
３２０６１１１月２４日 曇 良 （２０京都５）第６日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０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

８１３� ラヴェリータ 牝２芦 ５４ 藤岡 佑介 �ノースヒルズマネ
ジメント 松元 茂樹 米 Dell Ridge

Farm ５０２＋１８１：２５．２ ８．５�

１１ � フィールドチャペル 牡２青 ５５ 幸 英明地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ５００－ ８１：２５．９４ ４．３�
８１２� ワイズドリーム 牝２栗 ５４ 川田 将雅吉田 好雄氏 吉田 直弘 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４９０± ０１：２６．２１� １．７�
４４ ラストダンス 牝２栗 ５４

５１ ▲田村 太雅田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４５４＋ ２１：２７．０５ ６．３�
６８ マルブツハッピー 牡２青鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４６４＋ ６１：２７．１� ７２．０�
５６ ワキノブライアン 牡２栗 ５５ 和田 竜二脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４８０＋ ６ 〃 アタマ １８．８�
５７ コスモオーカン 牡２黒鹿５５ 鮫島 良太鈴木 芳夫氏 中村 均 日高 マル良牧場 ４８８－ ８１：２７．２クビ ２３．９	
６９ メイショウイロドリ 牝２栗 ５４ 川島 信二松本 和子氏 荒川 義之 浦河 村中牧場 ４３０± ０１：２７．８３� ８７．９

３３ メイショウシンドウ 牡２鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４９２＋ ２１：２８．０１� ７９．５�
４５ ヤ ラ マ イ カ 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４９０＋ ２１：２８．６３� ２４３．８�
７１１ ニシノレボルト 	２栗 ５５ 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４４４－ ２１：２９．３４ １９１．０
７１０ タガノタンドゥール 牝２青 ５４ 藤田 伸二八木 良司氏 吉田 直弘 浦河 猿橋 義昭 B４６０－ ２１：２９．４� ５３．６�
２２ シゲルタカチホ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 梅内 忍 新冠 石田牧場 ４５２－ ８ 〃 アタマ ２１４．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，７８５，０００円 複勝： ２５，３６７，１００円 枠連： １５，４５４，５００円

普通馬連： ４７，８３１，３００円 馬単： ４１，１８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５２０，４００円

３連複： ６１，４６１，６００円 ３連単： １０４，６９０，５００円 計： ３３２，２９１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（１－８） ３１０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ３，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ３１０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ９，２９０円

票 数

単勝票数 計 １７７８５０ 的中 � １６５２５（４番人気）
複勝票数 計 ２５３６７１ 的中 � ２２２１３（４番人気）� ４８０３８（２番人気）� １０４６２２（１番人気）
枠連票数 計 １５４５４５ 的中 （１－８） ３７７６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７８３１３ 的中 �� ２０２４５（６番人気）
馬単票数 計 ４１１８０６ 的中 �� ８４５１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５２０４ 的中 �� ６８８９（６番人気）�� １３９０２（４番人気）�� ３５０７２（１番人気）
３連複票数 計 ６１４６１６ 的中 ��� ５２５２２（２番人気）
３連単票数 計１０４６９０５ 的中 ��� ８３２１（２３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．６―１２．５―１２．３―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．６―４７．１―５９．４―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラヴェリータ �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Gone West デビュー ２００８．７．１３ 函館９着

２００６．２．１４生 牝２芦 母 Go Classic 母母 Seattle Classic ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走状況〕 シゲルタカチホ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 シゲルタカチホ号は，発走調教再審査。
※タガノタンドゥール号・ヤラマイカ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３２０６２１１月２４日 曇 良 （２０京都５）第６日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０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

２３ ダブルウェッジ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ５３８＋ ４１：０９．５ １．４�

５９ シゲルクラマヤマ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４４４＋ ２１：０９．６� ６．１�
８１５ メイショウマレンゴ 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ５２．３�
７１２ ウインザモチ 牡２黒鹿５５ 幸 英明�田 三郎氏 境 直行 門別 藤本ファーム ４６８＋ ８１：１０．０２� １８．５�
６１０ ハートランドフェロ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎豊田 稔氏 須貝 彦三 新冠 赤石 久夫 ４５２－ ２１：１０．３１� ３３．４�
４６ プライムパレス 牡２鹿 ５５ 和田 竜二小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５６２＋ ４ 〃 ハナ ４１．０�
３４ 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 ４２６－ ２ 〃 クビ １７８．７�
２２ オースミビジョン 牡２鹿 ５５ C．ルメール	オースミ 南井 克巳 新冠 若林牧場 ４５２＋ ４１：１０．４� １１０．０


（仏）

１１ メイケイファルコン 牡２鹿 ５５ 川田 将雅名古屋競馬	 田中 章博 門別 下河辺牧場 ４４６－ ２１：１０．７１� ７．１�
７１３ ラガーゴールデン 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三奥村 啓二氏 田所 清広 静内 今 牧場 ４２６－ ４ 〃 ハナ ４１．６�
５８ フラワーウィンド 牝２黒鹿５４ 渡辺 薫彦川島 吉男氏 平田 修 三石 下屋敷牧場 ４４８－ ８１：１０．８� ５５．１
４７ ビコートリニティー 牝２鹿 ５４ 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 浦河 ミルファーム ４３６＋ ８１：１１．２２� １６３．５�
３５ マーロンバローズ 牡２鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士猪熊 広次氏 武田 博 静内 石川 新一 ４５４＋ ４１：１１．６２� ３６４．７�
８１４ クオリティタイム 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史名古屋友豊	 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４２８＋ ４ 〃 ハナ １６６．２�
６１１ メイショウリスボン 牡２栗 ５５ 角田 晃一松本 好雄氏 本田 優 浦河 磯野牧場 ４１６－ ８１：１２．４５ ６４．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，４０８，１００円 複勝： ５１，７６１，４００円 枠連： １５，９７９，８００円

普通馬連： ４９，３６０，６００円 馬単： ５２，１０１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４５１，３００円

