５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ３８０円 � １，５９０円 枠 連（５－７） １，１００円

馬 連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ２，８７０円 �� １２，４５０円

３ 連 複 ��� ５０，４７０円 ３ 連 単 ��� ２２６，１００円

票 数

単勝票数 計 １０７４２１ 的中 � ３４８５１（１番人気）
複勝票数 計 １５４５０７ 的中 � ３９９４９（１番人気）� ９２３３（８番人気）� １８５９（１１番人気）
枠連票数 計 ９８２０６ 的中 （５－７） ６６３２（７番人気）
馬連票数 計 ２６５４５１ 的中 �� １３２１６（４番人気）
馬単票数 計 ２００３５９ 的中 �� ６０６７（５番人気）
ワイド票数 計 １２３７０７ 的中 �� ４７６６（８番人気）�� １０３７（２９番人気）�� ２３４（５９番人気）
３連複票数 計 ４０８２１８ 的中 ��� ５９７（９２番人気）
３連単票数 計 ７０７７００ 的中 ��� ２３１（４５６番人気）

上り １マイル １：４８．４ ４F ５２．７－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００７．８．１１ 札幌９着

２００５．３．１５生 牡６黒鹿 母 ミスティックライト 母母 Trystero 障害：３戦１勝 賞金 ９，８３０，０００円
〔競走中止〕 アドマイヤテンクウ号は，２周目６号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

メトロシュタイン号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため２周目４号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
※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 シーフィアレス号



３３０５３１１月１９日 雨 不良 （２３京都６）第５日 第５競走 ��１，６００�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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

２３ エーシンフルマーク 牡２栗 ５５ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４７８ ―１：４０．６ ６．７�

５９ ジェンティルドンナ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７４ ―１：４１．０２� ２．１�
（伊）

８１７ テストマッチ 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０８ ―１：４１．２１� ３．５�
４８ アルティメイト 牝２青鹿５４ 幸 英明アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 ４２６ ―１：４１．３� ５３．０�
８１６ グロースバンダム 牝２黒鹿５４ 岡部 誠山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４５０ ―１：４１．４クビ ８２．２�

（愛知）

１２ ナリタフェニックス 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４８４ ―１：４１．５� ４４．５	
３６ ラムドレーヌ 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４４０ ― 〃 アタマ ３７２．４

３５ アムールレジェンド 牝２黒鹿５４ 浜中 俊太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３４ ―１：４１．７１� １６．４�
７１４ カネトシロバスト 牝２鹿 ５４

５２ △国分 優作兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 米田牧場 ４４４ ―１：４１．８� １１９．５�
８１５ ドリームスター 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介田島 政光氏 小島 貞博 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３０ ―１：４１．９� １６３．４
６１２ ア ル ー ア 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６ ―１：４２．０クビ １２．５�
２４ ギャラクティコ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４４４ ―１：４２．６３� ９．６�
１１ サダムオベーション 牡２黒鹿５５ 北村 友一大西 定氏 西園 正都 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８ ―１：４２．８� １０７．８�
５１０ ランブロティタ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４ ―１：４３．０１� ２５３．９�
４７ ニライジンク 牡２栗 ５５ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ５１２ ―１：４３．２１� １２３．５�
６１１ エメラルフジ 牡２黒鹿５５ 石橋 守高橋 勉氏 加藤 敬二 日高 オリオンファーム ４５６ ―１：４４．２６ ３４１．８�
７１３ ラブイズフジ 牝２黒鹿５４ 田中 学江口雄一郎氏 梅内 忍 新ひだか 坂本 春信 ４８８ ―１：４５．０５ ２７８．４�

（兵庫）

（１７頭）

売 得 金

単勝： １７，９１０，１００円 複勝： ２３，０３６，３００円 枠連： １２，２１８，２００円

馬連： ３３，６８０，６００円 馬単： ２４，８８７，７００円 ワイド： １５，７９９，７００円

３連複： ４４，６２６，６００円 ３連単： ７６，９９４，８００円 計： ２４９，１５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（２－５） ４９０円

馬 連 �� ７８０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ３００円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� ５，５５０円

