
２９０３７１０月１９日 晴 良 （２０京都４）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０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

７１０ ハイローラー 牡２鹿 ５５ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４６８＋ ２１：２５．２ ４．７�

４４ ティアップザスター 牡２鹿 ５５
５４ ☆三浦 皇成田中 昇氏 杉浦 宏昭 浦河 久保農場 ４９８－ ４１：２６．２６ １２．１�

８１２ アデュラリア 牝２芦 ５４ 藤岡 佑介�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４７８－ ８１：２６．７３ １．３�
８１１ ガッチリガッチリ 牡２黒鹿５５ 内田 博幸小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４６２＋ ８１：２７．５５ ３３．２�
５６ キングパレード 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 松田 三千雄 ４６４－ ２ 〃 アタマ １３．９�
５５ トーホウオーディン 牡２栗 ５５

５４ ☆浜中 俊東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４７０－ ６ 〃 クビ ４４．３	
６８ スイートデビル 牝２青鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真泉 俊二氏 水野 貴広 新ひだか 片岡 博 ４６０－ ２１：２７．６クビ １３２．０

７９ シゲルフジサン 牡２栗 ５５ 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 長浜 秀昭 ４９２＋ ４１：２７．８１� ３６３．６�
２２ メイショウマナスル 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４９４－ ６ 〃 アタマ １９２．０�
６７ カネトシクローバー 牝２栗 ５４ 和田 竜二兼松 昌男氏 田中 章博 日高 下河辺牧場 ４４６－ ６１：２８．５４ ３２．３
３３ カンファーピュア 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介楠本 陸雄氏 清水 出美 新ひだか 静内酒井牧場 ４２８± ０１：３０．１１０ ７５．９�
１１ ヒデサンアタッカー 牡２鹿 ５５

５３ △田中 克典井之口二三雄氏 中尾 正 静内 藤吉牧場 ４６２＋ ２１：３２．０大差 ６７．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，０２１，８００円 複勝： ４６，２３９，８００円 枠連： １３，４９９，８００円

普通馬連： ４６，５９０，７００円 馬単： ５２，１５４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４４２，７００円

３連複： ５７，２２６，２００円 ３連単： １１３，５２１，４００円 計： ３６６，６９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � １００円 枠 連（４－７） ３，３９０円

普通馬連 �� ２，５５０円 馬 単 �� ５，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １４０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� １１，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２００２１８ 的中 � ３３８５９（２番人気）
複勝票数 計 ４６２３９８ 的中 � ５４３６５（２番人気）� １８７７８（４番人気）� ３２７８９２（１番人気）
枠連票数 計 １３４９９８ 的中 （４－７） ２９４６（９番人気）
普通馬連票数 計 ４６５９０７ 的中 �� １３４９２（１０番人気）
馬単票数 計 ５２１５４３ 的中 �� ７４２４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４４２７ 的中 �� ６２６３（８番人気）�� ４３１１８（１番人気）�� １０１４４（３番人気）
３連複票数 計 ５７２２６２ 的中 ��� ５２５１６（２番人気）
３連単票数 計１１３５２１４ 的中 ��� ７２０８（３４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．９―１２．２―１２．６―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．８―４７．０―５９．６―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイローラー �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 イルドブルボン デビュー ２００８．７．２７ 小倉４着

２００６．５．１５生 牡２鹿 母 エクセレンス 母母 ダンサーライト ５戦１勝 賞金 ８，６５０，０００円
〔制裁〕 カネトシクローバー号の騎手和田竜二は，４コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒデサンアタッカー号は，平成２０年１１月１９日まで平地競走に出走できない。



２９０３８１０月１９日 晴 良 （２０京都４）第４日 第２競走 ��
��１，２００�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

１：０８．５
１：０７．８

良

良

６６ エンドオール 牡２鹿 ５５
５４ ☆浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 浦河 谷口牧場 ５２０± ０１：０９．３ ３．５�

７８ セイクリムズン 牡２黒鹿５５ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ４９４＋ ６１：０９．４� ３．０�
２２ アイディンパワー 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４６６＋ ４１：０９．７１� ３．８�
４４ マイネルロワイヤル 牡２青鹿５５ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 むかわ 市川牧場 ４６０－ ２１：１０．０２ ２５．１�
７７ ウィズインライアン 牝２鹿 ５４

５２ △田中 健内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４２２－ ４ 〃 アタマ ３０．０�
８９ メイショウフレアー 牡２青鹿５５ 福永 祐一松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 ４７６－１２１：１０．１クビ ６．４�
１１ コスモアポロ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 	ビッグレッドファーム 服部 利之 浦河 バンブー牧場 ４６６＋１０ 〃 クビ ４４．８

５５ ウインザモチ 牡２黒鹿５５ 小牧 太�田 三郎氏 境 直行 門別 藤本ファーム ４６０＋ ４１：１０．２クビ ８．８�
３３ リーディングパート 牡２青鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真	協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ２７３．４�
８１０ ダンツペレット 牝２鹿 ５４

５２ △田中 克典山元 哲二氏 山内 研二 新冠 森 牧場 ４７２＋ ４１：１１．４７ １７５．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： １６，１２８，０００円 複勝： ２４，０２７，１００円 枠連： １３，２９８，６００円

普通馬連： ４８，２８１，３００円 馬単： ４３，４６５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８１８，３００円

３連複： ５４，９１８，６００円 ３連単： １０７，９４６，６００円 計： ３２４，８８３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（６－７） ３６０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２１０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ４９０円 ３ 連 単 ��� ２，３００円