３連複： ６３，３５３，４００円 ３連単： １３０，２０２，５００円 計： ４０２，６１８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ６８０円 枠 連（２－５） ３１０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １，０４０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ４，３７０円 ３ 連 単 ��� １０，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２０４０８１ 的中 � １２０１３７（１番人気）
複勝票数 計 ５１７６１４ 的中 � ３６２０１０（１番人気）� ４６６９１（２番人気）� ５６５４（８番人気）
枠連票数 計 １５９７９８ 的中 （２－５） ３９０７８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９３６０６ 的中 �� １０８５９２（１番人気）
馬単票数 計 ５２１０１１ 的中 �� ９０４４４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４５１３ 的中 �� ３３４８１（１番人気）�� ３９８５（１２番人気）�� １８３７（２１番人気）
３連複票数 計 ６３３５３４ 的中 ��� １０７１９（１４番人気）
３連単票数 計１３０２０２５ 的中 ��� ９１８９（２６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．６―１１．５―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．６―４６．１―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダブルウェッジ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００８．１０．１８ 京都２着

２００６．４．２６生 牡２鹿 母 ファインディンプル 母母 ファインディッシュ ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔制裁〕 ダブルウェッジ号の騎手四位洋文は，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１０，０００円。
※出走取消馬 イコピコ号（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。



３２０６３１１月２４日 小雨 良 （２０京都５）第６日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時１０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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

７１３ アキノカウンター 牡２栗 ５５ 安藤 勝己穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４４０－ ６１：３５．１ ４．０�

６１１ 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 ５０６± ０１：３５．２� ２７．０�
５１０ ワールドロレックス 牡２鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 早来 ノーザンファーム ４４２－ ６１：３５．５２ ３．４�
４７ 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＋ ２１：３５．６� ９．０�
２３ ナムラブレット 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４５２－ ８１：３５．９２ ７８．５�
１２ サンライズスカイ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４５８＋ ４ 〃 アタマ １５．３	
７１４ レジャイール 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ５０４－ ２１：３６．０� １６．８

１１ ミッキーリヒト 牡２鹿 ５５ 川田 将雅野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７０± ０１：３６．１クビ １４．４�
８１５ アスカノヨアケ 牡２鹿 ５５ 幸 英明平口 信行氏 境 直行 浦河 ハッピーネ

モファーム ４４６± ０ 〃 クビ ５．６�
３６ ダノンスピリット 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４３６－ ４１：３６．４２ ５９．５
６１２ バブルガムトパーズ 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦飯田総一郎氏 梅内 忍 日高 千葉飯田牧場 ４８８－ ２１：３６．５� ４２０．１�
３５ インファンシー 牝２黒鹿５４ 長谷川浩大山本 茂氏 大根田裕之 静内 西川富岡牧場 ４３４－ ４１：３６．６� ９２．２�
４８ ショウナンアトム 牡２鹿 ５５

５３ △田中 健国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４６２＋ ８１：３６．７クビ ２５４．５�
５９ エ ル シ ッ ド 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 前田 晋二氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２± ０１：３７．０２ ７．３�

（仏）

２４ シルクナトゥール 牡２鹿 ５５ 武 英智有限会社シルク山内 研二 新ひだか 上村 清志 B４９０＋ ２１：３７．６３� ２４５．６�
８１６ クリスタルドラゴン 牡２青 ５５ 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０２± ０１：３７．７クビ ３８６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６９６，１００円 複勝： ３１，９０６，９００円 枠連： ２０，０１７，６００円

普通馬連： ６４，９０７，７００円 馬単： ５４，０６０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７７２，０００円

３連複： ７５，２３５，１００円 ３連単： １２１，０７１，２００円 計： ４０６，６６７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � ５８０円 � １４０円 枠 連（６－７） ３，６９０円

普通馬連 �� ４，３９０円 馬 単 �� ５，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８６０円 �� ２９０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ５，３５０円 ３ 連 単 ��� ３６，９９０円

票 数

単勝票数 計 １７６９６１ 的中 � ３５２４８（２番人気）
複勝票数 計 ３１９０６９ 的中 � ７１６８６（２番人気）� ９０８４（９番人気）� ７３６１９（１番人気）
枠連票数 計 ２００１７６ 的中 （６－７） ４００９（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６４９０７７ 的中 �� １０９１９（１８番人気）
馬単票数 計 ５４０６０８ 的中 �� ７４１４（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７７２０ 的中 �� ２６３１（２６番人気）�� ２１６３４（１番人気）�� ３３３３（１９番人気）
３連複票数 計 ７５２３５１ 的中 ��� １０３８５（１８番人気）
３連単票数 計１２１０７１２ 的中 ��� ２４１６（１１５番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．６―１１．７―１２．３―１２．１―１１．８―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．３―３５．０―４７．３―５９．４―１：１１．２―１：２３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アキノカウンター �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．１０．１２ 京都２着

２００６．４．１４生 牡２栗 母 ボンナターレ 母母 ムーンライトラン ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００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。



３２０６４１１月２４日 小雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０京都５）第６日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

４５ チョウラブラブ 牝３黒鹿５６ 黒岩 悠丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 平山牧場 ４５６＋ ２３：１５．８ ３．８�

１１ トロピカルガイ 牡３黒鹿５８ 高野 容輔小川 勲氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４３０－ ４３：１６．４３� １７．２�
７１２� デンコウニンジャ 牡５鹿 ６０ 岩崎 祐己田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 ４３０－ ２３：１６．６１� ２．３�
７１１ エーシンディーエス 牡３鹿 ５８ 南井 大志平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４８８＋ ８３：１７．１３ １２．１�
６９ ルールシャガール 牡４鹿 ６０ 金折 知則儀賀 昭三氏 松元 茂樹 門別 三輪牧場 ５０４± ０３：１７．９５ ８．９�
５７ オ リ エ ン ス 牡３鹿 ５８ 高井 彰大前田 幸治氏 新川 恵 三石 下屋敷牧場 ５０２＋ ２３：１９．３９ ６７．５�
８１４�� セレスクラージュ 牡４栗 ６０ 林 満明岡 浩二氏 福永 甲 米