票 数

単勝票数 計 １７９１０１ 的中 � ２１３６８（３番人気）
複勝票数 計 ２３０３６３ 的中 � ３９３２４（３番人気）� ５５５５０（１番人気）� ４３３１２（２番人気）
枠連票数 計 １２２１８２ 的中 （２－５） １８７００（２番人気）
馬連票数 計 ３３６８０６ 的中 �� ３２１８７（２番人気）
馬単票数 計 ２４８８７７ 的中 �� ９８６８（５番人気）
ワイド票数 計 １５７９９７ 的中 �� １４０８６（２番人気）�� １１６３１（３番人気）�� ２７４３６（１番人気）
３連複票数 計 ４４６２６６ 的中 ��� ４４９２８（１番人気）
３連単票数 計 ７６９９４８ 的中 ��� １０２４８（１１番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．０―１２．５―１３．２―１２．９―１２．７―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２５．２―３７．７―５０．９―１：０３．８―１：１６．５―１：２８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３６．８
３ ３，７，１３（２，４）（１５，１７）５（６，９）（１０，１４）１２，１６－８，１－１１ ４ ３（２，７）（４，１３，１５，１７）（６，１２，５，１４，９）１０（１６，８）－（１，１１）

勝馬の
紹 介

エーシンフルマーク �
�
父 デュランダル �

�
母父 Phone Trick 初出走

２００９．４．１５生 牡２栗 母 エイシンレマーズ 母母 Impertinent Lady １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 ラブイズフジ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラブイズフジ号は，平成２３年１２月１９日まで出走できない。
※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。

３３０５４１１月１９日 雨 不良 （２３京都６）第５日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

牝，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

６１２ タイセイクインス 牝２青鹿５４ 秋山真一郎田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 ４７０ ―１：２６．４ ２９．１�

８１６ ウォーターカリブ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 ４８０ ― 〃 クビ ５．５�
（伊）

３６ アポロパレス 牝２鹿 ５４ 川田 将雅小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 ４４４ ―１：２６．５� ６．３�
１２ シゲルトマト 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４０ ―１：２６．８２ ３１．９�

４７ フィリスバイド 牝２鹿 ５４ 川島 信二村上 憲政氏 佐藤 正雄 日高 厚賀古川牧場 ４５６ ― 〃 ハナ ２２１．９�
７１４ ダッチェスドライヴ 牝２黒鹿５４ 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５２２ ―１：２６．９� １．６�
２３ シルクシンフォニー 牝２栗 ５４ 田村 太雅有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４６０ ―１：２７．０クビ ５６．５	
７１３ ケ セ ラ セ ラ 牝２芦 ５４ 芹沢 純一畑佐 博氏 牧田 和弥 新冠 細川農場 ４７８ ―１：２７．９５ ７５．６

２４ ペッシュボンボン 牝２鹿 ５４ 岡部 誠伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４３０ ―１：２８．３２� ２８８．６�

（愛知）

３５ マリンザスターズ 牝２栗 ５４ 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ５００ ― 〃 アタマ ２０５．４�
６１１ スノーレガーロ 牝２鹿 ５４ 四位 洋文島川 利子氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４５８ ― 〃 クビ １２．１
５１０ ロ ミ ル ダ 牝２栗 ５４ 石橋 守門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか 原口牧場 ３６４ ―１：２８．６１� ４０３．５�
５９ ジ ェ ネ カ ー 牝２鹿 ５４ 池添 謙一大社 聡氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４８２ ― 〃 クビ ３８．９�
４８ リネンサクラ 牝２鹿 ５４

５２ △国分 優作戸山 光男氏 坪 憲章 青森 宮崎牧場 ４３６ ―１：２９．０２� ８５．０�
１１ フミノアマゾン 牝２青 ５４ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４６８ ―１：２９．４２� ２２．７�
８１５ トウケイスマイル 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦木村 信彦氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４４４ ―１：２９．５� ３０３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８９２，２００円 複勝： ３５，４９７，８００円 枠連： １１，５４１，５００円

馬連： ３２，５８１，２００円 馬単： ２８，５６０，０００円 ワイド： １５，８０２，９００円

３連複： ４２，６９５，１００円 ３連単： ８６，５５１，４００円 計： ２７２，１２２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９１０円 複 勝 � ７２０円 � ２７０円 � ２７０円 枠 連（６－８） １，７００円

