
３２０４９１１月２３日 晴 良 （２０京都５）第５日 第１競走 ��１，２００�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

１：１１．６
１：１０．９

良

不良

１２ 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 ５０２＋ ８１：１２．６ ２．７�

５９ エリモフリーダム 牡２鹿 ５５ 川島 信二山本 敏晴氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４５８＋ ４１：１３．６６ ７．２�
２４ ナムラワカバ 牝２栗 ５４

５２ △田中 克典奈村 信重氏 松永 昌博 浦河 中島牧場 ４４８－ ２１：１４．２３� １１．５�
４８ ア リ デ ッ ド 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０ 〃 クビ ２．６�
５１０ アートオブダンサー 牝２鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７４＋ ４１：１４．４１� ２２．１�
１１ スターサイクル 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６２－ ６ 〃 ハナ ７５．９�
３６ ザバトルユージロー 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３６＋ ２１：１４．５クビ １５．７	
６１１ ミラクルフェイマス 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎アルツト組合 福永 甲 新冠 柏木 一則 ４３８＋ ４ 〃 ハナ ３７６．０

６１２ マルコードリーム 牡２栗 ５５

５３ △田中 健岡田 宏二氏 坂口 正則 鵡川 上水牧場 ４５８± ０１：１４．８１� ２８０．３�
４７ マコトバンクウ 牡２黒鹿５５ 川田 将雅眞壁 明氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４５２＋ ８１：１５．１１� ４１．０�
８１６ キーサミット 牡２青鹿５５ 岩田 康誠北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４４６± ０ 〃 ハナ １６．０
７１３ ワンパクタイショウ 牡２青鹿５５ 鮫島 良太西村新一郎氏 梅田 康雄 青森 マルシチ牧場 ４２４± ０ 〃 ハナ ２９２．０�
２３ テイエムテンガネ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 ４２０＋ ２ 〃 ハナ ２４１．１�
７１４ サダムヨカモン 牝２栗 ５４ 内田 博幸大西 定氏 中村 均 様似 ホウセイ牧場 ４６４＋ ２１：１５．３１� ５３．８�
８１５ プティローズ 牝２鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田 猛 ４９６－ ２１：１５．７２� ２５５．０�
３５ ロックオブゴールド 牝２鹿 ５４ 福永 祐一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４７０－ ６１：１５．８クビ ３１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０７７，８００円 複勝： ２２，３４１，１００円 枠連： １４，６０８，５００円

普通馬連： ５２，１２７，４００円 馬単： ４１，６３４，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８９２，９００円

３連複： ６６，１１７，０００円 ３連単： １０１，５７６，５００円 計： ３３２，３７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（１－５） ６７０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ６７０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ３，０２０円 ３ 連 単 ��� １０，２３０円

票 数

単勝票数 計 １５０７７８ 的中 � ４４５４９（２番人気）
複勝票数 計 ２２３４１１ 的中 � ６２３７０（１番人気）� ３１６５４（３番人気）� １６９５６（４番人気）
枠連票数 計 １４６０８５ 的中 （１－５） １６１５５（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２１２７４ 的中 �� ４７３８５（２番人気）
馬単票数 計 ４１６３４４ 的中 �� ２１２２７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８９２９ 的中 �� １４９５５（３番人気）�� ６７６５（６番人気）�� ３９７２（１２番人気）
３連複票数 計 ６６１１７０ 的中 ��� １６１９４（８番人気）
３連単票数 計１０１５７６５ 的中 ��� ７３３３（２３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．６―１２．３―１２．５―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイクリムズン �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サウスアトランテイツク デビュー ２００８．８．２ 小倉８着

２００６．３．１３生 牡２黒鹿 母 ス ダ リ ー フ 母母 ス ダ フ ラ ウ ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タガノタンドゥール号



３２０５０１１月２３日 晴 良 （２０京都５）第５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

８１６ ラ タ ー シ ュ 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５１４＋１０１：５５．２ ５．７�

５９ 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 ５２２－ ６ 〃 ハナ ２．０�
５１０ タナカラボタモチ 牡２栗 ５５ 小牧 太�グランプリ 吉田 直弘 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２１：５５．７３ ５．３�
６１１ サンライズフェア 牡２鹿 ５５ C．ルメール 松岡 隆雄氏 羽月 友彦 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０２＋ ２１：５５．８� ３７．５�
（仏）

８１５ オシャベリコパ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一小林 祥晃氏 河内 洋 鵡川 上水牧場 ４７０－ ６１：５５．９� ７．９�
２３ シルバーフィールド 牡２黒鹿５５ 幸 英明近藤 克麿氏 清水 出美 浦河 丸幸小林牧場 ４８４± ０１：５６．０� ８０．８	
４７ ヒルノカンクン 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎蛭川 正文氏 福島 信晴 青森 今川 満良 ４８２± ０１：５６．１クビ ２３３．２

３６ シゲルアサマヤマ 牡２青鹿５５ O．ペリエ 森中 蕃氏 藤岡 範士 浦河 冨岡牧場 ４６２± ０１：５６．７３� ５８．３�

（仏）

１２ ドンドドーン 牡２芦 ５５ 竹之下智昭�辻牧場 友道 康夫 浦河 辻 牧場 ５４２＋１８１：５６．９１� １１．３�
７１３ ラッキーパズル 牝２鹿 ５４ 北村 友一玉井 宏和氏 谷 潔 日高 白井牧場 B４１８－ ２１：５７．１１� １７２．９
３５ マルタカテイオー 牡２黒鹿 ５５

５３ △田中 克典高橋 義和氏 山内 研二 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４５０＋ ６１：５７．６３ ２９４．０�

７１４ ディアロックオン 牡２芦 ５５ 佐藤 哲三�樽さゆり氏 矢作 芳人 新冠 タニグチ牧場 ４７０± ０１：５７．９２ ７５．６�
４８ フ ク ツ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４５６± ０１：５８．４３ １３０．２�
６１２ ストゥレガーレ 牡２鹿 ５５

５３ △田中 健 �キャロットファーム 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４２４＋ ２１：５９．１４ １０７．４�

１１ メテオストリーム 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ
ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０＋ ６ 〃 ハナ ８６．１�

２４ リーディングパート 牡２青鹿５５ 安藤 勝己�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４７４＋ ８１：５９．８４ １７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４５１，２００円 複勝： ２１，２１７，６００円 枠連： １７，３１９，６００円

普通馬連： ４７，２０１，６００円 馬単： ３８，７１６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８８０，５００円

３連複： ６２，６３１，９００円 ３連単： ９３，２２４，７００円 計： ３１４，６４３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（５－８） ２６０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ５００円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� ６，８５０円

票 数

単勝票数 計 １６４５１２ 的中 � ２２８５８（３番人気）
複勝票数 計 ２１２１７６ 的中 � ２５７４３（４番人気）� ６８６５８（１番人気）� ３５４８４（２番人気）
枠連票数 計 １７３１９６ 的中 （５－８） ４９７２８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７２０１６ 的中 �� ４３９９２（３番人気）
馬単票数 計 ３８７１６０ 的中 �� １４８７４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８８０５ 的中 �� １１９９２（３番人気）�� ７７６３（６番人気）�� ２６０２９（１番人気）
３連複票数 計 ６２６３１９ 的中 ��� ４６５５６（２番人気）
３連単票数 計 ９３２２４７ 的中 ��� １００４４（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．７―１３．６―１３．０―１３．１―１２．９―１３．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３６．３―４９．９―１：０２．９―１：１６．０―１：２８．９―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．２
１
３

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

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

ラ タ ー シ ュ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Cozzene デビュー ２００８．７．６ 阪神９着

２００６．３．３１生 牡２栗 母 ラ タ フ ィ ア 母母 Sakura Fabulous ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走状況〕 シゲルアサマヤマ号は，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ケージーサミット号・ランドレビン号
※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。



３２０５１１１月２３日 晴 良 （２０京都５）第５日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時００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

１：２０．８
１：２０．３

良

良

８１４ アイレンベルク 牝２鹿 ５４
５１ ▲田村 太雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４３０＋ ４１：２２．１ ７．６�

４７ スプリングアウェク 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介ポリッシュホースメイト荒川 義之 三石 タツヤファーム ４５０－ ２１：２２．２クビ １１．４�
５８ キシュウグラシア 牝２黒鹿５４ 幸 英明木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ ８．９�
５９ ビヨンドマイリーチ 牝２黒鹿５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 松永 幹夫 浦河 谷川牧場 ４５８± ０１：２２．３� １３．３�
４６ フェイズシフト 牝２黒鹿５４ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４４４＋ ２ 〃 アタマ ４．９�
２３ ハイフィールド 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４１８－ ４１：２２．４� １０．０	
７１３ グッドルッキング 牝２芦 ５４ 秋山真一郎長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋ ２１：２２．８２� ５．７

２２ ロイヤルクリッパー 牝２栗 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース清水 出美 三石 追分ファーム ４６６＋ ６１：２３．０１� ６．９�
３４ ア キ ノ ラ ブ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘穐吉 正孝氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４６２＋１２１：２３．１� ２６．９�
７１２ ローズタトゥ 牝２鹿 ５４ 荻野 要昴ホースクラブ 鹿戸 明 新ひだか 土田 扶美子 ４６４－ ８ 〃 クビ ２３１．５
６１１ インバラトゥーラ 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２８＋ ４ 〃 アタマ ２６２．５�
１１ エリモフォーダイヤ 牝２鹿 ５４ C．ルメール 山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４５０－ ４１：２３．４１� ９２．１�

（仏）

８１５ マイネカプリシャス 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 イワミ牧場 ４２０＋ ２ 〃 アタマ ６．３�

３５ メイショウキャラ 牝２鹿 ５４ 角田 晃一松本 好�氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 ４１８－ ２１：２３．６１ １４１．３�
６１０ デンコウブルー 牝２黒鹿５４ 上村 洋行田中 康弘氏 坂口 正則 三石 折手牧場 ４８２－ ６１：２８．８大差 ２００．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，３８６，１００円 複勝： ２８，７９１，７００円 枠連： ２１，０９０，８００円

普通馬連： ５６，２５６，１００円 馬単： ４０，０４４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８７３，３００円

３連複： ７４，４１３，４００円 ３連単： １０９，３５６，７００円 計： ３６５，２１２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２２０円 � ３７０円 � ３００円 枠 連（４－８） ６２０円

普通馬連 �� ３，３３０円 馬 単 �� ６，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ８３０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ８，１３０円 ３ 連 単 ��� ５５，０２０円

票 数

単勝票数 計 １６３８６１ 的中 � １７０３４（５番人気）
複勝票数 計 ２８７９１７ 的中 � ３８５８６（３番人気）� １９１４６（８番人気）� ２４８２７（７番人気）
枠連票数 計 ２１０９０８ 的中 （４－８） ２５２４１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５６２５６１ 的中 �� １２５０３（２２番人気）
馬単票数 計 ４００４４２ 的中 �� ４５５３（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８７３３ 的中 �� ４４１７（１９番人気）�� ５７３３（５番人気）�� ３４８８（２５番人気）
３連複票数 計 ７４４１３４ 的中 ��� ６７６０（４２番人気）
３連単票数 計１０９３５６７ 的中 ��� １４６７（３０１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．７―１１．８―１１．６―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．９―４６．７―５８．３―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイレンベルク �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１０．５ 阪神２着

２００６．４．２０生 牝２鹿 母 トップアイレン 母母 ライトオンタイム ４戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デンコウブルー号は，平成２０年１２月２３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。



３２０５２１１月２３日 晴 良 （２０京都５）第５日 第４競走 ��
��２，０００�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

２：００．７
１：５９．９

良

良

８１６ ヤマニンウイスカー 牡２青 ５５ 北村 友一土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ４８２－ ８２：０１．９ ９４．６�

２３ � メダリアビート 牡２黒鹿５５ C．ルメール 門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse
Farm, Inc. ４５８＋ ６２：０２．２１� ３．５�

（仏）

５９ ペパーミントラヴ 牝２芦 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５０２＋ ８ 〃 クビ １２．７�
２４ ヒカリアスティル 牡２鹿 ５５ 小牧 太當山 �則氏 谷 潔 伊達 高橋農場 ４９０－ ４２：０２．３� ４１．９�
３６ ネオイユドゥレーヌ 牝２黒鹿５４ 内田 博幸小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６２－ ６２：０２．４クビ ３７．８�
５１０ ダノンエクスプレス 牡２栗 ５５ 四位 洋文	ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４７２± ０２：０２．６１� １４．０