票 数

単勝票数 計 １６１２８０ 的中 � ３６３８８（２番人気）
複勝票数 計 ２４０２７１ 的中 � ６０６７３（１番人気）� ５９１４４（２番人気）� ４２６７０（３番人気）
枠連票数 計 １３２９８６ 的中 （６－７） ２７４８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８２８１３ 的中 �� ７９７３１（１番人気）
馬単票数 計 ４３４６５２ 的中 �� ３３１６６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８１８３ 的中 �� ２１６５９（１番人気）�� ２００７７（２番人気）�� １９３３３（３番人気）
３連複票数 計 ５４９１８６ 的中 ��� ８４３１４（１番人気）
３連単票数 計１０７９４６６ 的中 ��� ３４６６１（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．１―１１．５―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．８―３４．９―４６．４―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンドオール �
�
父 ブレイクタイム �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２００８．９．２７ 阪神２着

２００６．３．２８生 牡２鹿 母 ブランドカルチェ 母母 コンポージング ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 ダンツペレット号は，発進不良〔外側に逃避〕。



２９０３９１０月１９日 晴 良 （２０京都４）第４日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

５５ アドマイヤコブラ 牡２栗 ５５ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５２０ ―１：５５．２ １．８�

１１ ローレルレガリス 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４５６ ―１：５５．４１� １３．７�
７８ サダムマンテン 牡２栗 ５５ 内田 博幸大西 定氏 中村 均 日高 日高大洋牧場 ５２８ ―１：５５．６１� ４８．７�
６７ エイシンダッシュ 牡２鹿 ５５ 武 豊平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４７８ ―１：５６．４５ ９．３�
６６ ティアップワイルド 牡２栗 ５５ 幸 英明田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５２６ ―１：５６．６１� ２２．３�
７９ タマモリバー 牡２栗 ５５ 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 ５０８ ―１：５７．０２� ３．３�
３３ ブルーカルア 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６ ―１：５７．６３� ７１．５	

８１０ メソポタミア 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文山上 和良氏 田島 良保 浦河 近藤牧場 ４４０ ―１：５７．９１� ２１１．８

４４ ニシノセレクション 牡２鹿 ５５ 上村 洋行西山 茂行氏 藤原 英昭 鵡川 西山牧場 ４９６ ― 〃 クビ ３２．６�
２２ トレジャーハント 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５２６ ―１：５８．２１� １７．２
８１１	 タイタニックブロー 牡２栗 ５５ 小牧 太広尾レース� 森 秀行 米 N T

Bloodstock ５０８ ―１：５９．８１０ ２７．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，７７５，２００円 複勝： ４２，１８６，０００円 枠連： １６，４１０，５００円

普通馬連： ５２，９１７，６００円 馬単： ５６，４９４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８７４，５００円

３連複： ５９，１３３，５００円 ３連単： １２３，９３３，１００円 計： ３９３，７２４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ４２０円 � １，１８０円 枠 連（１－５） １，０５０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� １，１６０円 �� ３，７９０円

３ 連 複 ��� ８，２５０円 ３ 連 単 ��� ２３，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２４７７５２ 的中 � １１１５１２（１番人気）
複勝票数 計 ４２１８６０ 的中 � ２３６９４３（１番人気）� １３９３２（５番人気）� ４３４７（９番人気）
枠連票数 計 １６４１０５ 的中 （１－５） １１６４１（４番人気）
普通馬連票数 計 ５２９１７６ 的中 �� ３１２０８（３番人気）
馬単票数 計 ５６４９４０ 的中 �� ２６５６６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８７４５ 的中 �� １０３０６（４番人気）�� ３７３１（１３番人気）�� １０８６（３２番人気）
３連複票数 計 ５９１３３５ 的中 ��� ５２９１（２９番人気）
３連単票数 計１２３９３３１ 的中 ��� ３９２８（６４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１３．７―１３．４―１３．２―１３．１―１２．８―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３８．１―５１．５―１：０４．７―１：１７．８―１：３０．６―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．４
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤコブラ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００６．１．２１生 牡２栗 母 マイケイティーズ 母母 ケイティーズファースト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２９０４０１０月１９日 晴 良 （２０京都４）第４日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

４５ � テスタマッタ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford
Farm ４８４ ―１：３６．１ １６．５�

５６ アーリーロブスト 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４８２ ― 〃 クビ １９．４�
１１ ティアップゴールド 牡２鹿 ５５ 長谷川浩大田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４７４ ―１：３６．３１� ５．０�
６８ エ ヴ ェ ッ ト 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦 �ノースヒルズマネ

ジメント 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６ ―１：３６．４クビ ５７．９�
８１３ ジャージデスマイル 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４２４ ― 〃 ハナ １０．５�
２２ マイネビアンカ 牝２鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 大栄牧場 ３９２ ―１：３６．６１� １５．６	

５７ テイエムターザン 牡２栗 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５０ ―１：３６．８１� ２５．７

４４ サンジョバンニ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 荒川 義之 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４１４ ―１：３６．９クビ ２１．９�
７１０ ウィローパドック 牝２黒鹿５４ 武 豊諸江 幸祐氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：３７．０	 １．６�
７１１ デュークストロング 牡２鹿 ５５ 小牧 太鳴戸 雄一氏 田所 秀孝 新ひだか 出羽牧場 ４８０ ― 〃 アタマ ８０．４
３３ ジャングルケイ 牡２鹿 ５５ 上村 洋行国田 正忠氏 橋口弘次郎 早来（有）ノーザンレーシング ４７２ ―１：３７．２１� ６３．９�
８１２ シゲルマヤサン 牝２鹿 ５４ 赤木高太郎森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 沖田 繁 ４５０ ―１：４０．６大差 ５０．９�
６９ ジ ョ ウ ダ ン 牡２鹿 ５５ 柴原 央明小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 ４７６ ―１：４１．３４ １７７．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，７７５，１００円 複勝： ３１，５９２，４００円 枠連： １６，０８０，３００円

普通馬連： ４８，１８４，５００円 馬単： ５２，２５４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７６８，６００円

３連複： ５８，９７２，１００円 ３連単： １１０，９３４，１００円 計： ３５５，５６１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６５０円 複 勝 � ５４０円 � ４９０円 � ２７０円 枠 連（４－５） ２，８２０円