馬 連 �� ６，１８０円 馬 単 �� １５，４９０円

ワ イ ド �� １，４３０円 �� １，５５０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ８，９６０円 ３ 連 単 ��� １２０，５２０円

票 数

単勝票数 計 １８８９２２ 的中 � ５１１６（６番人気）
複勝票数 計 ３５４９７８ 的中 � １１２２１（５番人気）� ３８１７２（２番人気）� ３８１４７（３番人気）
枠連票数 計 １１５４１５ 的中 （６－８） ５０２０（６番人気）
馬連票数 計 ３２５８１２ 的中 �� ３８９２（１８番人気）
馬単票数 計 ２８５６００ 的中 �� １３６１（３９番人気）
ワイド票数 計 １５８０２９ 的中 �� ２６２４（１５番人気）�� ２４１４（１７番人気）�� ８６１４（４番人気）
３連複票数 計 ４２６９５１ 的中 ��� ３５２０（２９番人気）
３連単票数 計 ８６５５１４ 的中 ��� ５３０（２６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３５．９―４８．４―１：０１．１―１：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．０
３ ・（１２，１３）１４（６，１６）（２，７）１－（５，１５）１１（３，１０）９－（４，８） ４ ・（１２，１３）１４（６，１６）（２，７）１－（５，１５）１１，３，１０，９－４，８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイクインス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

２００９．４．４生 牝２青鹿 母 ジュンプリンセス 母母 マ ー ゴ ー ン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※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 クイーンパワー号・ダンツレアリティ号・マーチャンテイマー号・ラヴァズアゲイン号・ラブリーアリュール号
※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。



３３０５５１１月１９日 雨 不良 （２３京都６）第５日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時２０分 （芝・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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

２２ ヒシワイルド 牡２鹿 ５５ 池添 謙一阿部雅一郎氏 河内 洋 新冠 飛渡牧場 ４５８＋ ６１：１１．７ １１．７�

２３ サハラブレイヴ 牡２栗 ５５ M．デムーロ �グリーンファーム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：１１．８� ８．８�
（伊）

７１３ シゲルオレンジ 牝２黒鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 ４５２－ ２１：１２．１１� １３．５�

４６ オウケンハナミズキ 牝２青 ５４ 川田 将雅福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ４０８＋１２１：１２．２� ２１．９�
６１１ オレニホレルナヨ 牡２栗 ５５ 和田 竜二 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 ４９０＋ ２１：１２．４１� ２．２�
３５ � グレンダウザー 牡２黒鹿５５ 岡部 誠玉田 博志氏 荒巻 透 新ひだか 矢野牧場 ５２８－ ７１：１２．６� １７４．４	

（愛知） （愛知）

７１２ ルリシュブール 牡２鹿 ５５ 武 豊加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 前川牧場 ４７２＋ ６１：１２．９１� ４．３

１１ ドナメデューサ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４７０＋ ２１：１３．１１	 ７．９�
８１５ ミ ス ネ バ ー 牝２栗 ５４ 秋山真一郎澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４５２＋ ２１：１３．２� ３０．３�
５８ � プレミールサダコ 牝２黒鹿５４ 田中 学津田 浩一氏 山口 浩幸 青森 清水 貞信 ４６２－ ７１：１３．３� ２７２．２

（兵庫） （兵庫）

８１４ リ ョ ウ ラ ン 牡２栗 ５５ 幸 英明�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ６３．９�

５９ カシノインカローズ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３０－１２ 〃 ハナ ４５．５�
６１０ ステラノヴァ 牝２栗 ５４

５２ △国分 優作矢野 秀春氏 加用 正 新ひだか 矢野牧場 ４７８＋１０１：１４．３６ ２８．０�
３４ 
 アイファーイービス 牝２栗 ５４ 安藤 光彰中島 稔氏 飯田 雄三 浦河 西田 雄二 ４３４－ ２ 〃 クビ ４１５．６�
４７ 
 ラブミークリーム 牝２芦 ５４ 北村 友一小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４３６－１２１：１５．１５ １４５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，７１９，５００円 複勝： ３１，１６８，３００円 枠連： １３，９２１，３００円