１１ ウインヴェロシティ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介	ウイン 池江 泰郎 新冠 パカパカ

ファーム ５０６－１０２：０２．７	 ４２．３�
６１１ キタサンチーフ 牡２黒鹿５５ 幸 英明�大野商事 梅田 智之 日高 古川 優 ４７６± ０２：０２．８	 ４４７．１�
８１５ スマートフライヤー 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 大川 徹氏 飯田 雄三 日高 野島牧場 ５００－１０ 〃 クビ １０．１

（仏）

７１４ モンスターハンター 牡２青鹿５５ 鮫島 良太青山 洋一氏 平田 修 静内 千代田牧場 ５３０－ ４２：０２．９クビ ８１．８�
４８ タガノバロナーク 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６２－ ２２：０３．０	 １８．３�
３５ セフティファンキー 牡２栗 ５５ 吉田 豊池田 實氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 B４５０－ ２２：０３．１クビ ２４５．７�
４７ ユーセイヤマトオー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５０２± ０ 〃 ハナ ５２．３�
１２ トゥザハッスル 牝２黒鹿５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６６－ ６２：０３．２� ５５．１�
７１３ リバティーフロー 牡２栗 ５５ 横山 典弘臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８６－ ２ 〃 クビ １．９�
６１２ 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 ４８６－ ８２：０７．０大差 ３３１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，４７０，１００円 複勝： ３５，４９０，６００円 枠連： １９，８８９，０００円

普通馬連： ７１，９２７，９００円 馬単： ５７，４０２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２３１，２００円

３連複： ８１，４９０，９００円 ３連単： １４９，６５２，３００円 計： ４６６，５５４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，４６０円 複 勝 � １，６４０円 � １６０円 � ２７０円 枠 連（２－８） １，７２０円

普通馬連 �� １３，５００円 馬 単 �� ４３，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８９０円 �� ８，１７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ４４，０００円 ３ 連 単 ��� ４３６，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２５４７０１ 的中 � ２１２２（１３番人気）
複勝票数 計 ３５４９０６ 的中 � ４０６７（１３番人気）� ８２９８７（２番人気）� ３３５８３（３番人気）
枠連票数 計 １９８８９０ 的中 （２－８） ８５７８（７番人気）
普通馬連票数 計 ７１９２７９ 的中 �� ３９３４（２９番人気）
馬単票数 計 ５７４０２６ 的中 �� ９７５（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２３１２ 的中 �� １５４０（３１番人気）�� ７２６（５５番人気）�� １１１６３（５番人気）
３連複票数 計 ８１４９０９ 的中 ��� １３６７（９６番人気）
３連単票数 計１４９６５２３ 的中 ��� ２５３（６６８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．７―１３．４―１２．５―１２．４―１２．３―１１．９―１２．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３５．４―４８．８―１：０１．３―１：１３．７―１：２６．０―１：３７．９―１：４９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンウイスカー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．１１．１ 京都１０着

２００６．２．１２生 牡２青 母 マ ダ ニ ナ 母母 Minya ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウマナスル号は，平成２０年１２月２３日まで平地競走に出走できない。
※ヤマニンウイスカー号は，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を表示している。



３２０５３１１月２３日 晴 良 （２０京都５）第５日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

１：２３．６
１：２３．１

重

重

６８ ジョーゲルダ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 馬道 隆 ４４０ ―１：２７．１ ３．８�

１１ カリズマクレスト 牡２栗 ５５ 角田 晃一加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 ４９６ ―１：２７．８４ １６．９�
６９ アドマイヤカポネ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 静内（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４ ―１：２８．０１� １３．２�
８１３ モ ア 牝２黒鹿５４ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４４８ ―１：２８．１� １０９．８�
８１２ ウインザマキ 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ５２６ ―１：２８．７３� ６２．６�
４５ ディープブレーン 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎深見 敏男氏 野村 彰彦 静内 岡田牧場 ４４６ ―１：２９．０２ １３．５�
３３ タグロッキー 牡２芦 ５５ 武 幸四郎田口 廣氏 佐山 優 安平 田口 廣 ４６０ ―１：３０．８大差 １１５．３	
７１０ プライベート 牡２黒鹿５５ 黒岩 悠川上 哲司氏 目野 哲也 浦河 広瀬 正昭 B５２２ ―１：３１．０１ ２０７．１

５７ セ ト ス テ イ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠難波 経雄氏 清水 出美 日高 新井 昭二 ４３８ ―１：３１．３１� ４２．９�
４４ テイエムソンゴクウ 牡２芦 ５５ 小林 徹弥竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 鎌田 正嗣 ５００ ―１：３１．８３ ８２．０�
５６ リベラルランスルー 牡２鹿 ５５ 中村 将之深見 昌代氏 五十嵐忠男 新冠 若林牧場 ４４２ ― （競走中止） １０６．４
７１１ サ イ タ 牝２鹿 ５４ 小原 義之�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ５０２ ― （競走中止） ４３．９�
２２ 	 セイウンアレース 牡２鹿 ５５ 武 豊西山 茂行氏 浅見 秀一 米 Canyon

Capital, Inc ５１２ ― （競走中止） １．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，０１８，８００円 複勝： ２１，２０３，８００円 枠連： １５，７４０，５００円

普通馬連： ４７，００２，１００円 馬単： ５１，６１２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９１８，０００円

３連複： ５６，３２０，２００円 ３連単： １１９，８７９，４００円 計： ３４９，６９５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ３７０円 � ２７０円 枠 連（１－６） １，９７０円