普通馬連 �� １０，１１０円 馬 単 �� ２１，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２３０円 �� １，３３０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� １５，８００円 ３ 連 単 ��� １３６，９１０円

票 数

単勝票数 計 １９７７５１ 的中 � ９４７０（５番人気）
複勝票数 計 ３１５９２４ 的中 � １４３６８（５番人気）� １６３０６（４番人気）� ３５４８８（２番人気）
枠連票数 計 １６０８０３ 的中 （４－５） ４２１８（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４８１８４５ 的中 �� ３５２０（２４番人気）
馬単票数 計 ５２２５４３ 的中 �� １８０５（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７６８６ 的中 �� １９３４（２３番人気）�� ３３１８（１５番人気）�� ３６８４（１０番人気）
３連複票数 計 ５８９７２１ 的中 ��� ２７５６（４８番人気）
３連単票数 計１１０９３４１ 的中 ��� ５９８（３３１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．５―１２．８―１２．４―１２．５―１１．５―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．５―４８．３―１：００．７―１：１３．２―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テスタマッタ �
�
父 Tapit �

�
母父 Concern 初出走

２００６．３．１９生 牡２鹿 母 Difficult 母母 Wings of Jove １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョウダン号は，平成２０年１１月１９日まで平地競走に出走できない。



２９０４１１０月１９日 晴 良 （２０京都４）第４日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時２０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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

３３ ルアシェイア 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ
ジメント 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３２－ ２１：５３．２ ２．２�

８１２ リリアンタイム 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 静内 曾田農園 ４２６＋ ２１：５３．３� １１８．５�
４４ アマゾネスバイオ 牝３鹿 ５３ 幸 英明バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ４１：５３．４� ９．１�
７１０ グリッターエルフ 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４８２＋１０ 〃 アタマ ３４．１�
６８ � ペルネティアナ 牝４栗 ５５

５４ ☆三浦 皇成 �キャロットファーム 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ２１：５４．０３� １５．５�
８１１ クレアシオン 牝３鹿 ５３ 内田 博幸 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４３６＋ ２１：５４．１� ９．２	
１１ アドマイヤアモーレ 牝３栗 ５３ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７６－ ２１：５４．３１� ３．３

５５ マーブルダンサー 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦下村 直氏 田所 清広 三石 設楽牧場 ５００＋３６１：５５．５７ １２５．６�
２２ タイムトラベリング 牝４鹿 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋１０１：５５．８１� ２２．５�
５６ スズカルビー 牝３鹿 ５３ 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 村本牧場 ４４２＋ ４１：５５．９� １１．５
６７ シシャモフレンド 牝３鹿 ５３ 小原 義之大野 満氏 小原伊佐美 門別 大沢育成牧場 ４６２－１４１：５６．０� ２２６．４�
７９ アンプレシオネ 牝３芦 ５３ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４４８＋１４１：５６．５３ ４０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，０８１，１００円 複勝： ３２，３５６，８００円 枠連： １６，３７７，９００円

普通馬連： ５８，０５９，２００円 馬単： ５３，１５４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６１１，９００円

３連複： ６９，７３４，１００円 ３連単： １３８，７９２，５００円 計： ４１０，１６７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １，６９０円 � １９０円 枠 連（３－８） ７５０円

普通馬連 �� １１，９６０円 馬 単 �� １６，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４３０円 �� ３００円 �� ７，６８０円

３ 連 複 ��� １４，４２０円 ３ 連 単 ��� ８１，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２１０８１１ 的中 � ７８４３８（１番人気）
複勝票数 計 ３２３５６８ 的中 � １４８５２４（１番人気）� ２４２２（１０番人気）� ３５６２１（３番人気）
枠連票数 計 １６３７７９ 的中 （３－８） １６２５１（３番人気）
普通馬連票数 計 ５８０５９２ 的中 �� ３５８４（２７番人気）
馬単票数 計 ５３１５４０ 的中 �� ２３９８（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６１１９ 的中 �� １３５３（３０番人気）�� ２００５７（２番人気）�� ５９６（４３番人気）
３連複票数 計 ６９７３４１ 的中 ��� ３５７０（４２番人気）
３連単票数 計１３８７９２５ 的中 ��� １２５９（２０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３６．８―４９．５―１：０２．３―１：１５．１―１：２７．８―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルアシェイア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００６．１２．２３ 阪神２着

２００４．３．２２生 牝４黒鹿 母 ファレノプシス 母母 キャットクイル １８戦３勝 賞金 ３６，９００，０００円



２９０４２１０月１９日 晴 良 （２０京都４）第４日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時５０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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

４７ タマモクリエイト 牡３鹿 ５５ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５０６＋ ８１：１１．９ １５．７�

６１１ サンマルチーフ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ５０４＋ ８ 〃 クビ ４．１�
７１２� ギンザナイト 牡３栗 ５５ 川田 将雅齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane

Farms, Inc. ５０２＋ ４ 〃 ハナ １３．１�
２３ ダノンアスカ 牡３青鹿５５ 小牧 太�ダノックス 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８＋１０１：１２．０クビ ４．４�
１１ テイエムフルパワー 牡４栗 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３８＋ ２１：１２．６３� １１．９�
８１４ エイシンイッテン 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太平井 豊光氏 藤岡 健一 門別 戸川牧場 ５０８－ ４１：１２．８１� ４３．２�
３４ ツインズメモリー 牡３黒鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 門別 森永牧場 ４５６＋１６ 〃 アタマ ３０．０	
６１０	 エカテリーナ 牝５鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅小林 久義氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４６６＋ ８１：１３．２２� ２４８．８

２２ ミヤジレオン 牡４鹿 ５７

５５ △田中 健曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 的場牧場 ５０２－ ２１：１３．３� ６．１�
５９ トーホウボガード 牡３鹿 ５５ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４５２－ ２１：１３．５１
 ３．７�
３５ ロングゼネラル 牡４青鹿 ５７