馬連： ４３，４２９，９００円 馬単： ２９，７３９，７００円 ワイド： ２１，２７８，３００円

３連複： ５６，９５７，５００円 ３連単： １０３，２８４，７００円 計： ３１８，４９９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ４２０円 � ３００円 � ２６０円 枠 連（２－２） ６，８６０円

馬 連 �� ５，３６０円 馬 単 �� ９，８６０円

ワ イ ド �� １，７００円 �� ２，２７０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ２４，３９０円 ３ 連 単 ��� １３６，８５０円

票 数

単勝票数 計 １８７１９５ 的中 � １２６８６（５番人気）
複勝票数 計 ３１１６８３ 的中 � １８２７８（６番人気）� ２８４５３（５番人気）� ３４４１６（３番人気）
枠連票数 計 １３９２１３ 的中 （２－２） １４９９（１８番人気）
馬連票数 計 ４３４２９９ 的中 �� ５９８１（１８番人気）
馬単票数 計 ２９７３９７ 的中 �� ２２２６（３３番人気）
ワイド票数 計 ２１２７８３ 的中 �� ３０７９（２０番人気）�� ２２８２（２５番人気）�� ４２５９（１４番人気）
３連複票数 計 ５６９５７５ 的中 ��� １７２４（６５番人気）
３連単票数 計１０３２８４７ 的中 ��� ５５７（３３９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．５―１１．８―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．９―３５．４―４７．２―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシワイルド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．９．２５ 阪神１着

２００９．４．２４生 牡２鹿 母 ヒシフェアレディ 母母 フェアリーウィンド ３戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブミークリーム号は，平成２３年１２月１９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。

３３０５６１１月１９日 雨 不良 （２３京都６）第５日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４４ � グリッターテイル 牡３鹿 ５５ M．デムーロ �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-
poration ４６８－ ２１：５０．６ ２．５�

（伊）

４５ アドマイヤアゲイン 牡５青鹿５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ６１：５０．７� ６．５�
３３ オーヴァージョイド 牡３鹿 ５５ 和田 竜二 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５１８± ０１：５０．９１	 ７．４�
１１ マーベラスバロン 牡３鹿 ５５ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４９０＋１６１：５１．５３
 ４３．５�
２２ コ ル ー ジ ャ 牡３鹿 ５５ 川田 将雅野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４９４＋ ６１：５１．８１� ４．４�
７１０ クラシカルノヴァ 牡３黒鹿５５ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４８２＋ ６１：５１．９� ５．１�
５６ マーリンシチー 牡５鹿 ５７ 岡部 誠 	友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４６６＋ ２１：５２．２１� １３．１


（愛知）

８１２� ブ レ イ ク 牡４鹿 ５７
５５ △国分 優作河合實貴男氏 服部 利之 日高 シンボリ牧場 ４６０＋ ２１：５２．６２
 ２６４．９�

５７ � メジャーテースト 牡４黒鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介阿部榮乃進氏 崎山 博樹 日高 森本牧場 ４８０＋ ４ 〃 アタマ １９１．５�

６８ シンワカントリー 牡３黒鹿５５ 川島 信二若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス
ファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ３６４．１

６９ ダブルイーグル 牡３鹿 ５５ 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４７０－ ４１：５２．７クビ ２２７．４�
８１３ スイートベルモット 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５８± ０１：５３．７６ ４２．８�
７１１� セ ル シ ウ ス 牝４鹿 ５５ 北村 友一�イクタ 田中 章博 日高 長谷川 一男 ４５２＋１８１：５４．７６ １８８．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，５７６，５００円 複勝： ４６，４５７，１００円 枠連： １２，６１６，３００円

馬連： ５５，０３６，５００円 馬単： ３４，９４７，０００円 ワイド： ２３，０９７，１００円

３連複： ７０，９８３，８００円 ３連単： １２９，２９４，４００円 計： ３９４，００８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（４－４） ９１０円

