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３１０６１１１月１８日 晴 不良 （２４京都５）第６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）

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

６１０ ド ン マ ネ ー 牡２黒鹿５５ R．ムーア 山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 ４６０＋ ４１：１２．９ ８．９�
（英）

４７ サンライズトーク 牡２芦 ５５ 池添 謙一松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 ４８４± ０１：１３．２２ １．６�
７１２ クニサキゼブライカ 牡２黒鹿５５ 酒井 学國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ５０８＋ ２１：１３．４１� ３５０．９�
５９ フェブアクティヴ �２栗 ５５ 渡辺 薫彦釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 桑田 正己 ４８４± ０１：１３．６１� ４５．９�
２２ ハギノグラミー 牡２栗 ５５ C．スミヨン 日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４３６± ０ 〃 クビ ５．０�
（仏）

１１ キリノトップラン 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 本巣 敦 ４９４－ ２１：１３．７� ２４６．８�
８１４ シゲルオウシザ 牡２栗 ５５ 内田 博幸森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５０６＋１０１：１４．１２� １５．７	
６１１ メイショウラムダ 牡２黒鹿５５ 和田 竜二松本 好
氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 ４４６＋ ４ 〃 アタマ ５７．０�
３４ ジェネロシティー 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４８６－１０１：１４．２クビ １９．８�
３５ メイショウバイシ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 三嶋牧場 ４０４± ０１：１４．３� ３６．９
２３ マイソルジャー 牡２鹿 ５５

５２ ▲森 一馬下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ５００± ０１：１４．５１ ２６９．１�
８１５ ピュアアイズ 牝２鹿 ５４ 国分 優作�山際牧場 西浦 勝一 新ひだか 山際牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ３５．３�
７１３ シゲルクジャクザ 牝２黒鹿５４ 吉田 豊森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 千葉飯田牧場 ４６２＋ ６１：１５．５６ １９１．３�
４６ シゲルツルザ 牡２黒鹿５５ 高倉 稜森中 蕃氏 小原伊佐美 新冠 中央牧場 ４６６＋ ８ 〃 クビ ３９．５�
５８ ジョウショーターフ 牝２栗 ５４ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 ４３４± ０１：１５．８２ １６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，７２０，６００円 複勝： ４２，３２３，７００円 枠連： ９，４０７，１００円

馬連： ３６，９００，１００円 馬単： ３０，１７４，５００円 ワイド： １９，９３１，４００円

３連複： ５８，６７９，７００円 ３連単： １０３，０７５，４００円 計： ３１８，２１２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � ３，４５０円 枠 連（４－６） ５５０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ２８，７００円 �� ７，３６０円

３ 連 複 ��� ６８，５３０円 ３ 連 単 ��� ４０４，６３０円

票 数

単勝票数 計 １７７２０６ 的中 � １５８５０（３番人気）
複勝票数 計 ４２３２３７ 的中 � ３３２４４（３番人気）� ２３８１８３（１番人気）� １３０８（１４番人気）
枠連票数 計 ９４０７１ 的中 （４－６） １２７４２（２番人気）
馬連票数 計 ３６９００１ 的中 �� ４３４０６（２番人気）
馬単票数 計 ３０１７４５ 的中 �� １１３１６（７番人気）
ワイド票数 計 １９９３１４ 的中 �� １９３８２（２番人気）�� １５４（８１番人気）�� ６０５（４９番人気）
３連複票数 計 ５８６７９７ 的中 ��� ６３２（１０１番人気）
３連単票数 計１０３０７５４ 的中 ��� １８８（５４３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．５―１２．４―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．５―３５．０―４７．４―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３７．９
３ ・（７，１１，１２）（１４，１５）４（９，１０）（５，２，６）－（１，３）－８－１３ ４ ・（７，１１，１２）（４，９，１４，１５）（２，１０，６）－５，１，３－８－１３

勝馬の
紹 介

ド ン マ ネ ー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１２．１０．８ 京都４着

２０１０．３．７生 牡２黒鹿 母 ドナビジュー 母母 ダンジグダンザグ ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００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。

３１０６２１１月１８日 晴 不良 （２４京都５）第６日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （芝・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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

４８ ベアトリッツ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４２０－ ２１：３６．３ ３．１�
（伊）

８１６ シンジュボシ 牝２栗 ５４ 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ４．６�

６１１ ウエスタンレベッカ 牝２鹿 ５４ 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム ４２４± ０１：３６．５１ ６１．７�
８１５ プラチナテーラー 牝２鹿 ５４ C．ルメール 中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ４６２－ ２１：３６．８２ １７．２�

（仏）

５９ アドマイヤゼファー 牝２鹿 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３０－ ８ 〃 ハナ ７．２�
３５ ファーマブライド 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠中西 功氏 牧田 和弥 日高 高山牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ２１．８�
２４ ピエナサクラ 牝２栗 ５４ 武 豊本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８０－ ６１：３６．９� ７３．８	
７１４ オアシスムーン 牝２栗 ５４ 藤田 伸二太田 美實氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 ４６６－ ６ 〃 クビ ３１．５

７１３ ナンヨーカノン 牝２青鹿５４ 内田 博幸中村 �也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム ４４６± ０１：３７．２１� ３１．４�
６１２ レ ジ ー ナ 牝２栗 ５４ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 ４２６－ ６ 〃 ハナ １１７．６�
４７ ルイーズシチー 牝２栗 ５４ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４４２－１６１：３７．３� ５４．９
２３ ファンタジーデイ 牝２栗 ５４ 吉田 豊安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４５８＋ ６１：３７．４� ６２．６�
１１ フロアクラフト 牝２黒鹿５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７６± ０１：３７．５� ３．２�
３６ シャインエタニティ 牝２青鹿５４ 池添 謙一�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４６０＋ ６１：３７．７１� １７３．１�
５１０ ユキノプリシラ 牝２鹿 ５４ 国分 優作遠藤 宗義氏 鹿戸 明 日高 浜本牧場 ４２４＋ ４１：３８．１２� １６０．８�
１２ ゴッドカンタータ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 ４６６＋ ４１：４１．７大差 ３１７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０３６，３００円 複勝： ３２，９２３，４００円 枠連： １０，４９９，２００円