５５ △田中 克典中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 斉藤 英 ４５０＋１４ 〃 ハナ ２８０．１
５８ 	 アンティシペイター 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大�アカデミー 本田 優 新冠 清水 克則 ４６８－ ４１：１３．７１
 １４８．１�
８１５ エプソムスタウト 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４８６＋ ２ 〃 クビ １７２．７�
７１３� ウィキッドウィンド �３栗 ５５

５２ ▲船曳 文士加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Millennium
Farms ５４６＋１０１：１３．８� ３０２．１�

４６ ファンダフル 牡３栗 ５５ 池添 謙一山本 慎一氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０４－ ２１：１５．１８ ２３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，０５３，３００円 複勝： ３０，９５３，１００円 枠連： ２０，３４３，８００円

普通馬連： ６５，５２６，７００円 馬単： ４８，６２０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９５４，９００円

３連複： ７８，１６９，２００円 ３連単： １３０，０６１，２００円 計： ４１３，６８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ４３０円 � １７０円 � ４４０円 枠 連（４－６） ２，１６０円

普通馬連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ６，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ２，９６０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １３，４４０円 ３ 連 単 ��� ８８，５５０円

票 数

単勝票数 計 １８０５３３ 的中 � ９０９１（７番人気）
複勝票数 計 ３０９５３１ 的中 � １６４１０（６番人気）� ６２７８２（２番人気）� １６０７８（７番人気）
枠連票数 計 ２０３４３８ 的中 （４－６） ６９６４（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６５５２６７ 的中 �� １９２２０（１０番人気）
馬単票数 計 ４８６２０１ 的中 �� ５７８１（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９５４９ 的中 �� ６０１１（１０番人気）�� １７５９（３３番人気）�� ６０４４（９番人気）
３連複票数 計 ７８１６９２ 的中 ��� ４２９３（５０番人気）
３連単票数 計１３００６１２ 的中 ��� １０８４（２８７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１２．２―１２．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３４．９―４７．１―５９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
３ ２（１３，１４）（９，１０）（７，１１）（４，６，１２）（１，１５）（８，３）５ ４ ２，１４，１３－（９，１０）１１（７，１２）（４，６，３）１，１５（５，８）

勝馬の
紹 介

タマモクリエイト �
�
父 カリズマティック �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００７．１１．２５ 京都１１着

２００５．３．３１生 牡３鹿 母 コンキスタドレス 母母 Bless You ９戦２勝 賞金 １６，７００，０００円



２９０４３１０月１９日 晴 良 （２０京都４）第４日 第７競走 ��
��２，４００�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５４�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

２：２２．６
２：２２．１

良

良

４７ ヘルバースト 牡４芦 ５７ 岩田 康誠田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５２４－ ２２：２５．１ ４．６�

８１６ ベルクハイル 牡３鹿 ５４ 内田 博幸 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５００＋１４ 〃 ハナ ７．３�
２３ ロ ザ リ オ 牡３鹿 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ８２：２５．２� １９．８�
１１ ワキノパワー �４鹿 ５７ 佐藤 哲三脇山 良之氏 坪 憲章 門別 下河辺牧場 ４２８＋ ６２：２５．５２ ３４．３�
１２ エメラルドミスト 牝３鹿 ５２ 池添 謙一 �キャロットファーム 宮本 博 浦河 桑田フアーム ４３４－ ８２：２５．６	 ８０．６�
７１３ エーシンダードマン 牡４青鹿５７ 安藤 勝己平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４９０＋１０２：２５．７	 ３．７	
８１７
� カネトシソレイユ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 大橋 勇樹 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４９８＋ ４２：２５．８� ６２．１

４８ メイショウリバー 牡３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ６２：２５．９クビ １６８．６�
３６ ニシノレイチェル 牝３栗 ５２ 長谷川浩大西山 茂行氏 北出 成人 鵡川 西山牧場 ４８８＋ ４２：２６．０� ２７．７�
２４ セイカアニマート 牡３栗 ５４ 和田 竜二久米 誠氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム ４５６－ ４ 〃 ハナ ９８．６
６１２ マイネルローゼン 牡３栗 ５４ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１０＋１２２：２６．１クビ １０．９�
３５ シゲルアンビシャス 牡３栗 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４９８＋１０ 〃 クビ ３３．１�
８１８ エイシンシテンノー 牡５青 ５７ 福永 祐一平井 豊光氏 藤原 英昭 浦河 栄進牧場 ４９０＋ ６２：２６．２	 ２７．３�
６１１ タッチオブレインズ 牡３黒鹿５４ 幸 英明名古屋友豊� 木原 一良 浦河 鎌田 正嗣 ４５６＋ ２２：２６．３� ４５．７�
５９ ダークジャケット 牡３黒鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４２：２６．７２	 ２０．８�
５１０ フューチャーボーイ 牡４栗 ５７

５６ ☆三浦 皇成セゾンレースホース� 松元 茂樹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４± ０２：２６．８	 ４．２�

７１４� スナークハリケーン 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ５１４－ ４ 〃 ハナ ３４４．０�
７１５ スプリングニース 牡３栗 ５４ 赤木高太郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 浦河 能登 武徳 ４４６± ０２：２８．０７ ３８１．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，８８５，２００円 複勝： ３７，８４３，５００円 枠連： ２９，１８３，０００円

普通馬連： ８９，０６３，９００円 馬単： ５９，８９２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１８９，１００円

３連複： １１１，０９１，６００円 ３連単： １７９，７６５，４００円 計： ５６３，９１４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ２８０円 � ５８０円 枠 連（４－８） １，２５０円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� ３，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� １，９６０円 �� ２，２００円