Lynch Bages, Peta-
luma Bloodstock &
Cobra Bloodstock

４５２± ０３：１９．８３ １２３．３�
３３ � オウケンハカイダー 牡４黒鹿６０ 北沢 伸也福井 明氏 藤岡 範士 新冠 高瀬牧場 ４８８－１４３：２１．４１０ ３０．０	
６１０ ヤマカツマドンナ 牝４黒鹿５８ 菊地 昇吾山田 博康氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４９６± ０ 〃 クビ ５．９

５８ � シーゴーイング �５栗 ６０ 出津 孝一藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４９６＋ ２３：２３．０１０ １０４．９�
４６ メテオスクライドー 牡３鹿 ５８ 仲田 雅興吉岡 泰治氏 高橋 隆 門別 中川 浩典 ４９８＋１６３：２４．７大差 ８３．０�
３４ エムテイクラウン 牡５鹿 ６０ 植野 貴也山本 治氏 服部 利之 門別 日西牧場 ４６６－ ２３：２６．２９ ３７．４
８１３ フ ァ ド 牡３鹿 ５８ 白浜 雄造山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６０－ ４３：３２．２大差 ６４．８�
２２ メイショウアーリー 牡３鹿 ５８ 白坂 聡松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 中島 俊明 ４６６＋ ４ （競走中止） １３１．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，８０５，８００円 複勝： １６，５８４，５００円 枠連： １６，９３９，０００円

普通馬連： ４０，３０５，１００円 馬単： ３８，２０３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４６３，４００円

３連複： ５４，６３４，４００円 ３連単： １０４，３３６，０００円 計： ２９９，２７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � ３３０円 � １１０円 枠 連（１－４） ２，７４０円

普通馬連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ３，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� １９０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� １２，１４０円

票 数

単勝票数 計 １３８０５８ 的中 � ２８６５４（２番人気）
複勝票数 計 １６５８４５ 的中 � ２８９７９（２番人気）� ８０５０（６番人気）� ５６７６４（１番人気）
枠連票数 計 １６９３９０ 的中 （１－４） ４５７２（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４０３０５１ 的中 �� １１７５０（１０番人気）
馬単票数 計 ３８２０３７ 的中 �� ７６６７（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４６３４ 的中 �� ４１３２（１０番人気）�� ２３９１１（１番人気）�� ５５４６（８番人気）
３連複票数 計 ５４６３４４ 的中 ��� ２８１７３（４番人気）
３連単票数 計１０４３３６０ 的中 ��� ６３４４（３３番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５２．４－３F ３９．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チョウラブラブ �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１２．２２ 阪神１０着

２００５．３．２８生 牝３黒鹿 母 ラ ブ ラ イ ト 母母 キルガーヴエン 障害：２戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走中止〕 メイショウアーリー号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため１周目向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ショウリュウケン号・テイエムモッコス号



３２０６５１１月２４日 雨 良 （２０京都５）第６日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２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

１：０８．５
１：０７．８

良

良

４４ ワールドワン 牝２黒鹿５４ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 浦河 大柳ファーム ４２４ ―１：１０．６ ２．４�

５７ レッドボナンザ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 大樹 大樹ファーム ５０６ ―１：１１．１３ ２．７�
４５ アメジストオブレイ 牝２青 ５４ 酒井 学 �ローレルレーシング 西園 正都 新冠 競優牧場 ４１２ ―１：１１．３１� ７．４�
６９ マ レ ン ゴ �２芦 ５５ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新ひだか 土居 忠吉 ４４８ ―１：１１．５１� １１．４�
８１３ ロングゴーン 牡２栗 ５５ 幸 英明中井 敏雄氏 大根田裕之 新冠 ハクツ牧場 ４４２ ―１：１１．７１� ６０．３�
１１ ナムラアウラ 牝２黒鹿５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４７０ ―１：１１．８� ３３．９	
６８ イナズマガイア 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二小泉 賢悟氏 福永 甲 新冠 小泉牧場 ４２２ ―１：１２．０１� ９．８

７１１ ハッピートーク 牝２黒鹿５４ 柴原 央明�下河辺牧場 田中 章博 門別 下河辺牧場 ４３２ ―１：１２．１� ４０．２�
３３ マッキーガリウム 牡２黒鹿５５ 橋本 美純薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４５８ ―１：１２．５２� ２１４．８�
２２ テイエムアクジョ 牝２黒鹿 ５４

５２ △田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 競優牧場 ４３２ ―１：１２．７１� ７３．０
５６ カシノベイリー 牝２栗 ５４ 白坂 聡柏木 務氏 須貝 彦三 青森 宮崎牧場 ４４８ ― 〃 ハナ ２００．５�
８１２ テイエムフラメンコ 牝２栗 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 パカパカ

ファーム ４５２ ―１：１２．８� ２８．６�
７１０ ワシントンハート 牝２鹿 ５４

５２ △田中 克典吉田 昭一氏 領家 政蔵 新冠 八木 常郎 ４６８ ―１：１３．０１� １１６．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，７８９，８００円 複勝： １６，６３５，８００円 枠連： １７，５１９，１００円

普通馬連： ４７，６９０，４００円 馬単： ４６，３５１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，２０７，４００円

３連複： ５４，７１６，９００円 ３連単： １１７，８３４，７００円 計： ３３３，７４５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（４－５） ２３０円

普通馬連 �� ２４０円 馬 単 �� ４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ３００円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ６００円 ３ 連 単 ��� １，６２０円

票 数

単勝票数 計 １６７８９８ 的中 � ５６３２８（１番人気）
複勝票数 計 １６６３５８ 的中 � ５２６０４（１番人気）� ４０６０５（２番人気）� １９７０４（３番人気）
枠連票数 計 １７５１９１ 的中 （４－５） ５６４９３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７６９０４ 的中 �� １４９６８９（１番人気）
馬単票数 計 ４６３５１４ 的中 �� ７６６２７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６２０７４ 的中 �� ４０７３９（１番人気）�� １１３４５（２番人気）�� ９３８０（３番人気）
３連複票数 計 ５４７１６９ 的中 ��� ６７３０９（１番人気）
３連単票数 計１１７８３４７ 的中 ��� ５３７９２（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．６―１１．９―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．５―３５．１―４７．０―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワールドワン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