馬連： ４０，６４５，５００円 馬単： ２６，９３６，２００円 ワイド： ２０，５４８，６００円

３連複： ５５，７７３，１００円 ３連単： ８６，７６１，０００円 計： ２９５，１２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ７３０円 枠 連（４－８） ５５０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １，８７０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� ８，２８０円 ３ 連 単 ��� ２５，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２１０３６３ 的中 � ５４９３８（１番人気）
複勝票数 計 ３２９２３４ 的中 � ６３７４３（３番人気）� ６８５１７（２番人気）� ７９２７（９番人気）
枠連票数 計 １０４９９２ 的中 （４－８） １４２５０（１番人気）
馬連票数 計 ４０６４５５ 的中 �� ４５７６０（２番人気）
馬単票数 計 ２６９３６２ 的中 �� １３９１３（４番人気）
ワイド票数 計 ２０５４８６ 的中 �� １６９３６（３番人気）�� ２５１９（１９番人気）�� ２２１７（２３番人気）
３連複票数 計 ５５７７３１ 的中 ��� ４９７４（２６番人気）
３連単票数 計 ８６７６１０ 的中 ��� ２４９３（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．９―４７．３―５９．７―１：１２．５―１：２４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
３ １（１５，１６）（１１，８）（２，３，１４）（４，９，７）（５，１０）（６，１２）－１３ ４ ・（１，１６）１５，８（１１，１４）３（４，７）（９，１０）５，１２（２，６，１３）

勝馬の
紹 介

ベアトリッツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pistolet Bleu デビュー ２０１２．１０．１ 阪神４着

２０１０．３．２生 牝２鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴッドカンタータ号は，平成２４年１２月１８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を表示している。

第５回 京都競馬 第６日



３１０６３１１月１８日 晴 不良 （２４京都５）第６日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

４７ � ティズトレメンダス 牝２鹿 ５４ 浜中 俊岡田 牧雄氏 佐山 優 米 Morgan’s
Ford Farm ４９４－ ２１：２４．９ １．５�

１１ � ロードクロサイト 牝２芦 ５４ 武 豊前田 幸治氏 矢作 芳人 米 The Robert & Bev-
erly Lewis Trust ４７８＋ ４１：２５．０� ４．８�

４６ スズカアルファ 牡２栗 ５５ 内田 博幸永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 ４５６＋ ２１：２５．７４ ２７．１�
８１５ ナムラバクサイ 牡２栗 ５５ 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 平野牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ １３．１�
７１３� シゲルアンドロメダ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠森中 蕃氏 坂口 正則 米 Jeremy

Peskoff ４７４＋ ６１：２６．０２ ２１．５�
３５ ロイヤルレイド 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４６８－ ２１：２６．３２ ２６６．８�
６１０ ショウナンカムリキ 牡２黒鹿５５ 酒井 学�湘南 日吉 正和 新ひだか 静内フアーム ５１２－ ６ 〃 ハナ ９２．６	
５８ ブロードスター 牡２鹿 ５５ 川田 将雅安原 浩司氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 ４８８＋ ２１：２６．８３ ８．５

２３ � エーシンエポナ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

４８６－ ４１：２６．９クビ ２１．０�
（伊）

８１４ フ ロ レ ン ト 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ
ファーム ４５４－ ２１：２７．７５ ３２．６

６１１ ランドボイジャー 牡２栗 ５５ 高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 ４４６＋ ２１：２７．８クビ ３４１．１�
３４ ナムラシンバ 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文奈村 信重氏 武 宏平 新ひだか 八田ファーム ４９４－ ６１：２７．９� ２５４．６�
７１２ シゲルカメレオンザ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 ４８６＋ ６ 〃 ハナ ２２３．５�
２２ ジョウショーレディ 牝２鹿 ５４ 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 ４４４＋ ４１：２８．５３� ３３６．９�

（１４頭）
５９ ニホンピロローズ 牝２栗 ５４ 吉田 豊小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４１８－１０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２３，９３５，４００円 複勝： ７２，９８５，８００円 枠連： １０，７４２，３００円

馬連： ４４，１９９，４００円 馬単： ３７，９２２，７００円 ワイド： ２５，２１４，２００円

３連複： ６０，１９５，６００円 ３連単： １２２，５５３，１００円 計： ３９７，７４８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ４１０円 枠 連（１－４） ２９０円

馬 連 �� ３１０円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ５９０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ４，６７０円

票 数

単勝票数 差引計 ２３９３５４（返還計 １２５） 的中 � １２７１４１（１番人気）
複勝票数 差引計 ７２９８５８（返還計 ２４９） 的中 � ４８１１７２（１番人気）� ７２７４０（２番人気）� １５６７６（８番人気）
枠連票数 差引計 １０７４２３（返還計 ３１） 的中 （１－４） ２７７８８（１番人気）
馬連票数 差引計 ４４１９９４（返還計 ５１８） 的中 �� １０８５５５（１番人気）
馬単票数 差引計 ３７９２２７（返還計 ４０９） 的中 �� ６０６０１（１番人気）
ワイド票数 差引計 ２５２１４２（返還計 ５６６） 的中 �� ５８３１０（１番人気）�� ８７８１（６番人気）�� ３６３０（１５番人気）
３連複票数 差引計 ６０１９５６（返還計 １７７３） 的中 ��� ２３３９１（６番人気）
３連単票数 差引計１２２５５３１（返還計 ２７２３） 的中 ��� １９４０４（９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．９―１２．１―１２．３―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．６―４７．７―１：００．０―１：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３７．２
３ １，１３，７（３，６）（５，８）１４（２，１５）（４，１０）１２－１１ ４ １（１３，７）（３，６）５，８（１５，１４）１０，２，４－（１２，１１）