３ 連 複 ��� １５，７２０円 ３ 連 単 ��� ８３，６００円

票 数

単勝票数 計 ２６８８５２ 的中 � ４６６１９（３番人気）
複勝票数 計 ３７８４３５ 的中 � ６９８１７（２番人気）� ３４２１９（４番人気）� １４１２７（９番人気）
枠連票数 計 ２９１８３０ 的中 （４－８） １７３４１（６番人気）
普通馬連票数 計 ８９０６３９ 的中 �� ３６８４３（５番人気）
馬単票数 計 ５９８９２６ 的中 �� １２２２２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１８９１ 的中 �� １１３８７（４番人気）�� ３７１４（２１番人気）�� ３２８５（２９番人気）
３連複票数 計１１１０９１６ 的中 ��� ５２１６（５５番人気）
３連単票数 計１７９７６５４ 的中 ��� １５８７（２３７番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．６―１１．４―１２．０―１２．３―１２．６―１２．７―１２．８―１２．５―１１．５―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２３．６―３５．０―４７．０―５９．３―１：１１．９―１：２４．６―１：３７．４―１：４９．９―２：０１．４―２：１３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．２
１
３

・（１２，１５）１８－１，１６（７，９）－１０－（３，１７）（４，１１）８－６－１３，２－（１４，５）
１２，１５，１８，１，１６，７，９，１０（３，１７）（４，１１）（２，８，１３）６（１４，５）

２
４

１２，１５－１８－１－１６，７，９－１０，３，１７，４，１１，８－６（２，１３）－（１４，５）・（１２，１８）１６（１，１５）（７，９）（１０，１７）（３，１１）（４，８，１３）（２，６）（１４，５）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヘルバースト �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．９．１６ 札幌４着

２００４．３．１生 牡４芦 母 サンバデリオ 母母 ル ゼ ッ ト １７戦３勝 賞金 ３２，９２０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スプリングバレル号
（非抽選馬） １頭 サンレイマグナム号



２９０４４１０月１９日 晴 良 （２０京都４）第４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）

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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１５ メイショウボンハオ 牡３鹿 ５５ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４７０＋ ４１：２３．９ １．９�

４７ サイキックダイブ 牡４青鹿５７ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ
ジメント 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０± ０ 〃 クビ ７．３�

６１２ シャドウデイル 牡３鹿 ５５
５４ ☆三浦 皇成飯塚 知一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５１８＋ ２１：２４．１１� ３０．７�

５１０ マルブツサクラオー 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４６２＋ ８１：２４．８４ １０．８�
２４ マイネルトリオンフ 牡３栗 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 様似 ホウセイ牧場 ５２０＋ ４ 〃 ハナ １８６．１�
５９ リアルヴィクトリー 牡３鹿 ５５ 小牧 太杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４７８± ０１：２４．９� ４６．９	
１２ ダイシンサーベル 牡３黒鹿５５ 藤岡 佑介大八木信行氏 松元 茂樹 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０＋ ８１：２５．０� ８．８

７１４ リバーアゲイン 牡３栗 ５５ 福永 祐一河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４７２－ ２１：２５．２１ ４６．２�
８１６ ブラックルーラー 牡３黒鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４ 〃 クビ ７．１�
３５ � レッドゾーン 牡４栗 ５７

５４ ▲田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４９０－ ２１：２５．３� ３９．０
６１１� アキノキャプテン 牡４黒鹿５７ 熊沢 重文穐吉 正孝氏 角居 勝彦 浦河 荻伏三好フ

アーム ４５６－ ８１：２５．４� ３３．２�
７１３ マイネアクトナイン 牝３鹿 ５３ 吉田 隼人 �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 ４２２－ ２１：２５．５� ３０７．９�
２３ アップカントリー 牡３鹿 ５５ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２１：２６．７７ １３．７�
３６ レスポンスシチー 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 田中 章博 浦河 上山牧場 ４８０＋ ４１：２６．９１� ４５２．３�
１１ � ウォータートリック 牡５栗 ５７ 高橋 亮山岡 良一氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ５２２＋２２１：２７．３２� ３５８．９�
４８ ダンツヘイロー 牡３鹿 ５５ 池添 謙一山元 哲二氏 本田 優 三石 金舛 幸夫 ４８８＋１６１：２８．１５ ５９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，５１９，８００円 複勝： ４７，５４５，１００円 枠連： ３１，２２１，３００円

普通馬連： ９１，８３６，５００円 馬単： ７３，０４６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，２９２，１００円

３連複： １０９，６６４，３００円 ３連単： ２０４，８３４，８００円 計： ６２２，９５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ６６０円 枠 連（４－８） ４３０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，６６０円 �� ３，２３０円

３ 連 複 ��� ８，５５０円 ３ 連 単 ��� ２５，１００円

票 数

単勝票数 計 ３３５１９８ 的中 � １４４５２１（１番人気）
複勝票数 計 ４７５４５１ 的中 � １４４７４９（１番人気）� ８１７１５（２番人気）� １１３８１（１０番人気）
枠連票数 計 ３１２２１３ 的中 （４－８） ５４３６２（１番人気）
普通馬連票数 計 ９１８３６５ 的中 �� １０８２３２（２番人気）
馬単票数 計 ７３０４６０ 的中 �� ５８７４４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１２９２１ 的中 �� ２８９９５（２番人気）�� ４３１３（１７番人気）�� ２１６９（３６番人気）
３連複票数 計１０９６６４３ 的中 ��� ９４７４（２７番人気）
３連単票数 計２０４８３４８ 的中 ��� ６０２４（６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．０―３４．８―４７．１―５９．６―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウボンハオ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１．１３ 京都２着

２００５．５．１７生 牡３鹿 母 テンザンストーム 母母 Rythmical ８戦２勝 賞金 ２３，０５７，０００円



２９０４５１０月１９日 晴 良 （２０京都４）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

ほ り か わ

堀 川 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４７ マルティンスターク 牝３鹿 ５３ 池添 謙一 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４３４＋ ８１：４５．２ １３．７�

６１２ クィーンスプマンテ 牝４栗 ５５ 浜中 俊 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：４５．３� ２３．９�
１２ ヤサシイキモチ 牝３鹿 ５３ 渡辺 薫彦宮城 寛也氏 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４４６＋ ２１：４５．４� ７２．３�
２４ キクカラヴリイ 牝４鹿 ５５ 角田 晃一飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５４－ ２１：４５．５クビ ２３．９�
８１５ パッションレッド 牝４栗 ５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４７４－１２１：４５．６� ４．７�
７１４ ローザブランカ 牝３芦 ５３ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２１：４５．８１� ２９．６	
４８ スペルバインド 牝３鹿 ５３ 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４８８＋ ２１：４５．９クビ ８．０

２３ ヴィクトリアアイ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６± ０１：４６．０� ３２．０�
３５ タガノグラマラス 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７４＋ ６ 〃 クビ ２．８�
８１６ チェレブリタ 牝３鹿 ５３ 藤岡 佑介�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４３８＋ ４１：４６．２１ ７．４
５９ オースミマコ 牝３鹿 ５３ 和田 竜二�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：４６．３� １０８．３�
５１０ ヴェルザンディ 牝３鹿 ５３ 武 豊 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４４６－ ８１：４６．５１� １１．０�
３６ テンザンコノハナ 牝４鹿 ５５ 石橋 守平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４８２＋ ２１：４６．６クビ ６５．０�
６１１ シンシンマーキー 牝６芦 ５５ 高井 彰大�槇本牧場 新川 恵 門別 三輪牧場 ４８４－１４１：４６．８１	 ３９７．７�
７１３ グ ラ ー フ 牝３鹿 ５３ 長谷川浩大坂田 行夫氏 田所 秀孝 門別 細川牧場 ４７８－ ６１：４６．９� １５．１�
１１ ウォーターリメイン 牝３栗 ５３ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４１８＋ ６１：４７．３２� １４８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，８９２，９００円 複勝： ６４，８１６，６００円 枠連： ４７，１８５，１００円

普通馬連： １６８，６７４，４００円 馬単： ９８，７６７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，４３２，１００円

３連複： １８６，１５５，２００円 ３連単： ３６２，１６７，５００円 計： １，０１１，０９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ４７０円 � ６１０円 � １，９１０円 枠 連（４－６） ５，７４０円

普通馬連 �� １３，３９０円 馬 単 �� ２４，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６６０円 �� １３，８５０円 �� １７，１３０円

３ 連 複 ��� ２４８，８９０円 ３ 連 単 ��� １，３７７，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３６８９２９ 的中 � ２１２４１（６番人気）
複勝票数 計 ６４８１６６ 的中 � ３８６１０（５番人気）� ２８７３８（９番人気）� ８２７０（１２番人気）
枠連票数 計 ４７１８５１ 的中 （４－６） ６０７０（１７番人気）
普通馬連票数 計１６８６７４４ 的中 �� ９２９８（４０番人気）
馬単票数 計 ９８７６７３ 的中 �� ３００６（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６４３２１ 的中 �� ３１６０（３９番人気）�� ８２１（７４番人気）�� ６６３（８３番人気）
３連複票数 計１８６１５５２ 的中 ��� ５５２（２６７番人気）
３連単票数 計３６２１６７５ 的中 ��� １９４（１５３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．３―１１．７―１１．９―１１．６―１１．１―１２．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３４．７―４６．４―５８．３―１：０９．９―１：２１．０―１：３３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルティンスターク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．１０ 京都２着

２００５．４．１４生 牝３鹿 母 ラ テ ル ネ 母母 ヨシオカザン ７戦３勝 賞金 ３６，６９３，０００円



２９０４６１０月１９日 晴 良 （２０京都４）第４日 第１０競走 ��
��１，６００�

きよみず

清水ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，１９．１０．１３以降２０．１０．１２まで１回以上出走馬，除３歳未出走
馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

４８ ポルトフィーノ 牝３鹿 ５３ 武 豊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ８１：３２．５ ２．６�

３５ ス ピ リ タ ス �３栗 ５４ 安藤 勝己 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４３４－ ２ 〃 ハナ ２．７�
２３ キタノリューオー 牡４栗 ５７ 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５４８＋ ２１：３２．９２� ６．３�
３６ アドマイヤヘッド 牡４芦 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４７４± ０ 〃 クビ ２４．６�
５１０ メガトレンド 牡６黒鹿５４ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ５０４－ ２１：３３．０クビ ３９．７�
８１５ ファランドール 牝６鹿 ５４ 赤木高太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４３４－ ８ 〃 クビ １１６．３	
７１３ シャイナムスメ 牝４黒鹿５４ 浜中 俊�飛野牧場 坂口 正大 静内 飛野牧場 ４６８＋ ４１：３３．１クビ ９．２

８１７ コスモラヴアゲイン 牡６青鹿５３ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 佐々木晶三 静内 泊 寿幸 ４９２± ０１：３３．３１ ２４０．６�
６１２� セイウンワキタツ 牡５鹿 ５５ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４７０－ ６ 〃 ハナ ３１．６�
２４ サウスティーダ 牝５芦 ５３ 池添 謙一岡田 牧雄氏 小崎 憲 門別 インターナシヨナル牧場 ４９０＋ ２１：３３．４� ４６．５
７１４� ゼットフラッシュ 牡５鹿 ５６ 三浦 皇成�フォーレスト 山内 研二 英 Barry Taylor ５２０＋１０ 〃 ハナ ４７．４�
５９ ライブリシュロム 牡５栗 ５３ 石橋 守加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４８０± ０１：３３．５� ２８２．６�
１２ ロックスピリッツ 牡６鹿 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム ４７０－ ４ 〃 クビ ５９．４�
６１１ トーワユメジ 牡６鹿 ５５ 福永 祐一齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４４８－ ６１：３３．６� １７７．１�
８１６ フミノサチヒメ 牝５栗 ５３ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４５６＋ ４ 〃 アタマ ４３．９�
１１ サインオブゴッド 牡５栗 ５５ 岩田 康誠木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４６８－１４１：３４．０２� ４２．５�
４７ オースミマーシャル 牡３鹿 ５２ 和田 竜二�オースミ 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０－ ８ 〃 クビ ２１２．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ５０，７３１，０００円 複勝： ６１，４３７，８００円 枠連： ４５，４５０，９００円