２００６．３．２１生 牝２黒鹿 母 ゴールドバニー 母母 フ ロ リ ン ダ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 レッドボナンザ号の騎手武豊は，第５日第５競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。



３２０６６１１月２４日 雨 良 （２０京都５）第６日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１３時００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

１：２０．８
１：２０．３

良

良

３４ メモリーパフィア 牝２黒鹿５４ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４５０ ―１：２３．１ ６６．４�

３３ ブルーモーリシャス 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：２３．２� ５．５�
４６ ビオンドパンテーラ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４０ ―１：２３．４１� ５．８�
４５ ジャグラーキング 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太栗本 良明氏 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 ４３０ ― 〃 ハナ ４５．２�
１１ ミルリュユッテ 牝２黒鹿５４ 上村 洋行畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 北光牧場 ４４２ ―１：２３．５クビ ７．０�
８１４ デイブレイクスベル 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４６０ ―１：２３．６� ６．８�
７１２� エスプリヌーヴォー 牡２芦 ５５

５４ ☆浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 英 Katsumi
Yoshida ４７４ ―１：２３．７� ３８．４	

２２ リバートップガン 牡２栗 ５５ 福永 祐一河越 武治氏 須貝 彦三 三石 飯岡牧場 ４２４ ―１：２３．８� ７６．２

５７ ハッピーエンジェル 牝２黒鹿５４ 長谷川浩大�アカデミー 鮫島 一歩 新冠 ハシモトフアーム ４２４ ―１：２４．０１	 ３８．７�
６１０� ソニックファイヤー 牡２青 ５５ C．ルメール 齋藤 文男氏 小崎 憲 愛

M. Doyle &
Christy Ryan &
Morton Bloodstock

５１４ ―１：２４．５３ ２．４
（仏）

６９ マイネルシュトルム 牡２栗 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ４８６ ― 〃 アタマ １８．５�

５８ ロングファラオ 牡２鹿 ５５ 高橋 亮中井 敏雄氏 高橋 隆 浦河 笹地牧場 ４２０ ― 〃 クビ ６８．０�
７１１ ネオグラティア 牝２栗 ５４ 川原 正一宮崎 利男氏 荒川 義之 新冠 川島牧場 ４２６ ― 〃 アタマ ８０．２�

（兵庫）

８１３ テラノチャンス 牝２青鹿５４ 藤田 伸二寺田 寿男氏 清水 出美 平取 坂東牧場 ４２６ ―１：２５．６７ １０７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，１９８，７００円 複勝： ２４，４５６，４００円 枠連： １９，８００，８００円

普通馬連： ５７，１６１，０００円 馬単： ４９，０７９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３６０，１００円

３連複： ６９，２３８，８００円 ３連単： １２２，４６８，１００円 計： ３８２，７６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，６４０円 複 勝 � １，０３０円 � ２００円 � ２２０円 枠 連（３－３） １５，０９０円

普通馬連 �� １２，３３０円 馬 単 �� ３３，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６１０円 �� ３，５３０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２７，８１０円 ３ 連 単 ��� ３２７，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２０１９８７ 的中 � ２３９９（１０番人気）
複勝票数 計 ２４４５６４ 的中 � ４８２４（９番人気）� ３６７８３（２番人気）� ３３１１５（３番人気）
枠連票数 計 １９８００８ 的中 （３－３） ９６９（２８番人気）
普通馬連票数 計 ５７１６１０ 的中 �� ３４２３（３２番人気）
馬単票数 計 ４９０７９５ 的中 �� １０８７（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３６０１ 的中 �� １３２９（３４番人気）�� １３５８（３３番人気）�� １０３７８（６番人気）
３連複票数 計 ６９２３８８ 的中 ��� １８３８（７４番人気）
３連単票数 計１２２４６８１ 的中 ��� ２７６（６３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．６―５９．８―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メモリーパフィア �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００６．５．２３生 牝２黒鹿 母 メモリーラマン 母母 パーカツシヨン 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または施行団体名を表示している。



３２０６７１１月２４日 雨 良 （２０京都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３０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

７１３ ウォータクティクス 牡３黒鹿５５ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：５１．８ １．４�

８１５ グッドフロマージュ 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５１８± ０１：５２．８６ ８９．１�
（仏）

６１２ テイエムザエックス 牡５栗 ５７ 幸 英明竹園 正繼氏 木原 一良 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ４１：５２．９� ８２．３�
６１１ ミ コ ノ ス 牝３芦 ５３

５１ △田中 健武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４４０－ ４１：５３．０� １６．１�
２４ ルアシェイア 牝４黒鹿５５ 川島 信二 �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 ４２８＋ ４ 〃 アタマ ２２．７�
１２ � アドマイヤレグルス 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 B４８０＋ ４ 〃 アタマ ５．９�
７１４ ハードシーキング 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５０４± ０ 〃 同着 １３．１	
２３ リリアンタイム 牝４鹿 ５５ 川田 将雅後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 静内 曾田農園 ４１８－ ６１：５３．１クビ ８４．５

１１ インプレスゴールド 牝４栗 ５５

５４ ☆浜中 俊下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４８± ０１：５３．６３ ８５．５�
８１６ ポーカーフェイス 牡４栗 ５７ 角田 晃一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋１４１：５３．９２ １１．２�
３６ マイグローリアス 牡６芦 ５７ 長谷川浩大五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５１４＋１２１：５４．０クビ ２９９．６
５９ スプリングゲント 牡８鹿 ５７ 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５３２－ ２ 〃 ハナ ２４５．２�
４８ � シゲルアラムシャ 牡６黒鹿 ５７