普通馬連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ４８０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ４，６３０円 ３ 連 単 ��� ２０，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２１０１８８ 的中 � ４４４４８（２番人気）
複勝票数 計 ２１２０３８ 的中 � ３７７９９（２番人気）� １３０７９（５番人気）� １９９１３（３番人気）
枠連票数 計 １５７４０５ 的中 （１－６） ５９０９（７番人気）
普通馬連票数 計 ４７００２１ 的中 �� １５５１４（８番人気）
馬単票数 計 ５１６１２７ 的中 �� １０２７３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９１８０ 的中 �� ６４６８（７番人気）�� ９２７７（５番人気）�� ３６４０（１１番人気）
３連複票数 計 ５６３２０２ 的中 ��� ８９８２（１２番人気）
３連単票数 計１１９８７９４ 的中 ��� ４３５６（５４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．９―１３．１―１３．１―１２．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．５―４８．６―１：０１．７―１：１４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．６―３F３８．５
３ ８，９，１０，１３，１－１２－５＝３，４＝７ ４ ・（８，９）１３（１０，１）１２－５＝３－４＝７

勝馬の
紹 介

ジョーゲルダ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

２００６．４．７生 牝２栗 母 ジョーセレブレイト 母母 ジョーイライザ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 サイタ号は，枠入り不良。発走時刻１分遅延。

カリズマクレスト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
タグロッキー号は，発進不良〔出遅れ〕。

〔競走中止〕 セイウンアレース号は，競走中に疾病〔左中手骨開放骨折〕を発症し，３コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
サイタ号は，３コーナーで，転倒した「セイウンアレース」号に触れ，転倒したため競走中止。
リベラルランスルー号は，３コーナーで，転倒した「サイタ」号に触れ，騎手が落馬したため競走中止。

〔調教再審査〕 サイタ号・カリズマクレスト号は，発走調教再審査。



３２０５４１１月２３日 晴 良 （２０京都５）第５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
１：４６．７

良

良

２４ メイショウボナール 牝２鹿 ５４ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 木戸口牧場 ４６０ ―１：５１．２ ３６．０�

７１５ リクエストソング 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４９０ ― 〃 クビ ２．３�
８１６ ケイアイドウソジン 牡２鹿 ５５ O．ペリエ �啓愛義肢材料販売所 池江 泰郎 新冠 村田牧場 ４８４ ―１：５１．７３ ４．１�

（仏）

３５ バンドゥロンシャン 牡２栗 ５５ 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：５１．９１� ５．３�
２３ ダ ノ ン ロ ゼ 牡２鹿 ５５ C．ルメール�ダノックス 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５０２ ― 〃 ハナ ３４．２�

（仏）

８１８ ボンバルリーナ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 松田 国英 追分 追分ファーム ４８４ ―１：５２．１１� １３．５	
５１０ リスキーディール 牝２青鹿５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４００ ― 〃 クビ １３．５

３６ ヒルトップシーン 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８ ― 〃 ハナ １６．６�
７１４ ニホンピロイーグル 牡２栗 ５５ 幸 英明小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 ４７２ ―１：５２．４１� １７１．９�
６１２ サクラバロンドール 牡２青 ５５ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 西村 和夫 ４８４ ―１：５２．５� ３０．１
７１３ フィールドダンス 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三地田 勝三氏 西園 正都 静内 グランド牧場 ４８０ ― 〃 クビ ４９．４�
６１１ スペースオーバー 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４４８ ―１：５２．８１� １２１．６�
５９ マーベラスポケット 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田 三千雄 ４８０ ―１：５３．１１� １９３．８�
４８ ナローシルエット 牝２栗 ５４ 小牧 太栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４３２ ―１：５３．２クビ ２４３．５�
４７ ムーヴトゥゴール 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介中村 祐子氏 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム ４７４ ― 〃 アタマ ５６．９�
１１ ローザレーヌ 牝２青鹿５４ 吉田 豊エデンアソシエーション 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４４６ ―１：５３．３� １９６．１�
８１７ ツカサゲンキ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ４９０ ―１：５４．９１０ １８５．１�
１２ ウルトラミューズ 牝２青鹿５４ 藤田 伸二北村キヨ子氏 山内 研二 日高 長田ファーム ４９６ ―１：５５．３２� １４４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，１６３，９００円 複勝： ２５，９６６，５００円 枠連： ２２，１０８，９００円

普通馬連： ５７，５９９，１００円 馬単： ４７，４３２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０６２，６００円

３連複： ７１，９９５，９００円 ３連単： １１１，７３２，０００円 計： ３８１，０６１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６００円 複 勝 � ４２０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（２－７） １，４１０円

普通馬連 �� ３，６７０円 馬 単 �� １１，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４３０円 �� １，２４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ４，２１０円 ３ 連 単 ��� ３９，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２４１６３９ 的中 � ５２９５（９番人気）
複勝票数 計 ２５９６６５ 的中 � １０２３７（７番人気）� ７４８９５（１番人気）� ４８５２９（２番人気）
枠連票数 計 ２２１０８９ 的中 （２－７） １１６２５（４番人気）
普通馬連票数 計 ５７５９９１ 的中 �� １１５９９（１３番人気）
馬単票数 計 ４７４３２８ 的中 �� ３１３０（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００６２６ 的中 �� ３０９８（２２番人気）�� ３６１１（１６番人気）�� ２３２２５（１番人気）
３連複票数 計 ７１９９５９ 的中 ��� １２６４０（９番人気）
３連単票数 計１１１７３２０ 的中 ��� ２０８５（１０４番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１２．８―１２．８―１２．７―１２．９―１２．５―１１．５―１０．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．１―３７．９―５０．７―１：０３．４―１：１６．３―１：２８．８―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３４．９
３ ・（１３，５）（４，１５，１６）（３，７，１２，１７）（９，１８）１０，１４（６，１１）（８，２）１ ４ ・（１３，５）１５（４，１６）７（３，１２，１７）（１０，９，１８，１１）１４（６，８，２）－１

勝馬の
紹 介

メイショウボナール �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

２００６．３．７生 牝２鹿 母 ダイアナスキー 母母 ダイアンベンチヤ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 リクエストソング号の騎手武豊は，第５競走での落馬による検査のため後藤浩輝に変更。
※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 コウヨウドリーム号
※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。



３２０５５１１月２３日 晴 良 （２０京都５）第５日 第７競走 ��
��１，４００�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

１：２０．８
１：２０．３

良

良

１１ アディアフォーン 牝２黒鹿５４ 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 ４６６＋ ２１：２２．７ １．５�

２２ ケンブリッジエル 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４６４± ０１：２２．８� １６．１�

４４ トウカイフィット 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４４０＋ ２ 〃 ハナ ４８．６�
３３ アルーリングムーン 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介 �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 ４４２＋１４ 〃 ハナ １１．９�
５５ リーチコンセンサス 牝２鹿 ５４ C．ルメール �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ６ 〃 ハナ ５．８�

（仏）

８９ ピースピース 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４８± ０１：２３．０１ ６．６�
６６ � ネオヴェリーベリー 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：２３．２１� ７８．５	
８８ パ ス ピ エ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４３４＋１４１：２３．４１� １５．３

７７ ブルーデライト 牝２栗 ５４ 幸 英明 �ブルーマネジメント服部 利之 三石 中村 和夫 ４５８－ ４１：２３．８２� ３６．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３１，５３２，７００円 複勝： ５９，６８４，６００円 枠連： １７，６３３，４００円

普通馬連： ６７，１９６，９００円 馬単： ７１，１４９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０６１，３００円

３連複： ７２，９０８，１００円 ３連単： ２１２，０７５，２００円 計： ５５６，２４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３３０円 � ６８０円 枠 連（１－２） ８３０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １，０１０円 �� ３，８１０円

３ 連 複 ��� ６，１００円 ３ 連 単 ��� １８，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３１５３２７ 的中 � １６６２５５（１番人気）
複勝票数 計 ５９６８４６ 的中 � ３６２５９１（１番人気）� ２３３６６（６番人気）� ９８６７（８番人気）
枠連票数 計 １７６３３４ 的中 （１－２） １５８５７（４番人気）
普通馬連票数 計 ６７１９６９ 的中 �� ６０１８５（４番人気）
馬単票数 計 ７１１４９２ 的中 �� ４８７３６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０６１３ 的中 �� １７０１９（４番人気）�� ５６９３（１２番人気）�� １４２９（２７番人気）
３連複票数 計 ７２９０８１ 的中 ��� ８８２９（１９番人気）
３連単票数 計２１２０７５２ 的中 ��� ８３０２（６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．６―４７．９―５９．７―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アディアフォーン 
�
父 ダンスインザダーク 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．７．１３ 阪神２着

２００６．４．２０生 牝２黒鹿 母 ファレノプシス 母母 キャットクイル ５戦２勝 賞金 ２４，３７４，０００円
〔騎手変更〕 ケンブリッジエル号の騎手武豊は，第５競走での落馬負傷のため藤田伸二に変更。
〔制裁〕 アディアフォーン号の騎手安藤勝己は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金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。



３２０５６１１月２３日 晴 良 （２０京都５）第５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 ３７０，０００
３７０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ トウショウクエスト 牡３栗 ５６ 安藤 勝己トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５３６＋１０１：２４．８ １３．４�

７１４ ルティラーレ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４７６± ０ 〃 クビ ７．４�
３５ マイネルトリオンフ 牡３栗 ５６ 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 ５２８＋ ４１：２４．９� ２０．６�
７１３ マルブツサクラオー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４６６＋ ６ 〃 クビ ４．４�
２４ ヴェイルドクリス 牝３青鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：２５．０クビ ２．７�
８１５� サクラアーバン 牝５鹿 ５５ 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 B４５２－ ８ 〃 同着 ４９．８	
４８ ホットフレイバー 牝４栗 ５５

５２ ▲田村 太雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５１８＋１８１：２５．１� １４．０


５１０ マ サ ヤ マ ト 牡３栗 ５６ 四位 洋文丸井 正貴氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５２８＋ ２１：２５．２� ５．９�
６１２ トウカイインパクト 牡４黒鹿５７ 石橋 守内村 正則氏 野中 賢二 門別 福満牧場 B５０４－ ８１：２５．３� １５．９�
２３ マルカラボンバ 牡４鹿 ５７

５５ △田中 克典河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６１：２５．７２� ６８．５
１１ パカパカグランプリ 牝３鹿 ５４ 小牧 太�グランプリ 小崎 憲 新冠 カミイスタット ４５６－ ６１：２６．３３� ３２．７�
５９ ディマンシュ 牝３栗 ５４ 幸 英明�アカデミー 池江 泰寿 新冠 清水 克則 ４６２＋１２１：２６．６２ １５８．１�
６１１� テ ル ミ ヌ ス 牝４芦 ５５ 柴山 雄一 �キャロットファーム 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５１２－ ６１：２６．８１ １７７．３�
４７ � カシノラブコール 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎柏木 務氏 福永 甲 鹿児島 柏木 務 ４２８－ ８１：２７．６５ ３５８．２�
３６ � ヴィクローザ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 桑田フアーム ４８８＋ ４ 〃 ハナ １９３．０�
８１６ アグネスフウジン �４栗 ５７ 熊沢 重文渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４４６＋ ６１：２７．８１� ２８１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，０４１，９００円 複勝： ３９，８３１，８００円 枠連： ２７，３０２，７００円

普通馬連： ９７，９４２，０００円 馬単： ６７，４６７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１８０，０００円

３連複： １１３，６７６，９００円 ３連単： １９７，２４９，７００円 計： ６０１，６９２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３４０円 � ２８０円 � ４３０円 枠 連（１－７） １，０５０円

普通馬連 �� ４，１３０円 馬 単 �� ８，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６２０円 �� ２，２５０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� ２２，０００円 ３ 連 単 ��� １２２，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２８０４１９ 的中 � １６５７４（５番人気）
複勝票数 計 ３９８３１８ 的中 � ３０６９６（５番人気）� ４０６６０（４番人気）� ２３１４４（６番人気）
枠連票数 計 ２７３０２７ 的中 （１－７） １９３２９（４番人気）
普通馬連票数 計 ９７９４２０ 的中 �� １７５２１（１７番人気）
馬単票数 計 ６７４６７０ 的中 �� ５６４７（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１８００ 的中 �� ４６４２（２０番人気）�� ３２８６（２５番人気）�� ３５８８（２２番人気）
３連複票数 計１１３６７６９ 的中 ��� ３８１５（６３番人気）
３連単票数 計１９７２４９７ 的中 ��� １１９１（３４０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．４―１２．１―１２．５―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３４．９―４７．０―５９．５―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウクエスト �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 トウショウフリート デビュー ２００８．３．２２ 中京８着