普通馬連： ２０１，４２３，７００円 馬単： １３６，９９２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，１０７，７００円

３連複： ２０１，３８３，１００円 ３連単： ４７６，９０４，４００円 計： １，２２６，４３１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（３－４） ４２０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３６０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ７７０円 ３ 連 単 ��� ２，７２０円

票 数

単勝票数 計 ５０７３１０ 的中 � １５７４０３（１番人気）
複勝票数 計 ６１４３７８ 的中 � １１８７９４（２番人気）� １５１５８４（１番人気）� １００８４９（３番人気）
枠連票数 計 ４５４５０９ 的中 （３－４） ８０８１８（１番人気）
普通馬連票数 計２０１４２３７ 的中 �� ３２９８５３（１番人気）
馬単票数 計１３６９９２５ 的中 �� １３１２２４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２１０７７ 的中 �� ７２１７８（１番人気）�� ３２３５９（４番人気）�� ４７３９３（２番人気）
３連複票数 計２０１３８３１ 的中 ��� １９３９１１（１番人気）
３連単票数 計４７６９０４４ 的中 ��� １２９７３６（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３４．５―４６．３―５７．７―１：０８．９―１：２０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポルトフィーノ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．６．１６ 阪神１着

２００５．３．１４生 牝３鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール ４戦３勝 賞金 ４４，９９３，０００円



２９０４７１０月１９日 晴 良 （２０京都４）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第１３回秋 華 賞（ＪｐｎⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
京都市長賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ８９，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，９００，０００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

１：５７．５
１：５６．４
１：５８．１

良

良

良

２４ ブラックエンブレム 牝３黒鹿５５ 岩田 康誠田原 邦男氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ４１：５８．４ ２９．９�

１１ ムードインディゴ 牝３栗 ５５ 福永 祐一金子真人ホール
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 ４５６± ０１：５８．５� １６．７�
７１５ プロヴィナージュ 牝３鹿 ５５ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１０－ ４１：５８．６� １４７．２�
５１０ ブライティアパルス 牝３鹿 ５５ 藤岡 康太小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ３３．０�
３５ エフティマイア 牝３鹿 ５５ 吉田 隼人吉野 英子氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４４２－１４１：５８．７� １０．０�
４７ リトルアマポーラ 牝３黒鹿５５ 武 幸四郎 �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 ４７０＋１０ 〃 クビ １３．９	
２３ ソーマジック 牝３鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９８＋ ８１：５８．８� ２４．２

８１７ レ ジ ネ ッ タ 牝３鹿 ５５ 小牧 太 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４４± ０１：５８．９� ４．０�
８１８ オ デ ィ ー ル 牝３芦 ５５ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８－ ２ 〃 アタマ １０．４�
６１１ トールポピー 牝３鹿 ５５ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４７２－ ４ 〃 ハナ ３．６
８１６ メイショウベルーガ 牝３芦 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９０＋ ４１：５９．０クビ ３２．６�
１２ ピサノジュバン 牝３黒鹿５５ 浜中 俊市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４４４＋１６１：５９．１� １６１．３�
６１２ カレイジャスミン 牝３鹿 ５５ 北村 宏司ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４８４－ ８１：５９．２� １７２．９�
３６ レッドアゲート 牝３黒鹿５５ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３０－ ４ 〃 アタマ １３．９�
５９ マイネレーツェル 牝３鹿 ５５ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４１６＋ ４ 〃 クビ １２．６�
７１３ アロマキャンドル 牝３栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：５９．３クビ ３７．４�
４８ ユ キ チ ャ ン 牝３白 ５５ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 早来 ノーザンファーム B４９０± ０１：５９．８３ ２１．４�
７１４ エアパスカル 牝３黒鹿５５ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４１６± ０２：００．８６ ４３．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４８，１３９，６００円 複勝： ３６６，６２０，９００円 枠連： ５９９，９２４，８００円

普通馬連： ２，５６８，４８５，７００円 馬単： １，３３５，５４６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４６５，９６８，５００円

３連複： ２，６２７，１７７，６００円 ３連単： ６，１０１，１２１，８００円 計： １４，４１２，９８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９９０円 複 勝 � ９３０円 � ６１０円 � ６，２１０円 枠 連（１－２） ８，７１０円

普通馬連 �� ２３，０８０円 馬 単 �� ５２，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，３３０円 �� ５６，１１０円 �� ２８，２２０円

３ 連 複 ��� １，８６９，６８０円 ３ 連 単 ��� １０，９８２，０２０円

票 数

単勝票数 計３４８１３９６ 的中 � ９１８５２（１１番人気）
複勝票数 計３６６６２０９ 的中 � １０５３５１（１０番人気）� １６８５１１（７番人気）� １４５５５（１８番人気）
枠連票数 計５９９９２４８ 的中 （１－２） ５０８４１（２９番人気）
普通馬連票数 計２５６８４８５７ 的中 �� ８２１５５（６６番人気）
馬単票数 計１３３５５４６２ 的中 �� １８９１０（１３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４６５９６８５ 的中 �� １８２４０（６７番人気）�� ２０３５（１４９番人気）�� ４０５２（１２１番人気）
３連複票数 計２６２７１７７６ 的中 ��� １０３７（７５０番人気）
３連単票数 計６１０１１２１８ 的中 ��� ４１０（４２７５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１２．３―１２．２―１１．４―１２．５―１１．９―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�
１２．３―２２．７―３５．０―４７．２―５８．６―１：１１．１―１：２３．０―１：３４．５―１：４６．３

コーナー
通過順位

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

２
４
１４，１５－１０－１２，８（４，５）１１，３（９，１８）（１，６）１７（２，１６）７，１３
１５－（１４，１２）（１０，５，８）（４，３，１１）１８，１，１７（２，９）７（１３，６）１６