勝馬の
紹 介

�ティズトレメンダス �
�
父 Tiz Wonderful �

�
母父 Editor’s Note デビュー ２０１２．１０．１ 阪神６着

２０１０．４．９生 牝２鹿 母 Proof Positive 母母 Rabida ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 ニホンピロローズ号は，装鞍所で疾病〔左飛節部挫創〕を発症したため競走除外。
※出走取消馬 オルヴィエート号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３１０６４１１月１８日 晴 不良 （２４京都５）第６日 第４競走 ��
��１，８００�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

１：５２．１
１：５２．０

不良

不良

８１６ ブレイクラッシュ 牡２栗 ５５ C．ルメール 青山 洋一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ５０８ ―１：５３．０ ５．６�
（仏）

５９ キ ク ノ ソ ル 牡２鹿 ５５ 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４７８ ―１：５３．６３� ３５．３�
３５ マッシヴプリンス 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 大典牧場 ４８０ ―１：５３．７� １２．１�
２３ クレアトーレ 牡２青鹿５５ 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４８０ ―１：５３．９１� １０．６�
７１４ ボディーガード 牡２黒鹿５５ 武 豊杉山 忠国氏 松永 幹夫 新ひだか 明治牧場 ５０２ ―１：５４．１１� ９．８�
３６ � ヒ ュ ウ マ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones ４８６ ―１：５４．２� ３．７�
５１０ アルカサーバ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：５４．４１� ３４．２	
１１ アスカノトゥーレ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５００ ―１：５５．２５ ５８．１

１２ チェイスザゴールド 牡２鹿 ５５ 川田 将雅前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 ５３４ ― 〃 アタマ １５．５�
４８ フィボナッチ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４７２ ―１：５５．３� ７．５�
２４ ガ ル ム 牡２鹿 ５５ C．スミヨン �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５２２ ―１：５５．８３ ７．０

（仏）

６１２ コンゴウセイウン 牡２青鹿５５ 高倉 稜金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 藤川フアーム ５１０ ―１：５５．９� ４３．８�
４７ セイグリッター 牡２鹿 ５５ 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 日高 原田牧場 ５０４ ―１：５６．２２ １５６．５�
７１３ ヒロノクリプー 牡２栗 ５５ 小林慎一郎守内 満氏 作田 誠二 青森 青南ムラカミ

ファーム ４４０ ―１：５８．５大差 １８８．５�
６１１ ウインバース 牡２黒鹿５５ 国分 恭介�ウイン 梅田 智之 浦河 谷川牧場 ４８８ ―１：５９．８８ ２９３．０�
８１５ ショウナンタイタン 牡２鹿 ５５ 池添 謙一国本 哲秀氏 西浦 勝一 新ひだか 友田牧場 ４８２ ―２：１０．６大差 １２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２９０，７００円 複勝： ２５，１８５，５００円 枠連： １３，９９４，６００円

馬連： ３８，３５９，４００円 馬単： ２５，４０５，８００円 ワイド： １７，９８７，３００円

３連複： ５４，４１８，７００円 ３連単： ７５，４７５，４００円 計： ２６９，１１７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２５０円 � ７５０円 � ２９０円 枠 連（５－８） ３，８３０円

馬 連 �� １９，６５０円 馬 単 �� ３０，２００円

ワ イ ド �� ４，３００円 �� １，６２０円 �� ４，６３０円

３ 連 複 ��� ４７，３６０円 ３ 連 単 ��� ３６１，７００円

票 数

単勝票数 計 １８２９０７ 的中 � ２６０１９（２番人気）
複勝票数 計 ２５１８５５ 的中 � ３０３９０（２番人気）� ７６１９（１０番人気）� ２３６７５（５番人気）
枠連票数 計 １３９９４６ 的中 （５－８） ２７０１（１７番人気）
馬連票数 計 ３８３５９４ 的中 �� １４４１（５５番人気）
馬単票数 計 ２５４０５８ 的中 �� ６２１（９０番人気）
ワイド票数 計 １７９８７３ 的中 �� １０２０（４７番人気）�� ２７９７（２１番人気）�� ９４７（５３番人気）
３連複票数 計 ５４４１８７ 的中 ��� ８４８（１３９番人気）
３連単票数 計 ７５４７５４ 的中 ��� １５４（９３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．８―５０．５―１：０３．０―１：１５．５―１：２８．２―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
１
３
５（６，９）１６（３，８，１２，１５）４，１（２，１０）１３－７，１４＝１１・（５，６，９）４（３，８，１６）－１４－１０，１５，１，１２（１３，２，７）＝１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブレイクラッシュ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Gone West 初出走

２０１０．３．８生 牡２栗 母 トレトレジョリⅡ 母母 Silver Tornado １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインバース号・ショウナンタイタン号は，平成２４年１２月１８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 パーフェクトスコア号
※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。



３１０６５１１月１８日 晴 重 （２４京都５）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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
１：４６．０

良

良

１１ ハッピーモーメント 牡２鹿 ５５ R．ムーア �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：５１．３ ２．２�
（英）

８１１ ピ ュ ク シ ス 牝２青 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５８ ― 〃 アタマ ２４．５�
７８ カレングラスジョー 牡２栗 ５５ 浜中 俊鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ５１０ ― 〃 ハナ １０．０�
６７ レッドルーラー 牡２鹿 ５５ C．スミヨン �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５００ ―１：５１．４クビ ４．２�

（仏）

８１０ ミッキータイガー 牡２鹿 ５５ 川田 将雅野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４９２ ― 〃 クビ ２０．５�
４４ ウォンテッド 牡２黒鹿５５ 内田 博幸谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４７８ ―１：５１．９３ ３４．４	
７９ ギョウショウ 牡２青 ５５ 酒井 学五影 慶則氏 西園 正都 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４５０ ― 〃 クビ ６３．０

３３ ル リ ビ タ キ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：５２．２１� ４．３�

（伊）

６６ サマニトップレディ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４４４ ―１：５２．４１� ２５．６�
２２ サンバビーン 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎小山 豊氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４８２ ―１：５２．９３ ２２．８
５５ ロードファルクス 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 村山 明 新ひだか ケイアイファーム ４２４ ―１：５４．４９ ４９．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，２２５，７００円 複勝： ２８，０４７，７００円 枠連： １０，３６９，５００円