２００５．２．２０生 牡３栗 母 ジェーントウショウ 母母 コーニストウシヨウ １１戦２勝 賞金 １６，０８０，０００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） ２頭 タイキドゥカティ号・ランドマッハ号
（非抽選馬） ３頭 テイエムバクシン号・ニホンピロコナユキ号・メイショウセンゴク号



３２０５７１１月２３日 晴 良 （２０京都５）第５日 第９競走 ��
��２，４００�

や せ

八 瀬 特 別
発走１４時２５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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

５８ コパノジングー 牡３黒鹿５５ 岩田 康誠小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ５０２＋ ６２：２５．９ ３．８�

１１ ヘルバースト 牡４芦 ５７ 内田 博幸田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５２０－ ４ 〃 クビ ７．３�
３４ ウォーゲーム 牡４青鹿５７ 安藤 勝己 �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 ５２６＋１０２：２６．０� ４．１�
２３ ブレイブファイト 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１０－ ４２：２６．２１� １９．８�
６１１ ドリームフライト 牡４栗 ５７ 西田雄一郎吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ４ 〃 アタマ ３３．６�
７１２	 エターナルクラウン 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ４９４－ ４２：２６．３
 ３６．５	
２２ マルモコウテイ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝まるも組合 藤沢 則雄 浦河 岡本牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ １９．１

７１３ テンシノゴールド 牡５鹿 ５７ 小牧 太杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４７０－ ４２：２６．４クビ １４．７�
６１０ アグネスモナク 牡６鹿 ５７ O．ペリエ 渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２２：２６．５
 ６６．０�

（仏）

８１５ シングライクバード 牝３鹿 ５３ 鮫島 良太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４６０－ ２２：２６．６
 ３．７
５９ ボーテセレスト 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一�錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ４０８－１２２：２６．７� １３８．５�
４６ マームードイモン 牡３鹿 ５５ 石橋 守井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 ４３０± ０２：２６．８� ７１．７�
３５ ナリタトルネード 牡３栗 ５５ 北村 友一�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４５８－ ６２：２６．９クビ ２７．０�
８１４ エイシンテンリュー 牡５鹿 ５７ C．ルメール 平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５００＋ ４２：２７．３２
 ２６．７�

（仏）

４７ メイショウアンドレ 牡５栗 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５３６＋１０ 〃 ハナ ２４２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３，７８０，８００円 複勝： ５５，８４４，２００円 枠連： ３９，９３１，２００円

普通馬連： １７９，３４６，２００円 馬単： １０５，９７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，９５２，５００円

３連複： １７９，８２５，１００円 ３連単： ３６０，４３１，１００円 計： １，０００，０８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（１－５） ２，０００円

普通馬連 �� １，８８０円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ３００円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� １０，４２０円

票 数

単勝票数 計 ３３７８０８ 的中 � ７０９０３（２番人気）
複勝票数 計 ５５８４４２ 的中 � １１９０１４（１番人気）� ５５０５０（４番人気）� １００２８６（３番人気）
枠連票数 計 ３９９３１２ 的中 （１－５） １４７６２（９番人気）
普通馬連票数 計１７９３４６２ 的中 �� ７０４０７（６番人気）
馬単票数 計１０５９７３７ 的中 �� ２７０８０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４９５２５ 的中 �� ２１３８６（６番人気）�� ４１２７７（２番人気）�� ２１５９２（５番人気）
３連複票数 計１７９８２５１ 的中 ��� ７２３８６（３番人気）
３連単票数 計３６０４３１１ 的中 ��� ２５５３９（２０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．０―１２．２―１２．１―１２．４―１３．０―１３．７―１２．７―１１．５―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．９―３４．９―４７．１―５９．２―１：１１．６―１：２４．６―１：３８．３―１：５１．０―２：０２．５―２：１４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３４．９
１
３
５＝１１－１４（３，１０）（１，１５）７（４，８）－２，１２－（６，１３）９
５－１１，１４，３（１，１０，１５）（４，７，８）（１２，２）（９，６，１３）

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

勝馬の
紹 介

コパノジングー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１２．１６ 阪神５着

２００５．４．２４生 牡３黒鹿 母 ウェディングオーク 母母 ヘイアンマーチ １５戦３勝 賞金 ４８，００７，０００円
〔騎手変更〕 マルモコウテイ号の騎手武豊は，第５競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。

マームードイモン号の騎手小原義之は，第５競走での落馬負傷のため石橋守に変更。
〔制裁〕 コパノジングー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過怠金３０，０００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。



３２０５８１１月２３日 晴 良 （２０京都５）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�

た か ら が い け

宝 ケ 池 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

５１０ トレノジュビリー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４７０＋ ２１：２０．３ ４．０�

１２ グッドキララ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５３２＋ ６１：２１．０４ ８．２�
８１５� オリジナルフェイト �３鹿 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 米 Swordle-

stown Stud ５１６－ ２１：２１．１クビ ３．４�
６１２ ゴッドスマイルユー 牡５芦 ５７ 秋山真一郎中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６０± ０ 〃 ハナ １５．２�
４７ 	 メ ス ナ ー 牡３芦 ５６ 内田 博幸岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４５８＋ ２１：２１．２クビ ５．４�
７１３ ダイアモンドヘッド �５鹿 ５７ O．ペリエ 前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム ４９２＋１０１：２１．４１
 ５３．５�
（仏）

３５ メイショウローラン 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４６４＋１２ 〃 クビ ２７．７�
２３ � ウィズディクタット 牡４青鹿５７ 藤岡 佑介加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４９４＋ ４１：２１．５� ２８．２	
７１４ エイシンルンナ 牝６芦 ５５ C．ルメール 平井 豊光氏 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４８２± ０１：２１．７１
 ３９．４