馬 連 �� ７８０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ３９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，３００円 ３ 連 単 ��� ５，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２１５７６５ 的中 � ６９３８９（１番人気）
複勝票数 計 ４６４５７１ 的中 � １４６３３８（１番人気）� ６１１１６（４番人気）� ５０１７６（５番人気）
枠連票数 計 １２６１６３ 的中 （４－４） １０２８９（４番人気）
馬連票数 計 ５５０３６５ 的中 �� ５２２９１（４番人気）
馬単票数 計 ３４９４７０ 的中 �� ２０３５５（３番人気）
ワイド票数 計 ２３０９７１ 的中 �� ２１４１９（２番人気）�� １４７５９（４番人気）�� １１０１７（８番人気）
３連複票数 計 ７０９８３８ 的中 ��� ４０４３２（５番人気）
３連単票数 計１２９２９４４ 的中 ��� １７８４２（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．３―３７．３―４９．８―１：０２．０―１：１４．１―１：２６．３―１：３８．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�グリッターテイル �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Fairy King デビュー ２０１１．２．１３ 京都１着

２００８．２．２７生 牡３鹿 母 Tadwiga 母母 Euromill ９戦２勝 賞金 １８，７００，０００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。



３３０５７１１月１９日 雨 不良 （２３京都６）第５日 第９競走 ��
��１，２００�

ま る や ま

円 山 特 別
発走１４時３０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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１１ スリーボストン 牡４鹿 ５７ 武 豊永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ５００－ ２１：０９．８ ２．５�

８１６ クランチタイム 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 ５１０± ０１：１０．４３� ５．１�
３５ テイクアベット 牡３鹿 ５６ 北村 友一加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４９０－ ４ 〃 ハナ １０．１�
５９ ノルマンディー 牡４黒鹿５７ M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０４－ ８１：１０．５� ３．３�

（伊）

４８ ドクトルジバゴ 牡４鹿 ５７ 岡部 誠馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４９０－ ８１：１０．７１� ２０１．２�
（愛知）

３６ ワンダーゴヴェルノ 牡３栗 ５６ 国分 優作山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４３２＋ ６１：１１．１２� ３２．８�
８１５ エーシンハダル 牡４鹿 ５７ 浜中 俊�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B５０４＋ ６ 〃 ハナ １９．０	
４７ ナイトレイダー 	３鹿 ５６ 渡辺 薫彦
日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ２３８．１�
６１２ ツリーズオブホープ 牡４栗 ５７ 国分 恭介吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４７０＋１６１：１１．４１
 ２６．７�
６１１ コ ロ ナ 牝５栗 ５５ 秋山真一郎下河邉 博氏 中尾 秀正 静内 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４５８± ０１：１１．５クビ ２４９．９
２３ � エーシンボダイジュ 牡３鹿 ５６ 田中 学�栄進堂 北出 成人 浦河 多田 善弘 ５４０＋ ８１：１１．６� ２５．５�

（兵庫）

５１０ リバーアゲイン 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 三石 沖田 忠幸 ４７６－ ２１：１１．７� １３０．２�
２４ ワンモアグリッター 牝６栗 ５５ 四位 洋文
イクタ 千田 輝彦 新冠 長浜 秀昭 ４７２－ ６１：１１．８
 ２４８．１�
１２ ナリタシーズン 牡４栗 ５７ 芹沢 純一�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ ２２０．０�
７１３ トップアテンション 牡４鹿 ５７ 和田 竜二
コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ５０６＋ ４１：１２．３３ ２７．６�
７１４ サダムテンジン 牝５栗 ５５ 川田 将雅大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４７６＋ ２１：１２．４� ２６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，８４１，８００円 複勝： ４７，５９０，１００円 枠連： ２２，９３９，５００円