馬連： ４０，１６１，０００円 馬単： ３２，４６２，８００円 ワイド： １７，６５１，７００円

３連複： ５５，１０４，５００円 ３連単： １０５，９１２，３００円 計： ３１１，９３５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ５３０円 � ２９０円 枠 連（１－８） １，０６０円

馬 連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ３，５４０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ５８０円 �� ２，１７０円

３ 連 複 ��� ８，０３０円 ３ 連 単 ��� ３１，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２２２２５７ 的中 � ７９６５０（１番人気）
複勝票数 計 ２８０４７７ 的中 � ７９４２３（１番人気）� １０２５６（８番人気）� ２２３２２（４番人気）
枠連票数 計 １０３６９５ 的中 （１－８） ７２４３（４番人気）
馬連票数 計 ４０１６１０ 的中 �� １１１１４（８番人気）
馬単票数 計 ３２４６２８ 的中 �� ６７８３（１０番人気）
ワイド票数 計 １７６５１７ 的中 �� ４９７９（８番人気）�� ７９７４（４番人気）�� １９０５（２６番人気）
３連複票数 計 ５５１０４５ 的中 ��� ５０６８（２５番人気）
３連単票数 計１０５９１２３ 的中 ��� ２５０４（８８番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．２―１２．８―１２．７―１２．９―１２．５―１２．０―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．５―３８．３―５１．０―１：０３．９―１：１６．４―１：２８．４―１：３９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーモーメント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２０１０．４．２２生 牡２鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。

３１０６６１１月１８日 晴 重 （２４京都５）第６日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０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

５７ ティーハーフ 牡２栗 ５５ 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３８－ ２１：１０．２ １．４�

３３ � ハイマウンテン 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 ４３４＋ ２１：１０．４１� ８０．４�
６１０ クリノチョモランマ 牡２青鹿５５ 藤田 伸二栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム ４９０＋ ２１：１０．７１� ３０．２�
４５ セイウンチカラ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 ５０２＋ ８１：１０．９１� １８．５�
８１３ エクスパーシヴ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 ４７２＋ ８１：１１．２１� ２２．０�
６９ スマートアレンジ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４６６＋ ２１：１１．３� ３２．６�
７１２ フィールドメジャー 牝２栗 ５４ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ２１：１１．４� ８．３�
３４ グ レ カ ー レ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 	スピードファーム 和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 ４２６＋ ６１：１１．６１ ８４．０

７１１ カシノパシオン 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４６４＋１２１：１１．８１� ２６３．０�
４６ カゼニタツライオン 牡２栗 ５５ 福永 祐一小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ５０８＋ ６１：１２．０１� ３３．１�
５８ コスモアンダルシア 牝２鹿 ５４ 国分 恭介 	ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４４２－ ２１：１２．１クビ １８１．８
８１４ クラウンビション 牝２栗 ５４ 国分 優作矢野 悦三氏 日吉 正和 新ひだか 仲野牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ １１０．３�
２２ スイートドーナッツ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 ４５８± ０１：１２．３１	 ７．１�
１１ アカノジュウロク 牝２鹿 ５４ 高倉 稜根本 忠義氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４５２＋１２１：１２．６２ ３２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，０９７，９００円 複勝： ７７，４１０，８００円 枠連： １３，６２０，２００円

馬連： ４８，０６２，８００円 馬単： ４７，０２８，６００円 ワイド： ２４，５２６，７００円

３連複： ６８，６０１，９００円 ３連単： １５２，２４２，９００円 計： ４５８，５９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ９５０円 � ４３０円 枠 連（３－５） ２，３２０円

馬 連 �� ４，８８０円 馬 単 �� ６，１２０円

ワ イ ド �� １，６４０円 �� ５００円 �� １２，１１０円

３ 連 複 ��� １９，４２０円 ３ 連 単 ��� ６８，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２７０９７９ 的中 � １５７８０１（１番人気）
複勝票数 計 ７７４１０８ 的中 � ５４１４８８（１番人気）� ７３４８（１０番人気）� １８２７１（７番人気）
枠連票数 計 １３６２０２ 的中 （３－５） ４３４８（７番人気）
馬連票数 計 ４８０６２８ 的中 �� ７２７９（１１番人気）
馬単票数 計 ４７０２８６ 的中 �� ５６７９（１８番人気）
ワイド票数 計 ２４５２６７ 的中 �� ３５８５（１６番人気）�� １３３８４（４番人気）�� ４６６（６０番人気）
３連複票数 計 ６８６０１９ 的中 ��� ２６０８（４８番人気）
３連単票数 計１５２２４２９ 的中 ��� １６４３（１７７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．２―１１．９―１１．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３４．６―４６．５―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティーハーフ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Green Desert デビュー ２０１２．６．２３ 阪神１着

２０１０．４．１８生 牡２栗 母 ビールジャント 母母 Belle Genius ５戦２勝 賞金 ２９，３１５，０００円
〔発走状況〕 アカノジュウロク号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※アカノジュウロク号・クリノチョモランマ号・グレカーレ号・コスモアンダルシア号・スイートドーナッツ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬
投票したものとみなした。



３１０６７１１月１８日 晴 重 （２４京都５）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１４ ジョヴァンニ 牡３栗 ５５ 四位 洋文 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０６－ ２１：４９．７ １．６�

２３ マーベラスバロン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ５０８＋ ４１：５０．８７ ７．４�
６１１ ネオリアライズ �４鹿 ５７ R．ムーア 橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４７６＋ ８１：５０．９� ３０．８�

（英）

４８ キ ク タ ロ ウ 牡３鹿 ５５ 福永 祐一国田 正忠氏 牧田 和弥 浦河 杵臼牧場 ４５０＋ ２１：５１．１１� ４０．７�
２４ ダヴィンチバローズ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 ４７８－ ６１：５１．３１� １０．７�
１１ � サトノサウザー �５栗 ５７ 熊沢 重文里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ６１：５１．５１ ３１．２�
８１６ スズカチャンプ 牡３鹿 ５５ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４９４＋ ８１：５１．７１� ２０．１�
５１０ コ ル ー ジ ャ �４鹿 ５７ 国分 優作野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 B４８６＋ ２１：５１．８クビ ２６．９	
１２ ラインレグルス 牡４鹿 ５７ 和田 竜二大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４９６＋ ６１：５１．９	 ７０．９