（仏）

２４ スプリングダボス 牡７鹿 ５７ 太宰 啓介加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５０４± ０１：２１．８クビ ６８．９�
４８ フィールドルーキー 牡７鹿 ５７ 北村 友一蛭川 年明氏 藤岡 範士 浦河 山口 義彦 ５２６－ ２１：２１．９� １２３．８�
１１ ヴ ン ダ ー 牡７黒鹿５７ 蛯名 正義幅田 昌伸氏 庄野 靖志 門別トヨサトアライファーム ４９０＋１２ 〃 クビ ３７．１
８１６ ランチボックス 牡３鹿 ５６ 四位 洋文馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ５０６＋ ８１：２２．１１
 ２９．６�
５９ ランスロットル 牡３鹿 ５６ 幸 英明�アカデミー 南井 克巳 新冠 清水 克則 ５５８－ ２１：２２．５２� ９３．５�
６１１ コンティネント 牡４鹿 ５７ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ６ 〃 ハナ １５．６�
３６ スペシャルブレイド 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４４８＋１４ 〃 アタマ １４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，８７８，５００円 複勝： ５９，９４５，５００円 枠連： ５２，１６３，６００円

普通馬連： １９７，４５５，２００円 馬単： １１９，２０７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，５６２，４００円

３連複： ２１２，１２７，９００円 ３連単： ４２９，９９１，６００円 計： １，１６１，３３１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � １５０円 枠 連（１－５） １，０９０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ３１０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 ��� ７，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３８８７８５ 的中 � ７８２１９（２番人気）
複勝票数 計 ５９９４５５ 的中 � １３２６８４（１番人気）� ７２７７４（４番人気）� １０６０９８（２番人気）
枠連票数 計 ５２１６３６ 的中 （１－５） ３５４４２（５番人気）
普通馬連票数 計１９７４５５２ 的中 �� １１９６５８（３番人気）
馬単票数 計１１９２０７０ 的中 �� ４０２２９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１５６２４ 的中 �� ２９２９２（３番人気）�� ４４７１４（１番人気）�� ２０６０７（５番人気）
３連複票数 計２１２１２７９ 的中 ��� １０３６１４（２番人気）
３連単票数 計４２９９９１６ 的中 ��� ４０４２０（８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．３―１１．５―１１．２―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．６―４６．１―５７．３―１：０８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．２
３ ２，９（６，１６）７－１０（５，１５）８，１４，１２（３，１３）４（１，１１） ４ ２（９，１６）（６，７）－１０－（５，１５）（１４，１３）（８，１２）（３，１）４，１１

勝馬の
紹 介

トレノジュビリー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２００５．１０．８ 京都４着

２００３．３．１７生 牡５鹿 母 テンザンキラリ 母母 テンザンタカネ ２４戦４勝 賞金 ７１，９３７，０００円
〔騎手変更〕 ランチボックス号の騎手武豊は，第５競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。
※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。



３２０５９１１月２３日 晴 良 （２０京都５）第５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２５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 ３，９４８，０００円 １，１２８，０００円 ５６４，０００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

１：３２．１
１：３１．５
１：３２．１

良

良

良

４７ ブルーメンブラット 牝５黒鹿５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４８６＋１０１：３２．６ １０．６�

８１７ スーパーホーネット 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介森本 悳男氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４６６＋ ２１：３２．７� ２．３�

１２ ファイングレイン 牡５黒鹿５７ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９８± ０１：３２．８� ２６．５�
８１６ カ ン パ ニ ー 牡７鹿 ５７ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ４１：３２．９� ６．７�
１１ ローレルゲレイロ 牡４青鹿５７ 四位 洋文 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７８＋ ６１：３３．０� １０．１�
５９ マルカシェンク 牡５黒鹿５７ 福永 祐一河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９８＋ ８ 〃 ハナ ２９．９	
４８ アドマイヤスバル 牡５青鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５２０＋１０ 〃 アタマ １４２．４

２３ スズカフェニックス 牡６栗 ５７ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４７２＋ ２１：３３．１� １１．０�
５１０	 ラーイズアトーニー 
４鹿 ５７ S．キャラハン J．マクレラン氏 I．ブラック 加 Ellie－Boje

Farm B５１２ １：３３．２クビ ４４．５�
（Rahy’s Attorney（CAN）） （加） （加）

６１１ リザーブカード 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ ６４．２
７１５ スマイルジャック 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４７６－ ４ 〃 アタマ ２６．１�
３６ ショウナンアルバ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ２６．４�
６１２ キストゥヘヴン 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４３０－ ８１：３３．３� ３６．８�
７１３ サイレントプライド 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８４－ ４ 〃 ハナ １６．５�
３５ ジョリーダンス 牝７芦 ５５ 秋山真一郎小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 B４７６－ ４１：３３．４クビ ９１．３�
８１８� エイシンドーバー 牡６栗 ５７ 内田 博幸平井 豊光氏 小崎 憲 米 Columbi-

ana Farm ４６４＋ ８ 〃 クビ ３８．９�
７１４� コンゴウリキシオー 牡６鹿 ５７ C．ルメール 金岡 久夫氏 山内 研二 愛

Pacello S. A. and
A. Swersky and
Associates

B５１６＋ ６１：３３．９３ ７６．１�
（仏）

２４ マイネルレーニア 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５１６± ０１：３４．２２ １８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０８，６２６，３００円 複勝： ４２６，６６１，７００円 枠連： ６６０，５８３，０００円

普通馬連： ２，７９２，８９４，８００円 馬単： １，６１９，１６１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５６６，２６８，９００円

３連複： ３，０２３，５２３，５００円 ３連単： ７，１７１，７８２，９００円 計： １６，６６９，５０２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ２７０円 � １２０円 � ６００円 枠 連（４－８） ８１０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ４，０２０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� １１，７００円 ３ 連 単 ��� ５３，９８０円

票 数

単勝票数 計４０８６２６３ 的中 � ３０６５７１（４番人気）
複勝票数 計４２６６６１７ 的中 � ３３８３２５（４番人気）� １４２３８２３（１番人気）� １２５６４０（８番人気）
枠連票数 計６６０５８３０ 的中 （４－８） ６０７１７８（５番人気）
普通馬連票数 計２７９２８９４８ 的中 �� ２１００３８４（３番人気）
馬単票数 計１６１９１６１８ 的中 �� ４３８１５４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５６６２６８９ 的中 �� ３７７４９９（３番人気）�� ３２２１８（４４番人気）�� ９４７０３（１２番人気）
３連複票数 計３０２３５２３５ 的中 ��� １９０８２０（３２番人気）
３連単票数 計７１７１７８２９ 的中 ��� ９８０６３（１３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．１―３４．４―４６．３―５７．９―１：０９．３―１：２０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーメンブラット �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Topsider デビュー ２００６．１．１５ 京都２着