５５ △田中 克典森中 蕃氏 小島 貞博 静内 山田牧場 ５２６＋１２１：５４．１� ２４８．８�
３５ � ニッシンテースト 牡６鹿 ５７

５４ ▲大下 智星野 清�氏 梅内 忍 浦河 バンダム牧場 ５６４± ０１：５４．２� １７０．６�
４７ エイシンイッパツ 牡４鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅平井 豊光氏 松永 昌博 浦河 丸幸小林牧場 ４８８± ０１：５５．４７ ５３．５�
５１０ ショコラシチー 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太 �友駿ホースクラブ 田中 章博 浦河 駿河牧場 ４１８－２４１：５５．７２ ２０８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，００８，７００円 複勝： ７６，０２１，４００円 枠連： ２６，２５４，５００円

普通馬連： ９１，６２２，３００円 馬単： ８５，６８３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，８４４，３００円

３連複： １０８，５９９，５００円 ３連単： ２５８，０４８，６００円 計： ７１２，０８２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １，４９０円 � １，３２０円 枠 連（７－８） ５１０円

普通馬連 �� ４，７８０円 馬 単 �� ５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６８０円 �� １，５００円 �� １３，９８０円

３ 連 複 ��� ４１，７９０円 ３ 連 単 ��� １２１，５４０円

票 数

単勝票数 計 ３２００８７ 的中 � １８６１９４（１番人気）
複勝票数 計 ７６０２１４ 的中 � ４９７０１６（１番人気）� ５３０７（１０番人気）� ６０３４（９番人気）
枠連票数 計 ２６２５４５ 的中 （７－８） ３８０９６（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１６２２３ 的中 �� １４１６０（１３番人気）
馬単票数 計 ８５６８３４ 的中 �� １２０１８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３８４４３ 的中 �� ５０３４（１６番人気）�� ５６６６（１３番人気）�� ５７９（５７番人気）
３連複票数 計１０８５９９５ 的中 ��� １９１８（７７番人気）
３連単票数 計２５８０４８６ 的中 ��� １５６７（２３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３６．３―４９．０―１：０２．０―１：１４．８―１：２７．１―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ウォータクティクス �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．１１ 京都３着

２００５．２．６生 牡３黒鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル ４戦３勝 賞金 ２４，７００，０００円
〔騎手変更〕 ウォータクティクス号の騎手武豊は，第５日第５競走での落馬負傷のため藤田伸二に変更。
※グッドフロマージュ号・ショコラシチー号・リリアンタイム号は，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。



３２０６８１１月２４日 雨 良 （２０京都５）第６日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１１ シャインウェーヴ 牡４黒鹿５７ 四位 洋文臼田 浩義氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４７６＋ ８１：２４．４ １１．３�

８１４ シャンパンマリー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４５２－ ２ 〃 ハナ ４．２�
５８ タガノクリスエス 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７０＋ ４１：２４．５� ３．３�
５９ � カロンセギュール 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-

mas/Lakin/Kintz） ４４４－ ４１：２４．６� ４３．７�
８１５ ラインプレアー 牡３芦 ５６ 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５３２－ ４ 〃 アタマ ５．８�
２３ 	 クイックリープ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４７２＋１２１：２４．７� ２８．８�
３４ ゼンノグッドウッド 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 武 邦彦 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２ 〃 ハナ ３０．３�
７１２ ダノンジュピター 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三	ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８６＋ ６ 〃 アタマ ２０．９

４６ デ ュ ヴ ァ ル 牡７鹿 ５７

５５ △田中 克典 �サンデーレーシング 村山 明 早来 ノーザンファーム ５５６＋２０１：２４．９１ ２５６．８�
１１ タガノティアーズ 牝４鹿 ５５ 橋本 美純八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４４－１０ 〃 クビ ２２．５
２２ ペプチドアトム 牡３鹿 ５６ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８４－ ２ 〃 ハナ ９．６�
６１０ ブ レ イ バ ー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４６６＋ ２１：２５．０クビ ７．５�
７１３ トウカイフラッグ 牡６青鹿 ５７

５５ △田中 健内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４７６＋ ２１：２５．１� １０７．３�
４７ テンシノコンコルド 牡５青 ５７ 酒井 学杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 門別 法理牧場 ４９８＋ ８１：２５．２� ５３．７�
３５ アグネスハッピー 牡６鹿 ５７ 上村 洋行渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４７０＋ ４１：２６．７９ １９９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，４７５，０００円 複勝： ４７，５９３，６００円 枠連： ３３，９４４，９００円

普通馬連： １１３，５３８，１００円 馬単： ７６，０７７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６４８，２００円

３連複： １２６，５１５，４００円 ３連単： ２３８，０３１，２００円 計： ７０２，８２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ３００円 � １８０円 � １３０円 枠 連（６－８） ７１０円

普通馬連 �� ３，１９０円 馬 単 �� ７，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ４８０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 ��� ２０，１５０円

票 数

単勝票数 計 ３１４７５０ 的中 � ２２０３７（６番人気）
複勝票数 計 ４７５９３６ 的中 � ３０８４６（６番人気）� ６７５３３（２番人気）� １３４２４９（１番人気）
枠連票数 計 ３３９４４９ 的中 （６－８） ３５６３３（３番人気）
普通馬連票数 計１１３５３８１ 的中 �� ２６３２８（１０番人気）
馬単票数 計 ７６０７７３ 的中 �� ７５５４（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６４８２ 的中 �� ６２７６（１６番人気）�� １８１６５（５番人気）�� ３４４６７（１番人気）
３連複票数 計１２６５１５４ 的中 ��� ４３９９６（４番人気）
３連単票数 計２３８０３１２ 的中 ��� ８７１８（４９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．８―１２．１―１２．３―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．７―４６．８―５９．１―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャインウェーヴ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００７．２．１１ 小倉４着

２００４．１．１１生 牡４黒鹿 母 シルバーコースト 母母 Diamond Coast １１戦４勝 賞金 ４０，３５０，０００円
※出走取消馬 シークエスト号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 アサクサアンデス号・アマノチェリーラン号・インプレッション号・エノク号・オーミチェリッシュ号・

クリノゴールド号・コアレスパレード号・シルクパスワード号・スリーサンフレンチ号・セントラルコースト号・
トーホウヘレン号・ミステリアスバイオ号・ミリオンディスク号・メイショウカルド号・メイショウボンハオ号