５９ レッドバビロン 牡３青鹿５５ C．ルメール �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：５２．１１� ８．４�

（仏）

３５ マーリンシチー 牡６鹿 ５７ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４６８－ ２ 〃 アタマ １１０．１
７１３ ウエスタンディオ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 B４８０＋ ２１：５２．２クビ １２５．０�
３６ � マヤノクレド 牡４鹿 ５７ 酒井 学田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ５０２－ ２１：５２．５２ ２９０．８�
６１２ ジョナパランセ 牡３栗 ５５ 吉田 豊青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド ５１６＋ ２ 〃 ハナ ４８７．１�
４７ エーシングッデイ 牡３黒鹿５５ 内田 博幸�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 川端 英幸 ４７８＋ ８１：５２．７	 １６．４�
８１５ リバーハイランド 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４９０－ ２１：５２．８	 ６３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，０３９，２００円 複勝： ５０，７０６，６００円 枠連： １９，６７２，２００円

馬連： ６０，０５６，６００円 馬単： ４５，７１１，３００円 ワイド： ２９，９６４，７００円

３連複： ８１，８９８，１００円 ３連単： １４８，６７９，８００円 計： ４６６，７２８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ４４０円 枠 連（２－７） ３８０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ７５０円 �� ２，１７０円

３ 連 複 ��� ４，１３０円 ３ 連 単 ��� １２，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３００３９２ 的中 � １４９３７９（１番人気）
複勝票数 計 ５０７０６６ 的中 � ２１５５２０（１番人気）� ５８２１８（２番人気）� １７０３３（９番人気）
枠連票数 計 １９６７２２ 的中 （２－７） ３８８７１（１番人気）
馬連票数 計 ６００５６６ 的中 �� ６８１５０（１番人気）
馬単票数 計 ４５７１１３ 的中 �� ３７０８２（２番人気）
ワイド票数 計 ２９９６４７ 的中 �� ２４２１１（２番人気）�� ９６４８（８番人気）�� ３０８６（２６番人気）
３連複票数 計 ８１８９８１ 的中 ��� １４６７０（１２番人気）
３連単票数 計１４８６７９８ 的中 ��� ８６５５（２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．３―３５．８―４８．２―１：００．７―１：１３．３―１：２５．５―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ジョヴァンニ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１２．２．１９ 京都２着

２００９．５．１０生 牡３栗 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves ６戦２勝 賞金 １５，４００，０００円
〔制裁〕 ダヴィンチバローズ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１番・２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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ツィンクルブーケ号・マデイラ号・マルデデルマ号・メイショウマルクル号
※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。

３１０６８１１月１８日 晴 重 （２４京都５）第６日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

７１３ パールブロッサム 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎中野 義一氏 中尾 秀正 日高 福満牧場 ４３４＋１２１：２３．５ ２．２�

６１２ サマーハピネス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 ５００－１０ 〃 クビ １５．１�
１１ ダンツレアリティ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 ４６２＋１２１：２３．９２� １９．８�
３６ コーラルグリッタ 牝３黒鹿５４ 武 豊�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４６６－ ６１：２４．０� ４９．３�
５１０� コーリングオブラブ 牝５栗 ５５ 国分 優作飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４８０－ ４１：２４．１クビ １１２．５�
７１４� レ イ テ ッ ド 牝４栗 ５５ R．ムーア 北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：２４．２� ５．２	

（英）

８１５ アンビータブル 牝３青 ５４ 吉田 豊 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４６４＋ ８１：２４．３� ６８．０

５９ アルボランシー 牝４栗 ５５ 熊沢 重文 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４７８＋ ８ 〃 クビ ４９．１�
３５ ラヴァズアゲイン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント B４７２± ０１：２４．４クビ １０．５�
４８ ハローエフェクト 牝４鹿 ５５ 池添 謙一三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４７０＋ ４１：２４．７２ ２０５．９
２４ モスカートローザ 牝４鹿 ５５ C．スミヨン 吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：２４．８クビ ５．４�

（仏）

４７ � ショウナンワヒネ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊�湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 ４７４－ ５１：２５．０１� １１．１�
１２ レッドマーベル 牝４鹿 ５５ 石橋 脩 �東京ホースレーシング 領家 政蔵 平取 坂東牧場 ５００＋１４１：２５．２１� １６４．９�
２３ � ヒシアリエル 牝４黒鹿５５ 国分 恭介阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４５４＋ ９１：２５．５１� ２１５．６�
６１１ タガノカノープス 牝３鹿 ５４ 高倉 稜八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４４０＋１８ 〃 ハナ １４２．０�
８１６ ラブリーアリュール 牝３黒鹿５４ 和田 竜二松岡 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 ４７０＋ ２１：２６．６７ ３２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１５１，５００円 複勝： ３８，０６４，８００円 枠連： １７，６１４，１００円

馬連： ６４，８２５，８００円 馬単： ４３，０１１，３００円 ワイド： ２７，８３５，９００円

３連複： ８５，２５７，９００円 ３連単： １４１，６７７，３００円 計： ４４４，４３８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ３４０円 � ３００円 枠 連（６－７） １，３２０円

馬 連 �� １，４８０円 馬 単 �� ２，４２０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ６１０円 �� ２，６１０円