２００３．２．２０生 牝５黒鹿 母 マイワイルドフラワー 母母 Wildwook ２４戦８勝 賞金 ３４９，５３６，０００円
〔騎手変更〕 スズカフェニックス号の騎手武豊は，第５競走での落馬負傷のため安藤勝己に変更。
〔制裁〕 ファイングレイン号の騎手幸英明は，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。

ラーイズアトーニー号の騎手S．キャラハンは，最後の直線コースで外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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１６頭 アイスドール号・ウインレックス号・エアアドニス号・クィーンオブキネマ号・スピニングノアール号・

ダイショウジェット号・ダークメッセージ号・ナスノストローク号・ニシノデュー号・ビクトリーテツニー号・
フサイチアソート号・ベルーガ号・ホッカイカンティ号・マコトスパルビエロ号・ライムキャンディ号・
レッツゴーキリシマ号

※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。



３２０６０１１月２３日 晴 良 （２０京都５）第５日 第１２競走 ��
��１，２００�

き ぶ ね

貴船ステークス
発走１６時２０分 （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 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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

３５ ペプチドルビー 牝３鹿 ５４ 幸 英明沼川 一彦氏 境 直行 平取 坂東牧場 ４６８＋ ２１：１０．５ ９．４�

５９ ブラックシャドウ 牡５青 ５７ 秋山真一郎田畑 法賢氏 田中 清隆 新冠 川上 悦夫 ５３４－ ２１：１１．２４ ６１．６�
４８ トウショウガナー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９８＋１０１：１１．４１� ４．９�
４７ サンエムパーム 牡５黒鹿５７ 熊沢 重文村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５３２＋ ２ 〃 アタマ ９．０�
６１２� ウォーターバロン 牡７黒鹿５７ 武 幸四郎山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５０４－１４ 〃 クビ ４７．９�
７１３ アウトクラトール 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：１１．６１� ５．６	
５１０� アルシラート 牡４鹿 ５７ 小牧 太広尾レース� 森 秀行 米 Eve Kuhl-

mann ４９０± ０１：１１．８１ １６．７

６１１� エイシンイーデン 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三平井 豊光氏 中竹 和也 加 Josham Farms

Limited ４７４－１２ 〃 クビ １３２．７�
８１６ ミッキーフォルテ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５３４＋ ８１：１２．１１	 ６．３�
２４ マイネルラファエロ 牡７栗 ５７ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５４８＋ ６ 〃 アタマ １５５．５
３６ サワノブレイブ 牡７栗 ５７ 金折 知則澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４９８＋ ２１：１２．２
 ８４．７�
２３ バトルサクヤビメ 牝５黒鹿５５ 上村 洋行宮川 秋信氏 野中 賢二 静内 白老ファーム ４５０－ ２１：１２．４１� ８．６�
７１４� マルブツバンダリー 牡５栗 ５７ 生野 賢一大澤 毅氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm Inc. &
Catesby W. Clay

５２８－ ２１：１３．０３
 １８８．８�
８１５ スーサンライダー 牡４栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ ４．９�
１１ クリノビスケット 牝５鹿 ５５ 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 門別 三輪牧場 ４３４－１０１：１３．１クビ １９７．１�
１２ コ パ ノ ス ケ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４６４－２０ （競走中止） ２２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，５７３，３００円 複勝： ８７，５９１，４００円 枠連： ８７，８９４，１００円

普通馬連： ２９０，６４４，８００円 馬単： １７６，６３６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７９，４８７，２００円

３連複： ３１６，４１９，８００円 ３連単： ６９９，４３７，０００円 計： １，７９９，６８３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ３００円 � １，１８０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ５，６６０円

普通馬連 �� ３４，６６０円 馬 単 �� ５４，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，２９０円 �� １，１２０円 �� ４，８８０円

３ 連 複 ��� ６４，５８０円 ３ 連 単 ��� ４８２，４２０円

票 数

単勝票数 計 ６１５７３３ 的中 � ５１９６１（７番人気）
複勝票数 計 ８７５９１４ 的中 � ７９７７８（７番人気）� １５８４１（１１番人気）� １２８８９２（１番人気）
枠連票数 計 ８７８９４１ 的中 （３－５） １１４６３（２０番人気）
普通馬連票数 計２９０６４４８ 的中 �� ６１８９（５８番人気）
馬単票数 計１７６６３６２ 的中 �� ２４１３（９７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７９４８７２ 的中 �� ２３０９（５７番人気）�� １８２６３（１７番人気）�� ３９４８（３９番人気）
３連複票数 計３１６４１９８ 的中 ��� ３６１６（１３３番人気）
３連単票数 計６９９４３７０ 的中 ��� １０７０（８５４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１１．８―１２．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．２―４６．０―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドルビー �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．２ 札幌１着

２００５．５．１６生 牝３鹿 母 ロゼットブランシュ 母母 ロ モ ー ラ ７戦３勝 賞金 ３９，９３０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔発走状況〕 バトルサクヤビメ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

ブラックシャドウ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 コパノスケ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 サンエムパーム号の騎手熊沢重文は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 ブラックシャドウ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 マルブツバンダリー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マルブツバンダリー号は，平成２０年１２月２３日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 オネストジョン号・グリーンアラモード号・ツタンカーメン号・ニシノプライド号・ハーベストシーズン号・

ビーチアイドル号・ポートラヴ号



（２０京都５）第５日 １１月２３日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

３７３，４３０，０００円
８，５２０，０００円
３３，４７０，０００円
７，２９０，０００円
４３，１７０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６７，３０８，０００円
５，４５０，０００円
１，８５８，４００円

勝馬投票券売得金
７２１，００１，４００円
８８４，５７０，５００円
９９６，２６５，３００円
３，９５７，５９４，１００円
２，４３６，４３７，６００円
９１４，３７０，８００円
４，３３１，４５０，６００円
９，７５６，３８９，１００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 ２３，９９８，０７９，４００円

総入場人員 ４７，８６２名 （有料入場人員 ４５，０３９名）