勝馬の
紹 介

ブラックエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．８．１２ 札幌８着

２００５．１．２２生 牝３黒鹿 母 ヴァンドノワール 母母 プリンセスデリーデ ９戦４勝 賞金 １６４，３４３，０００円
〔発走状況〕 アロマキャンドル号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 ウォーターリメイン号・カイゼリン号・グラーフ号・シングライクバード号・スペルバインド号・ポルトフィーノ号・

マルティンスターク号・ヤサシイキモチ号・ライムキャンディ号



２９０４８１０月１９日 晴 良 （２０京都４）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�

て ん の う ざ ん

天 王 山 特 別
発走１６時２０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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

７１４ ア ナ モ リ 牝３鹿 ５３ 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４２８± ０１：１１．３ ５．２�

６１２� エーシンドゥベター 牡３青鹿５５ 福永 祐一平井 宏承氏 小崎 憲 米 Winches-
ter Farm ４９４＋ ４１：１１．５１� ５４．０�

６１１ フサイチコウキ 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６－ ４ 〃 クビ ３．０�
２３ インプルーヴ 牡３黒鹿５５ 藤岡 佑介武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 ５３６－ ６１：１１．６クビ ２０．９�
５９ スリーサンフレンチ 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ２７．０�
３５ � ハイエモーション 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝前田 幸治氏 萩原 清 米 Sabrina

Plumley ４６０－ ６１：１１．７	 ２８．７�
８１５ メ ガ リ ス 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太 	社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋ ２１：１１．８クビ １１．２

４８ ローランバーク 牡４栗 ５７ 内田 博幸斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４７０± ０１：１１．９� ５．９�
４７ ド キ ャ ー レ 牡３栗 ５５ 赤木高太郎浜RC組合 大橋 勇樹 静内 酒井 静男 ４６６± ０１：１２．０	 ５３．２�
２４ コクシムソウ 牡５栗 ５７ 金折 知則小川 洋氏 松元 茂樹 新冠 小田 健一 ４７６＋ ２１：１２．７４ １８３．４
８１６� セレスダイナミック 
５黒鹿５７ 和田 竜二岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ５０４＋ ６１：１２．８クビ ４１．５�
３６ アイファーラブラブ 牝６鹿 ５５ 酒井 学中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４４０－１８１：１２．９	 ２８．６�
５１０� アポインテッドボブ 牡４鹿 ５７ 池添 謙一藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Fox Hill

Farms, Inc. ５３４＋ ６１：１３．１１� ５．９�
１２ プラチナムペスカ 牡４芦 ５７ 角田 晃一ユーモード 松永 昌博 三石 土田農場 ４９０＋ ２１：１３．２	 ４８．５�
７１３ スズカローズマリー 牝５栗 ５５ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４３０－ ４１：１３．６２� ２５２．２�
１１ リンリンリン 牡４鹿 ５７ 小牧 太榮 義則氏 森 秀行 門別 三城牧場 B４７０＋ ２１：１４．１３ １７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，０２８，０００円 複勝： ８５，７８５，８００円 枠連： ６５，１７９，４００円

普通馬連： ２６４，２１４，８００円 馬単： １５６，７４２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，０４６，１００円

３連複： ２６６，１５７，０００円 ３連単： ６００，７０６，６００円 計： １，５７３，８６０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ９８０円 � １７０円 枠 連（６－７） ７９０円

普通馬連 �� １３，６１０円 馬 単 �� ２３，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１８０円 �� ３８０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� １２，７９０円 ３ 連 単 ��� ９９，３４０円

票 数

単勝票数 計 ６３０２８０ 的中 � ９５９１５（２番人気）
複勝票数 計 ８５７８５８ 的中 � １２９０６５（２番人気）� １６４３４（１３番人気）� １６９７９３（１番人気）
枠連票数 計 ６５１７９４ 的中 （６－７） ６１３１７（２番人気）
普通馬連票数 計２６４２１４８ 的中 �� １４３３０（４７番人気）
馬単票数 計１５６７４２７ 的中 �� ４９６２（７７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２０４６１ 的中 �� ３９１９（５０番人気）�� ５４２２１（１番人気）�� ８２４７（２２番人気）
３連複票数 計２６６１５７０ 的中 ��� １５３６９（３８番人気）
３連単票数 計６００７０６６ 的中 ��� ４４６３（３０９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．３―１２．１―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．２―４６．３―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ナ モ リ �
�
父 トワイニング �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００７．１０．２８ 京都４着

２００５．４．２１生 牝３鹿 母 エクシードワン 母母 オーパスワン １２戦３勝 賞金 ３５，０６９，０００円
〔制裁〕 アポインテッドボブ号の騎手池添謙一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２２頭 アルシラート号・インディゴラヴ号・ヴァンジェーロ号・ヴォレハクユウ号・エイシンイッキ号・

オリジナルフェイト号・コアレスピューマ号・ゼッタイヒルマン号・ダイゴカムイ号・タニノジュレップ号・
テイエムハヤテオー号・テーオーギャング号・ドリームクラウン号・トーホウヘレン号・ナムラフランキー号・
ポートジェネラル号・ポートラヴ号・マハーバリプラム号・メイショウワカツキ号・メリッサ号・ロックオブサリサ号・
ワンダーグラス号



（２０京都４）第４日 １０月１９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７４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

３６２，２５０，０００円
２，１３０，０００円
１６，４１０，０００円
７，２７０，０００円
４１，５７０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６３，７５３，０００円
５，１９０，０００円
１，７５７，４００円

勝馬投票券売得金
６７９，０３１，０００円
８７１，４０４，９００円
９１４，１５５，４００円
３，７０３，２５９，０００円
２，１６７，１２９，２００円
８１０，５０６，５００円
３，８７９，７８２，５００円
８，６５０，６８９，４００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 ２１，６７５，９５７，９００円

総入場人員 ４６，６６０名 （有料入場人員 ４４，３１２名）