３ 連 複 ��� ５，６６０円 ３ 連 単 ��� ２１，０００円

票 数

単勝票数 計 ２６１５１５ 的中 � ９６３０４（１番人気）
複勝票数 計 ３８０６４８ 的中 � １１９３４５（１番人気）� ２２２４３（７番人気）� ２６８４７（６番人気）
枠連票数 計 １７６１４１ 的中 （６－７） ９８５２（７番人気）
馬連票数 計 ６４８２５８ 的中 �� ３２４６７（６番人気）
馬単票数 計 ４３０１１３ 的中 �� １３１５８（８番人気）
ワイド票数 計 ２７８３５９ 的中 �� ９４７３（７番人気）�� １１８３８（５番人気）�� ２４７３（２８番人気）
３連複票数 計 ８５２５７９ 的中 ��� １１１１８（１７番人気）
３連単票数 計１４１６７７３ 的中 ��� ４９８０（５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．４―４６．４―５８．７―１：１１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３７．１
３ １２（１５，１６）（２，１３）（１１，９）（７，１４）４（８，１０）－（１，５）－６－３ ４ １２（１５，１６）（２，１３）９，１１（７，１０，１４）（８，１，５，４）－６－３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パールブロッサム �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 タバスコキャット デビュー ２０１１．１１．２７ 京都１０着

２００９．３．２０生 牝３鹿 母 ヒ シ メ ロ ウ 母母 ヒシレイホウ ７戦２勝 賞金 ２２，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 シルクミライ号・メイショウレーザー号
※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。



３１０６９１１月１８日 晴 重 （２４京都５）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

は な せ

花 背 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）

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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１４ テイエムドンマイ 牡４黒鹿５７ 高倉 稜竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５０４＋ ２１：５０．１ ８．９�

４７ ゴールデンジャガー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 ５０４＋１２ 〃 アタマ ２３．５�
８１６ ツルマルスピリット 牡５青鹿５７ M．デムーロ鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：５０．２� ６．７�

（伊）

７１３ サカジロオー 牡３栗 ５５ 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 ４５６± ０１：５０．３� ４．８�
１２ 	 スクウェルチャー 牡４鹿 ５７ 浜中 俊前田 幸治氏 角田 晃一 米

Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

B５００－ ４１：５０．５１
 ３．７�
２４ シルクエステート 牡６青 ５７ 岩田 康誠有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６６＋ ４１：５０．６クビ ５．６�
３５ ジェットヴォイス 牡５鹿 ５７ C．ルメール 本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ４９８＋１０ 〃 クビ ７．０�

（仏）

５１０ フォルクスオーパー 牝６栗 ５５ 渡辺 薫彦 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ １２５．６


２３ エクセルフラッグ 牡５鹿 ５７ 国分 恭介橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５１８－ ４１：５０．９１� ３５６．５�
４８ テーオーストーム 牡６鹿 ５７ 池添 謙一小笹 公也氏 藤岡 健一 門別 ヤナガワ牧場 ４９２＋ ４１：５１．２１� ９９．１�
１１ ニホンピロララバイ 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４８６＋ ２１：５１．３� １４５．４
５９ セイカフォルトゥナ 牝３栗 ５３ 吉田 豊久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４７４＋ ４１：５１．５１ ９７．６�
８１５ エクセルサス 牡５栃栗５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ４ 〃 ハナ ５３．０�
６１１ マ マ キ ジ ャ 牝４芦 ５５ 四位 洋文北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４４２－ ２１：５１．６クビ ２１．１�
６１２ スタンドバイミー 牡３鹿 ５５ 内田 博幸石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４６４＋ ４１：５２．７７ ２２．４�
３６ トップミノル 牡５青鹿５７ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４９４＋１０１：５３．７６ １７０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，１６７，５００円 複勝： ５１，８４９，２００円 枠連： ２４，５０２，３００円

馬連： １０１，３９５，６００円 馬単： ５３，５８８，６００円 ワイド： ３７，８３９，８００円

３連複： １２３，５０５，２００円 ３連単： ２０３，３４６，６００円 計： ６２６，１９４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２８０円 � ６１０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ２，７３０円

馬 連 �� ８，１６０円 馬 単 �� １２，３６０円

ワ イ ド �� ２，２５０円 �� ７８０円 �� ２，２８０円

３ 連 複 ��� １４，５４０円 ３ 連 単 ��� ９０，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３０１６７５ 的中 � ２６８８５（６番人気）
複勝票数 計 ５１８４９２ 的中 � ４９４０７（６番人気）� １９００４（８番人気）� ７７９８４（３番人気）
枠連票数 計 ２４５０２３ 的中 （４－７） ６６４７（１６番人気）
馬連票数 計１０１３９５６ 的中 �� ９１７４（２９番人気）
馬単票数 計 ５３５８８６ 的中 �� ３２０１（４６番人気）
ワイド票数 計 ３７８３９８ 的中 �� ４０４５（２９番人気）�� １２５３９（１２番人気）�� ３９９２（３０番人気）
３連複票数 計１２３５０５２ 的中 ��� ６２７０（５２番人気）
３連単票数 計２０３３４６６ 的中 ��� １６６１（２９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．１―３５．２―４７．３―５９．６―１：１１．８―１：２４．０―１：３６．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムドンマイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１０．１１．２１ 京都２着

２００８．３．２６生 牡４黒鹿 母 エンピリカル 母母 Louisville ２５戦４勝 賞金 ６６，９１３，０００円
〔制裁〕 テイエムドンマイ号の騎手高倉稜は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（１３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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スペシャルロード号・ダノンジュピター号・マイネルレガーロ号
（非抽選馬） ３頭 ソルモンターレ号・ベストサーパス号・マンボダンサー号
※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。

３１０７０１１月１８日 晴 稍重 （２４京都５）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；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：５６．８
１：５６．１

良

良

６７ � アンコイルド 牡３鹿 ５５ C．ルメール�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-
stock LLC ４９０＋ ４２：００．８ ３．６�

（仏）

１１ ロードランパート 牡４鹿 ５７ C．スミヨン �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４６８－ ２ 〃 クビ ７．６�
（仏）

７８ クランモンタナ 牡３芦 ５５ M．デムーロ �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B４８２＋ ６２：００．９クビ １．９�
（伊）

３３ サイドアタック 牡４栗 ５７ 福永 祐一杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４７８± ０ 〃 クビ ２５．５�
２２ スーパーオービット 牡６鹿 ５７ 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４６０－ ６２：０１．４３ ３３．２�
６６ � コモノドラゴン 牡４栗 ５７ 岩田 康誠永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 ４７０＋ ２２：０１．７２ ２２．４	
７９ ケンブリッジシーザ 牡５鹿 ５７ 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５０６± ０２：０１．８	 ２５５．６