馬連： ９６，７８７，７００円 馬単： ５７，０２４，８００円 ワイド： ３３，３３５，５００円

３連複： １１０，１４５，６００円 ３連単： ２０７，９９２，２００円 計： ６０５，６５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２５０円 枠 連（１－８） ４２０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ４９０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ６，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２９８４１８ 的中 � ９４８３４（１番人気）
複勝票数 計 ４７５９０１ 的中 � １１２７１２（１番人気）� １０１２４９（３番人気）� ３６４６１（４番人気）
枠連票数 計 ２２９３９５ 的中 （１－８） ４１０２０（１番人気）
馬連票数 計 ９６７８７７ 的中 �� １２１８５１（２番人気）
馬単票数 計 ５７０２４８ 的中 �� ４０９７６（３番人気）
ワイド票数 計 ３３３３５５ 的中 �� ３６５３９（２番人気）�� １６０６７（４番人気）�� １１１３４（６番人気）
３連複票数 計１１０１４５６ 的中 ��� ４７２１２（３番人気）
３連単票数 計２０７９９２２ 的中 ��� ２２７２９（１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．３―１１．４―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．３―４５．７―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーボストン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．１０．２４ 京都２着

２００７．３．１６生 牡４鹿 母 スリーサンナイナー 母母 San １１戦４勝 賞金 ５７，９４７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。
※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。

３３０５８１１月１９日 小雨 不良 （２３京都６）第５日 第１０競走 ��
��２，４００�

や せ

八 瀬 特 別
発走１５時０５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
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

１１ タニノエポレット 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５０４＋ ４２：３０．６ ２０．４�

２２ ギュスターヴクライ 牡３黒鹿５５ M．デムーロ �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２ 〃 クビ １．９�
（伊）

７９ スズカスコーピオン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４９６－ ２ 〃 アタマ ４．８�
７８ ヤマニンシャスール 牡４鹿 ５７ 武 豊土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４８２＋ ４２：３０．８１ ６１．３�
６７ サフランディライト 牡３鹿 ５５ 池添 謙一海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８８＋ ６２：３１．４３� ８．１�
４４ � サクラキングオー 牡５栗 ５７ 四位 洋文�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 ５０２＋ ６２：３２．３５ ５８．９	
３３ アーセナルゴール 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２２：３２．５１	 ４５．４

５５ アルジェンタム 牡３栗 ５５ 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２２：３２．７１	 ７．８�
８１０ テンシノマズル 牡５鹿 ５７ 中村 将之岩� 僖澄氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４６０－ ２２：３２．９１� ３３．４�
６６ ヒットザターゲット 牡３栗 ５５ 藤田 伸二前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８＋ ２２：３４．２８ ９．１
８１１
� ホウショウアマネ 牝６芦 ５５ 幸 英明芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４８６± ０２：３４．５２ ３２．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３３，０１５，５００円 複勝： ６１，６２６，１００円 枠連： ２１，２３８，２００円

馬連： ９６，８２０，２００円 馬単： ６３，７４１，３００円 ワイド： ３６，８７４，１００円

３連複： １１５，２３９，７００円 ３連単： ２５６，３１１，１００円 計： ６８４，８６６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０４０円 複 勝 � ２８０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（１－２） １，６１０円

馬 連 �� １，５７０円 馬 単 �� ４，７３０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� １，１７０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 ��� ２１，１５０円

票 数

単勝票数 計 ３３０１５５ 的中 � １２８１１（６番人気）
複勝票数 計 ６１６２６１ 的中 � ３０８８９（６番人気）� ２７２３０６（１番人気）� ９６４４４（２番人気）
枠連票数 計 ２１２３８２ 的中 （１－２） ９７３７（６番人気）
馬連票数 計 ９６８２０２ 的中 �� ４５７２７（５番人気）
馬単票数 計 ６３７４１３ 的中 �� ９９４７（１５番人気）
ワイド票数 計 ３６８７４１ 的中 �� １５９１１（７番人気）�� ６５６７（１５番人気）�� ５４３７１（１番人気）
３連複票数 計１１５２３９７ 的中 ��� ４３７２７（７番人気）
３連単票数 計２５６３１１１ 的中 ��� ８９４４（６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．３―２４．３―３６．１―４９．２―１：０２．０―１：１４．６―１：２７．４―１：４０．２―１：５２．６―２：０５．２―２：１７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．０
１
３
１０（９，１１）５，６（３，４）－７，２，１，８
１０（９，１１）（３，５）７（１，４）（６，２）８

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

勝馬の
紹 介

タニノエポレット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００９．８．２３ 小倉８着

２００７．２．６生 牡４鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル ２４戦４勝 賞金 ７９，０９９，０００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。