３２０６９１１月２４日 雨 良 （２０京都５）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

き

も ち の 木 賞
発走１４時３５分 （ダート・右）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

７９ 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 ４７４＋ ６１：５４．２ ７．７�

７８ カノンコード 牡２芦 ５５ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９８－ ４ 〃 クビ ２．４�
４４ カ ー ル 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介菅波立知子氏 斎藤 誠 新冠 松浦牧場 ４８６＋ ４１：５４．４１� ６７．１�
１１ マイネルプリマス 牡２芦 ５５ O．ペリエ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋ ４１：５４．５クビ １０．６�
（仏）

３３ エルチョコレート 牡２黒鹿５５ 横山 典弘三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４３８＋ ２１：５４．７１� ６３．０�
６７ レッドボルサリーノ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９０－ ６１：５５．６５ １９．５	
８１１ スマートパルス 牝２芦 ５４ C．ルメール 大川 徹氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５１４± ０１：５５．７クビ １０．１


（仏）

２２ 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 ５１８－ ２ 〃 クビ ２．７�
８１０� ケイアイウミノカミ 牡２栗 ５５ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 MALEC Thor-

oughbreds, Inc. ４３２－ ２１：５５．９１� ７９．０�
５５ 	 モエレサマー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二松山 増男氏 坂口 正則 新ひだか 中村 和夫 ４６２－ ２１：５６．０クビ ２８．５
６６ 
 ジョウショーリズム 牡２栗 ５５ 川原 正一熊田 義孝氏 森沢 友貴 えりも 上島牧場 ４６６＋ １１：５６．２１� １８４．０�

（兵庫） （兵庫）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４２，８００，６００円 複勝： ５１，５０２，１００円 枠連： ３１，４６６，４００円

普通馬連： １３９，７２０，３００円 馬単： １１５，９０２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，７０５，３００円

３連複： １４７，６０２，４００円 ３連単： ４２９，２９５，８００円 計： ９９６，９９５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２６０円 � １３０円 � １，１００円 枠 連（７－７） １，１７０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ３，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ４，７３０円 �� ２，３８０円

３ 連 複 ��� １７，４１０円 ３ 連 単 ��� ９２，８６０円

票 数

単勝票数 計 ４２８００６ 的中 � ４４３０４（３番人気）
複勝票数 計 ５１５０２１ 的中 � ４５２３６（３番人気）� １６６６６４（１番人気）� ７９１８（９番人気）
枠連票数 計 ３１４６６４ 的中 （７－７） １９８９１（５番人気）
普通馬連票数 計１３９７２０３ 的中 �� ８４１５３（４番人気）
馬単票数 計１１５９０２５ 的中 �� ２６３６３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８７０５３ 的中 �� ２３６２５（３番人気）�� １８９１（３３番人気）�� ３８１６（２２番人気）
３連複票数 計１４７６０２４ 的中 ��� ６２６０（４１番人気）
３連単票数 計４２９２９５８ 的中 ��� ３４１２（１９５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．３―１２．４―１２．９―１３．１―１３．２―１３．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．１―４８．５―１：０１．４―１：１４．５―１：２７．７―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F３９．７
１
３

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

・（２，１１）（１，７）－（１０，５）８－（４，９）３－６・（２，１１）（１，８）（５，７，９）１０（４，３）－６
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 ６戦２勝 賞金 １８，８９５，０００円
〔騎手変更〕 カノンコード号の騎手武豊は，第５日第５競走での落馬負傷のため藤田伸二に変更。
〔制裁〕 アドマイヤコブラ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戒告。
〔その他〕 アドマイヤコブラ号は，４コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０７０１１月２４日 小雨 稍重 （２０京都５）第６日 第１０競走 ��
��２，０００�

しゅうがくいん

修学院ステークス
発走１５時１０分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，１９．１１．１７以降２０．１１．１６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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

２２ タガノヴァレオ �３黒鹿５４ C．ルメール 八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５０６± ０２：０１．３ ２０．３�

（仏）

５８ アーネストリー 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２２± ０２：０１．４クビ ４．６�
７１２ リキサンポイント �５青鹿５５ 藤田 伸二 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B５１４＋ ４ 〃 クビ １３．１�
２３ ダイシンプラン 牡３栗 ５４ 安藤 勝己大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１２＋ ８２：０１．５クビ ４．５�
１１ ヒカリシャトル 牡４鹿 ５７．５ 幸 英明當山 �則氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B５１８＋ ８２：０１．６� ５．３�
４６ ショートローブス 牡８黒鹿５３ 川田 将雅 �サンデーレーシング 相沢 郁 早来 ノーザンファーム ４７２－ ２２：０１．８１� ６６．５	
８１５ マイネルスターリー 牡３鹿 ５５ 池添 謙一 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４６０＋ ２２：０２．０１� ６．３�
３５ ソリッドプラチナム 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 静内 橋本牧場 ４２４－ ６２：０２．１� ２４．４�
３４ マルティンスターク 牝３鹿 ５１ 浜中 俊 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ４２：０２．３１ １１．６
４７ ファランドール 牝６鹿 ５３ 武 幸四郎 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４４０＋ ４２：０２．６１� ６８．０�
６１１ シルクダッシュ 牡７鹿 ５５ 藤岡 佑介有限会社シルク斎藤 誠 新冠 早田牧場新

冠支場 ５００± ０２：０２．９２ １５．１�
６１０ ビーオブザバン 牡５鹿 ５３ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス
 松田 国英 早来 ノーザンファーム B５０８＋ ４２：０３．３２	 １４１．２�
７１３ ラッキーリップス 牡５黒鹿５３ 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 B４６６＋１６２：０４．９１０ １３９．５�
５９ ウインスペンサー 牡４黒鹿５５ O．ペリエ 
ウイン 池江 泰郎 浦河 丸幸小林牧場 ５２２－ ２２：０５．５３	 １２．３�

（仏）

８１４ コスモスペシャリー 牡５鹿 ５４ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 門別 白井牧場 ４５２＋１０２：０６．５６ ３９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４３，３７８，３００円 複勝： ７０，７５５，０００円 枠連： ４７，２８７，９００円