４４ ヴィーヴァギブソン 牡５鹿 ５７ 和田 竜二芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５１８－１０２：０２．０１ ６７．９�
８１０ カネトシマーシャル 牡４鹿 ５７ 内田 博幸兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ５０４＋ ２２：０２．７４ ７．３�
５５ エクセリオン 牡５芦 ５７ 浜中 俊岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７６＋ ２２：０２．８
 ４０．８
８１１ キンショーオーロラ 牝４青 ５５ 国分 優作礒野日出夫氏 中村 均 新ひだか 本桐牧場 ４４８＋ ２２：０３．３３ １２４．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３４，８６１，１００円 複勝： ６６，１３２，５００円 枠連： ２１，９９５，４００円

馬連： ９５，８４９，９００円 馬単： ７７，３９１，１００円 ワイド： ３６，５５５，６００円

３連複： １１５，８５９，２００円 ３連単： ３２５，７６５，１００円 計： ７７４，４０９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（１－６） １，４７０円

馬 連 �� １，６７０円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� １４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 ��� ５，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３４８６１１ 的中 � ７６６４０（２番人気）
複勝票数 計 ６６１３２５ 的中 � １００８４２（２番人気）� ６１４９２（３番人気）� ３４５６３２（１番人気）
枠連票数 計 ２１９９５４ 的中 （１－６） １１１１６（５番人気）
馬連票数 計 ９５８４９９ 的中 �� ４２４５０（５番人気）
馬単票数 計 ７７３９１１ 的中 �� １９７９９（９番人気）
ワイド票数 計 ３６５５５６ 的中 �� １８６５５（４番人気）�� ８８９８４（１番人気）�� ３０９１３（３番人気）
３連複票数 計１１５８５９２ 的中 ��� １９４５８８（１番人気）
３連単票数 計３２５７６５１ 的中 ��� ４５０１４（１４番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．９―１２．１―１１．９―１２．０―１２．２―１２．０―１２．４―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．２―３７．３―４９．２―１：０１．２―１：１３．４―１：２５．４―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４F４７．４―３F３５．４
１
３
１１，３（１，５）７，４（８，１０）（２，６）９
１１－３，５（１，８）７（４，１０）２（９，６）

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

勝馬の
紹 介

�アンコイルド �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Alzao デビュー ２０１２．４．７ 阪神９着

２００９．５．１生 牡３鹿 母 Tanzania 母母 Triple Couronne ６戦３勝 賞金 ３２，８０５，０００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。

２レース目



３１０７１１１月１８日 晴 稍重 （２４京都５）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２９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 ３，８２２，０００円 １，０９２，０００円 ５４６，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：３１．８
１：３０．７
１：３１．８

良

良

良

１１ サダムパテック 牡４鹿 ５７ 武 豊大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６－ ２１：３２．９ １０．５�

４７ グランプリボス 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５２０－ ２ 〃 クビ ４．０�
８１７ ドナウブルー 牝４鹿 ５５ C．スミヨン �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ２１：３３．０� １１．１�

（仏）

６１２ シ ル ポ ー ト 牡７鹿 ５７ 川田 将雅河� 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ５０８＋ ４１：３３．２１� １８．５�
５１０ リアルインパクト 牡４鹿 ５７ R．ムーア �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０８－ ８ 〃 クビ １６．８�

（英）

２４ ダノンシャーク 牡４鹿 ５７ 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４４＋ ４１：３３．３� １４．２	
１２ サ ン カ ル ロ 牡６黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８＋ ２１：３３．４� ７４．１

７１３ ストロングリターン 牡６鹿 ５７ 福永 祐一吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５２０－ ４１：３３．５� ６．７�
３５ コスモセンサー 牡５栗 ５７ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５１６＋ ４ 〃 クビ ２１．６�
７１５ アイムユアーズ 牝３栗 ５４ 四位 洋文ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２１：３３．６	 ２４．６
８１６ マルセリーナ 牝４鹿 ５５ M．デムーロ �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：３３．７クビ １６．６�

（伊）

６１１ ファイナルフォーム 牡３鹿 ５６ C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３４－ ２ 〃 ハナ ６．９�
（仏）

７１４ フィフスペトル 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ４ 〃 クビ ７０．１�

４８ 
 エイシンアポロン 牡５栗 ５７ 池添 謙一平井 豊光氏 松永 昌博 米 Silk and Scar-
let Syndicate ５０４－１０１：３３．８� ３６．２�

３６ レオアクティブ 牡３栗 ５６ 横山 典弘田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４５４－ ６１：３３．９	 １６．０�
５９ ガ ル ボ 牡５青 ５７ 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４７０－ ４１：３４．２１	 ２４．３�
８１８ フラガラッハ 牡５鹿 ５７ 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８－１４１：３４．３クビ ２５．７�
２３ テイエムアンコール 牡８芦 ５７ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４７２＋１４ 〃 クビ １９３．４�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ３６９，１２６，９００円 複勝： ４５２，７４９，５００円 枠連： ４３９，２８４，７００円 馬連： ２，００７，５６５，０００円 馬単： ９０７，４０４，６００円

ワイド： ５７３，６１９，９００円 ３連複： ２，８３４，１４８，２００円 ３連単： ４，８３６，５６０，５００円 ５重勝： ８２１，４３４，０００円 計： １３，２４１，８９３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３７０円 � １８０円 � ３３０円 枠 連（１－４） ２，０６０円

馬 連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ５，５６０円

ワ イ ド �� １，１９０円 �� ２，７５０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ９，２３０円 ３ 連 単 ��� ５８，０５０円