３３０５９１１月１９日 小雨 不良 （２３京都６）第５日 第１１競走 ��
��２，０００�

しゅうがくいん

修学院ステークス
発走１５時４５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．１１．２０以降２３．１１．１３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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．８
１：５６．１

良

良

５９ ダノンスパシーバ 牡４鹿 ５７．５ 安藤 勝己�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５０６＋１２２：０４．１ ３．２�

３５ ワンダームシャ 牡６鹿 ５６ 幸 英明山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４８０－ ２２：０４．５２� ２６．１�
１１ テイエムクレナイ 牝６栗 ５２ 岡部 誠竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４７８＋ ４２：０４．７１ １４９．０�

（愛知）

３４ トモロポケット 牡５栗 ５６ 藤田 伸二戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４８２＋ ４２：０５．１２� ９．９�
７１２ ラフォルジュルネ 牝４鹿 ５５ 国分 恭介 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ４２：０５．２� ３０．３�
５８ メイショウジンム 牡５鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５４＋ ６２：０５．４１� ９．６	
６１１ サ ン ビ ー ム 牡３黒鹿５３ 秋山真一郎�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ５１２－ ４２：０５．９３ １９．５

２２ 	 ウォークラウン 牡５鹿 ５６ 和田 竜二加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５１４＋ ６２：０６．３２� １８．７�
２３ リフトザウイングス 牡３青鹿５５ M．デムーロ �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５３０＋ ２ 〃 同着 ３．８�

（伊）

４６ タガノファントム 牡７栗 ５５ 池添 謙一八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８０＋ ８２：０６．７２� ４０．６

８１４
 カワキタフウジン 牡６栗 ５７．５ 北村 友一川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５１２± ０ 〃 ハナ ４．８�
８１５ チョウサンデイ 牡６鹿 ５５ 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 ４９２± ０２：０７．１２� ２９９．７�
６１０ マイネルギブソン 牡３鹿 ５３ 浜中 俊 �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 ４５０＋ ４２：０８．４８ ４７．８�
７１３ モ ズ 牡４青 ５６ 藤岡 佑介�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４８６＋１６２：０８．５� ７７．０�
４７ ザサンデーフサイチ 牡７黒鹿５６ 川田 将雅林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１６－ ４ （競走中止） ５５．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５０，３９０，５００円 複勝： ８３，３６７，２００円 枠連： ５０，００４，８００円

馬連： ２２７，５５７，５００円 馬単： １１５，８３１，９００円 ワイド： ７２，５８４，０００円

３連複： ２７０，０４４，８００円 ３連単： ５０６，８８８，６００円 計： １，３７６，６６９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １７０円 � ７７０円 � ２，４１０円 枠 連（３－５） ８１０円

馬 連 �� ４，３２０円 馬 単 �� ６，８６０円

ワ イ ド �� １，６３０円 �� ６，７６０円 �� ２０，９５０円

３ 連 複 ��� １３９，７６０円 ３ 連 単 ��� ５１０，３５０円

票 数

単勝票数 計 ５０３９０５ 的中 � １２７７７２（１番人気）
複勝票数 計 ８３３６７２ 的中 � １７７８２６（１番人気）� ２４４０２（１０番人気）� ７１７６（１４番人気）
枠連票数 計 ５０００４８ 的中 （３－５） ４５８５５（３番人気）
馬連票数 計２２７５５７５ 的中 �� ３８９５７（１４番人気）
馬単票数 計１１５８３１９ 的中 �� １２４７６（２２番人気）
ワイド票数 計 ７２５８４０ 的中 �� １１２８１（１６番人気）�� ２６１９（５７番人気）�� ８３８（８５番人気）
３連複票数 計２７００４４８ 的中 ��� １４２６（２１８番人気）
３連単票数 計５０６８８８６ 的中 ��� ７３３（９４６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．８―１３．６―１２．４―１２．１―１２．７―１２．４―１２．３―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．２―３７．８―５０．２―１：０２．３―１：１５．０―１：２７．４―１：３９．７―１：５１．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンスパシーバ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００９．１０．１８ 京都１着