普通馬連： ２０５，５０８，１００円 馬単： １１８，３１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，０２３，１００円

３連複： ２２８，７２９，０００円 ３連単： ４６０，２９６，１００円 計： １，２３０，２９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０３０円 複 勝 � ５２０円 � ２１０円 � ４４０円 枠 連（２－５） ６４０円

普通馬連 �� ４，２５０円 馬 単 �� １０，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６４０円 �� ２，８１０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� １２，９７０円 ３ 連 単 ��� １０６，５６０円

票 数

単勝票数 計 ４３３７８３ 的中 � １６８５７（９番人気）
複勝票数 計 ７０７５５０ 的中 � ３１７８７（９番人気）� １１０８５７（３番人気）� ３９３６８（７番人気）
枠連票数 計 ４７２８７９ 的中 （２－５） ５５２９３（１番人気）
普通馬連票数 計２０５５０８１ 的中 �� ３５７３４（２２番人気）
馬単票数 計１１８３１３６ 的中 �� ８２１３（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６０２３１ 的中 �� ８４０９（２４番人気）�� ４８０６（３９番人気）�� １３３６８（８番人気）
３連複票数 計２２８７２９０ 的中 ��� １３０２３（４６番人気）
３連単票数 計４６０２９６１ 的中 ��� ３１８８（３７７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．１―１２．９―１２．５―１２．７―１２．２―１１．９―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３４．６―４７．５―１：００．０―１：１２．７―１：２４．９―１：３６．８―１：４９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．４
１
３

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

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

タガノヴァレオ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１０．２０ 東京３着

２００５．２．２２生 �３黒鹿 母 タガノラピス 母母 クルーピアレディー １３戦４勝 賞金 ６０，６３３，０００円
〔騎手変更〕 マイネルスターリー号の騎手武豊は，第５日第５競走での落馬負傷のため池添謙一に変更。
〔発走状況〕 ヒカリシャトル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ラッキーリップス号の騎手福永祐一は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモスペシャリー号は，平成２０年１２月２４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。



３２０７１１１月２４日 小雨 稍重 （２０京都５）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�トパーズステークス

発走１５時４５分 （ダート・右）

３歳以上，１９．１１．１７以降２０．１１．１６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 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

６１１ エスポワールシチー 牡３栗 ５５ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 ４８６＋ ６１：５０．８ １．７�

４７ ダークメッセージ 牡５栃栗５６ O．ペリエ �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４８２＋１０１：５１．１１� ６．５�
（仏）

１１ メイショウサライ 牡７黒鹿５６ 横山 典弘松本 好雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ２９．７�
７１４ マルブツリード 牡５栗 ５６ 長谷川浩大大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ５００＋ ２１：５１．３１� ５２．７�
４８ ロールオブザダイス 牡３栗 ５４ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５６＋ ８１：５１．４クビ ９．０�
７１３� フィフティーワナー 	６黒鹿５８ 四位 洋文 �キャロットファーム 安田 隆行 米 Mr. & Mrs. George

S Hofmeister B５０２＋１１１：５１．５� ７．８	
５１０� タイキヴァンベール 牡８芦 ５３ 幸 英明�大樹ファーム 田中 清隆 米 Taiki Farm ４６４－ ２ 〃 クビ ２１０．３

３５ ラッキーブレイク 牡７鹿 ５５ 上村 洋行松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ １０８．７�
８１５ マコトスパルビエロ 牡４芦 ５６ 安藤 勝己眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５２２＋ ２１：５１．６クビ １３．４�
２４ ド ン ク ー ル 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介山田 貢一氏 鈴木 伸尋 門別 日西牧場 ５１２± ０１：５１．８１� ５９．０
３６ ナナヨーヒマワリ 牡７栗 ５６ 福永 祐一尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５００－１８１：５１．９� ３４．９�
１２ ウインカーディナル 牡６黒鹿５３ 川原 正一�ウイン 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４８８＋ ４１：５２．１� １８４．３�

（兵庫）

６１２ ダイナミックグロウ 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４７４＋ ６１：５２．４１� ２３．８�
８１６ イイデケンシン 牡３鹿 ５３ 池添 謙一 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 静内 フジワラフアーム ４８６＋１０１：５４．２大差 １４７．８�
５９ ドリームガードナー 牡３栗 ５３ 浜中 俊セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４１：５４．４１ ２９．２�
２３ � ハギノベルテンポ 牡８栗 ５２ 川田 将雅日隈 良江氏 和田 正道 米 Morven

Stud, Ltd. ４７４± ０１：５５．９９ ２３５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８８，５７０，６００円 複勝： １０５，４８２，１００円 枠連： ８８，３８３，３００円

普通馬連： ３９９，３２８，３００円 馬単： ２６５，９４４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １０２，７８６，０００円

３連複： ４４０，６５８，４００円 ３連単： １，１０１，８６２，１００円 計： ２，５９３，０１５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ３８０円 枠 連（４－６） ３１０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ８８０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ４，０４０円 ３ 連 単 ��� １１，７７０円

票 数

単勝票数 計 ８８５７０６ 的中 � ４１３６６０（１番人気）
複勝票数 計１０５４８２１ 的中 � ３６７５５４（１番人気）� １３２９５７（２番人気）� ４７９３３（６番人気）
枠連票数 計 ８８３８３３ 的中 （４－６） ２１２９９０（１番人気）
普通馬連票数 計３９９３２８３ 的中 �� ５３９００３（１番人気）
馬単票数 計２６５９４４５ 的中 �� ２４７０９４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０２７８６０ 的中 �� １１６１４６（１番人気）�� ２６７７３（１０番人気）�� １５１２５（１６番人気）
３連複票数 計４４０６５８４ 的中 ��� ８０６３１（９番人気）
３連単票数 計１１０１８６２１ 的中 ��� ６９０９０（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．５―４８．９―１：００．９―１：１３．０―１：２５．２―１：３７．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エスポワールシチー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．３．９ 阪神３着

２００５．４．２２生 牡３栗 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー １１戦５勝 賞金 ７６，９６２，０００円
〔騎手変更〕 ナナヨーヒマワリ号の騎手小原義之は，第５日第５競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。