５ 重 勝
対象競走：東京１０R／京都１０R／福島１１R／東京１１R／京都１１R

キャリーオーバー なし����� ２，５９０，６８０円

票 数

単勝票数 計３６９１２６９ 的中 � ２７７１５５（４番人気）
複勝票数 計４５２７４９５ 的中 � ２８５５２１（６番人気）� ８３４７５６（１番人気）� ３３２６６６（４番人気）
枠連票数 計４３９２８４７ 的中 （１－４） １５８１１８（８番人気）
馬連票数 計２００７５６５０ 的中 �� ５８９６３０（６番人気）
馬単票数 計９０７４０４６ 的中 �� １２０６２９（１４番人気）
ワイド票数 計５７３６１９９ 的中 �� １１９７９６（８番人気）�� ４９８１８（３９番人気）�� １６３８４９（４番人気）
３連複票数 計２８３４１４８２ 的中 ��� ２２６７２２（２１番人気）
３連単票数 計４８３６５６０５ 的中 ��� ６１４９８（１３９番人気）
５重勝票数 計８２１４３４０ 的中 ����� ２３４

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．０―４６．９―５８．２―１：０９．５―１：２１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．７
３ １２（５，８）９，１０（１，１４）（７，１７）１３（２，４，１１）（３，１５）６，１６，１８ ４ １２，８（５，９）（１０，１４）１（７，１７）２（４，１３，１１）（３，１５）（１６，６）１８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サダムパテック �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１０．１７ 京都２着

２００８．３．３０生 牡４鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ １６戦５勝 賞金 ３５３，９２０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アドマイヤセプター号・クラレント号・ハナズゴール号
※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。

３１０７２１１月１８日 晴 稍重 （２４京都５）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�

だ い ご

醍醐ステークス
発走１６時２０分 （芝・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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

８１４ アースソニック 牡３鹿 ５６ M．デムーロ前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４６８± ０１：０９．４ ７．４�
（伊）

６１０ バクシンカーリー 牝５鹿 ５５ 吉田 豊杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４９２－１０１：０９．５� ５２．６�
４７ � オールブランニュー 牝６黒鹿５５ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４７０－ ４ 〃 クビ ８．４�
１１ メモリアルイヤー 牝４栗 ５５ 川田 将雅西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４９０＋ ６１：０９．６	 ９．５�
４６ � オーシャンカレント 牡６鹿 ５７ C．スミヨン 吉田 和美氏 今野 貞一 早来 ノーザンファーム ５０４＋１４１：０９．７� ５．５�

（仏）

７１３ アグネスウイッシュ 牡４黒鹿５７ 武 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ５１２＋１６１：０９．８� ３．７�
３４ クレバーサンデー 牡５鹿 ５７ R．ムーア 	岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４７４± ０１：０９．９クビ １１．６


（英）

６１１ アヤナルベルス 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ５０８± ０ 〃 ハナ ９９．３�
２２ ダイメイザクラ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４４６＋１２ 〃 ハナ ２２．４�
５８ ジャーエスペランサ 牡３鹿 ５６ C．ルメール 本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ １４．７

（仏）

５９ ブルームーンピサ 牝５芦 ５５ 福永 祐一市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４７４＋ ２ 〃 ハナ ６．４�
３５ トーホウシンバル 牝５青鹿５５ 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４２－ ６ 〃 クビ ６６．０�
２３ マッキーコバルト 牡６鹿 ５７ 石橋 脩薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４５０－ ２１：１０．０� ６７．８�
８１５ エイシンキンチェム 牝３鹿 ５４ 浜中 俊平井 豊光氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 ４９４＋２９１：１０．１	 ３５．８�
７１２ ナ ス ザ ン 牡７鹿 ５７ 高倉 稜小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４９０－ ４１：１０．３１ １５９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７１，５５０，７００円 複勝： １０１，４１９，２００円 枠連： ６０，０８２，２００円

馬連： ２０３，７４１，１００円 馬単： １１２，８０９，７００円 ワイド： ８１，１９１，７００円

３連複： ２７４，９４３，０００円 ３連単： ５０１，５０３，９００円 計： １，４０７，２４１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２６０円 � ９６０円 � ２８０円 枠 連（６－８） ７，６２０円

馬 連 �� １７，４７０円 馬 単 �� ２４，４６０円

ワ イ ド �� ４，９９０円 �� ９６０円 �� ６，０５０円

３ 連 複 ��� ４０，４２０円 ３ 連 単 ��� ２６２，３１０円

票 数

単勝票数 計 ７１５５０７ 的中 � ７６６０８（４番人気）
複勝票数 計１０１４１９２ 的中 � １１７１７９（４番人気）� ２３３１８（１０番人気）� １０３０４５（５番人気）
枠連票数 計 ６００８２２ 的中 （６－８） ５８２５（２７番人気）
馬連票数 計２０３７４１１ 的中 �� ８６１１（４５番人気）
馬単票数 計１１２８０９７ 的中 �� ３４０４（８０番人気）
ワイド票数 計 ８１１９１７ 的中 �� ３９２０（４６番人気）�� ２１９６３（１０番人気）�� ３２２７（５４番人気）
３連複票数 計２７４９４３０ 的中 ��� ５０２０（１１２番人気）
３連単票数 計５０１５０３９ 的中 ��� １４１１（７１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．５―１１．６―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３４．９―４６．５―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．５
３ １，１１（２，１０）９（３，６，１４）（５，８，１２）－（４，１５）（７，１３） ４ １，１１（２，１０）（６，９）（３，１４）（５，８）１２（４，１５，１３）７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アースソニック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１１．６ 京都１着

２００９．４．３生 牡３鹿 母 ダイヤモンドピアス 母母 タマモダイヤモンド １３戦４勝 賞金 ６２，９１５，０００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。

５レース目



（２４京都５）第６日 １１月１８日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良後重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７８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

３７１，８９０，０００円
２，０８０，０００円
７，１７０，０００円
６，８９０，０００円
３４，２９０，０００円
６１，８８３，０００円
５，２９４，０００円
１，７０８，８００円

勝馬投票券売得金
６９２，２０３，５００円
１，０３９，７９８，７００円
６５１，７８３，８００円
２，７８１，７６２，２００円
１，４３９，８４７，２００円
９１２，８６７，５００円
３，８６８，３８５，１００円
６，８０３，５５３，３００円
８２１，４３４，０００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
５ 重 勝
計 １９，０１１，６３５，３００円

総入場人員 ３３，４４１名 （有料入場人員 ３０，７２６名）