２００７．２．２８生 牡４鹿 母 レ ー ス カ ム 母母 Video １９戦５勝 賞金 １１２，８６８，０００円
〔競走中止〕 ザサンデーフサイチ号は，競走中に異常歩様となったため３コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ザサンデーフサイチ号は，競走中に異常歩様となっ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または施行団体名を表示している。

３３０６０１１月１９日 小雨 不良 （２３京都６）第５日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・右・外）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１１ ドナウブルー 牝３鹿 ５３ M．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４２８－ ４１：４９．５ １．８�
（伊）

６６ エスカナール 牝３黒鹿５３ 川田 将雅下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４７２－ ２１：５０．０３ ３．５�
７８ アグネスサクラ 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：５０．７４ ４１．５�
８１０ マイネジャンヌ 牝３鹿 ５３ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ２１：５０．９１� ７．７�
７９ ゼフィランサス 牝３青 ５３ 柴原 央明�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 ４２８＋ ６１：５１．３２� ２４．５�
８１１ ハイタッチクイーン 牝４栗 ５５

５３ △国分 優作星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４４４－ ４１：５１．４� ２３．３	
３３ モスカートローザ 牝３鹿 ５３ 浜中 俊吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ４１：５１．７１� ３９．７

４４ ヤマニンビサージュ 牝４青 ５５ 岡部 誠土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 ４４８± ０１：５１．８� ２８２．５�

（愛知）

６７ ユースティティア 牝３青鹿５３ 武 豊前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０± ０１：５２．９７ ２４．２�
５５ ケイティーズジェム 牝３鹿 ５３ 藤田 伸二 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４３８＋１４１：５３．４３ ９．７
２２ ラインドリーム 牝５黒鹿５５ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４５８－ ６１：５４．１４ １３７．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５６，４８９，７００円 複勝： ６４，１９８，７００円 枠連： ３１，９４５，０００円

馬連： １２３，３５６，０００円 馬単： ８７，９５７，８００円 ワイド： ４９，２６６，０００円

３連複： １４７，７９７，８００円 ３連単： ３４８，５８５，７００円 計： ９０９，５９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ３３０円 枠 連（１－６） ２８０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド �� ２００円 �� ９００円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，５２０円 ３ 連 単 ��� ７，１１０円

票 数

単勝票数 計 ５６４８９７ 的中 � ２４７９４５（１番人気）
複勝票数 計 ６４１９８７ 的中 � １７２２７３（１番人気）� １４８２４７（２番人気）� ３３０３５（７番人気）
枠連票数 計 ３１９４５０ 的中 （１－６） ８５１６０（１番人気）
馬連票数 計１２３３５６０ 的中 �� ２６５７７４（１番人気）
馬単票数 計 ８７９５７８ 的中 �� １０９５６７（１番人気）
ワイド票数 計 ４９２６６０ 的中 �� ８１１９７（１番人気）�� １１５３４（１３番人気）�� １３０８２（１２番人気）
３連複票数 計１４７７９７８ 的中 ��� ４３２８８（７番人気）
３連単票数 計３４８５８５７ 的中 ��� ３６２１３（１６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１２．４―１２．８―１３．１―１２．１―１１．５―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３７．０―４９．８―１：０２．９―１：１５．０―１：２６．５―１：３７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドナウブルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー ２０１０．１０．２３ 京都１着

２００８．２．９生 牝３鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady ８戦３勝 賞金 ４８，２８５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインドリーム号は，平成２３年１２月１９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。



（２３京都６）第５日 １１月１９日（土曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重後不良
重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １６５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０６，２７０，０００円
９，６１０，０００円
１０，５２０，０００円
１，３７０，０００円
１９，４９０，０００円
５７，５９９，０００円
４，９６４，８００円
１，６３３，５００円

勝馬投票券売得金
２９９，３５４，４００円
４８６，７５５，１００円
２１４，０１０，０００円
８２４，７８５，９００円
５２９，８８３，９００円
３２４，８６０，２００円
１，０３４，２７５，２００円
２，０２５，５２８，９００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 ５，７３９，４５３，６００円

総入場人員 １２，４９３名 （有料入場人員 １１，１９０名）