フィフティーワナー号の騎手武豊は，第５日第５競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハギノベルテンポ号は，平成２０年１２月２４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 トーセンアーチャー号・ナンヨーヒルトップ号・バトルハートオー号・ベルモントプロテア号・マイネルハーティー号
※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。



３２０７２１１月２４日 小雨 稍重 （２０京都５）第６日 第１２競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１５分 （芝・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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

４８ ミスズオペラ 牡３栗 ５５ O．ペリエ 永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 友田牧場 ４９６＋１６２：０４．２ ７．５�
（仏）

８１７ タガノファントム 牡４栗 ５７ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６４＋ ４２：０４．３� ６．０�

５９ ドナフュージョン 牝３黒鹿 ５３
５０ ▲船曳 文士山田 貢一氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 ４４４± ０２：０４．４クビ ２０８．９�

４７ ピエナグッドラック 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４６８＋ ８ 〃 クビ １４．２�
６１２ スリーオリオン 牡３栗 ５５ 川田 将雅永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４５２＋１２２：０４．５� ７．３�
３５ ローレルベルロード 牡３栗 ５５ 安藤 勝己 �ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４８６＋ ６ 〃 アタマ ９．６�
７１３ ミッキースター 牡３青鹿５５ 藤岡 佑介野田みづき氏 池江 泰郎 静内 寺越 政幸 ４５２－１２ 〃 アタマ ７．３	
５１０ フサイチダイチャン 牡３鹿 ５５ 四位 洋文岡田 牧雄氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４２：０４．８１� ４．４

８１６ グランジョイ 牝３鹿 ５３

５０ ▲田村 太雅林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４７８－ ４ 〃 クビ １９４．６�
８１８ ミヤコノカーン 	７栗 ５７ 幸 英明吉田都枝江氏 佐藤 吉勝 青森 明成牧場 ４６０－ ６２：０４．９� ７４．３�
２４ ナムラノブナガ 牡３青 ５５

５４ ☆浜中 俊奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 中島牧場 ４８６＋ ２ 〃 ハナ ４４．４
１１ ヨドノヒーロー 牡３黒鹿５５ 池添 謙一海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５２± ０２：０５．０� １４．０�
７１５ ナムラチェンジ 牡３鹿 ５５ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４６４＋１２２：０５．１� １５．６�
７１４ ホッコービクトリー 牡３栗 ５５ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４８４＋ ２２：０５．４１� ７７．６�
３６ スマートレディー 牝３鹿 ５３ 横山 典弘大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４２８± ０２：０５．５� ６０．４�
６１１
 ドリームストライド 牡３鹿 ５５ 福永 祐一セゾンレースホース� 飯田 雄三 英 Cheveley Park

Stud Ltd ５００＋１０２：０５．６� ２８．０�
２３ フィフスアベニュー 牝４青鹿５５ C．ルメール 山本 慎一氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント B５００－ ２２：０５．８１ ４５．５�

（仏）

１２ プレストンペスカ 牡３鹿 ５５ 角田 晃一ユーモード 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４６０－ ２２：０５．９� ５３．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５３，１５４，５００円 複勝： ７３，８４０，５００円 枠連： ７２，９２９，７００円

普通馬連： ２３５，４０６，４００円 馬単： １４１，７１１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，７０１，３００円

３連複： ２６７，２００，５００円 ３連単： ５８５，６１８，２００円 計： １，４９５，５６２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ３４０円 � ２２０円 � ４，６８０円 枠 連（４－８） １，６４０円

普通馬連 �� ２，８００円 馬 単 �� ５，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� １８，４３０円 �� １９，０７０円

３ 連 複 ��� ２２１，３２０円 ３ 連 単 ��� ９６４，７１０円

票 数

単勝票数 計 ５３１５４５ 的中 � ５５９６４（５番人気）
複勝票数 計 ７３８４０５ 的中 � ５７７０９（６番人気）� １０９３２７（２番人気）� ３３０３（１７番人気）
枠連票数 計 ７２９２９７ 的中 （４－８） ３２９７０（９番人気）
普通馬連票数 計２３５４０６４ 的中 �� ６２１１４（９番人気）
馬単票数 計１４１７１１０ 的中 �� １８２５０（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５７０１３ 的中 �� １３８０７（１１番人気）�� ８６０（１１４番人気）�� ８３１（１１８番人気）
３連複票数 計２６７２００５ 的中 ��� ８９１（４２７番人気）
３連単票数 計５８５６１８２ 的中 ��� ４４８（２０６１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．６―１３．３―１２．６―１３．１―１２．１―１１．９―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．４―３７．０―５０．３―１：０２．９―１：１６．０―１：２８．１―１：４０．０―１：５１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．１
１
３
１６－８（５，１１）（６，１４）（２，３，１２）（７，１０，１３）９，１７（１，１８）１５，４・（１６，８）（５，１１，１４）（６，３，１０）９（２，７，１２）１３（１７，１８）４（１，１５）

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

勝馬の
紹 介

ミスズオペラ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 リ ー チ デビュー ２００７．１２．８ 中京２着

２００５．４．１４生 牡３栗 母 スイートミスズ 母母 スイートリチヤード ３戦２勝 賞金 １５，２００，０００円
〔騎手変更〕 スリーオリオン号の騎手武豊は，第５日第５競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 スタルカ号・スリーラスカル号・マイサイドキック号・マチカネヒザマル号
※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。



（２０京都５）第６日 １１月２４日（月曜日） 曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

２２４，９７０，０００円
４，２６０，０００円
１９，８５０，０００円
１，３３０，０００円
２３，８５０，０００円
６３，６４８，０００円
５，２５０，８００円
１，７７７，６００円

勝馬投票券売得金
３９８，０７１，２００円
５９１，９０６，８００円
４０５，９７７，５００円
１，４９２，３７９，６００円
１，０８４，６０９，４００円
４４３，４８２，８００円
１，６９７，９４５，４００円
３，７７３，７５５，０００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
計 ９，８８８，１２７，７００円

総入場人員 ２１，０２３名 （有料入場人員 １９，２８５名）




