
３２０７３１１月２９日 晴 重 （２０京都５）第７日 第１競走 ��１，２００�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

１：１１．６
１：１０．９

良

不良

２４ マルカフリート 牡２鹿 ５５ 福永 祐一河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：１２．２ ２．２�

７１３ ナムラエクシード 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４８４± ０１：１３．０５ ４．３�
３６ タムロウイング 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 浦河 �桁牧場 ４５６± ０１：１３．１クビ １７．３�
３５ ピサノプレミアム 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４８２－ ４１：１３．５２� ７．１�
１１ マルブツコロナド 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎大澤 毅氏 加用 正 浦河 桑田フアーム ４６０－ ６１：１３．７１� １２．４�
６１１ スマイルミッキー 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４７２＋ ６１：１３．９１ ６．３	
５１０ マーベラスリリー 牝２栗 ５４ M．デムーロ笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４６２－１４１：１４．２２ １５．４


（伊）

１２ シゲルホタカヤマ 牝２青鹿５４ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 上山牧場 ４４８－ ２１：１４．５１� ２５９．０�
５９ ホッコーフクヒメ 牝２芦 ５４ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４４４± ０ 〃 クビ １２３．１�
４８ トミケンドラゴン 牡２栗 ５５ 鮫島 良太冨樫 賢二氏 坂口 正則 日高 川島 良一 ４２８－ ２１：１４．６� １１０．０
６１２ コ ー ド 牡２鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真松平 正樹氏 高松 邦男 日高 山際 辰夫 B４６６－ ８１：１４．７� ３１１．６�
２３ アスカノユタカ 牡２栗 ５５

５３ △田中 健豊田 智郎氏 川村 禎彦 浦河 三枝牧場 B４５６－ ４１：１４．８� １８４．８�
４７ エジンバラクイーン 牝２青 ５４ 北村 友一岸田 勝宏氏 目野 哲也 新ひだか カタオカフアーム ４２４－ ２１：１５．１１� ４１３．７�
８１６ ワイドヒリュウ 牡２鹿 ５５

５３ △田中 克典鋤元 節夫氏 松永 昌博 新ひだか 原 フアーム ４５０＋１０１：１５．５２� ５４．０�
８１５ テイエムジャングル 牡２栗 ５５ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 日高 日高大洋牧場 ５１６－ ４１：１５．７１� １６６．３�
７１４ グリーンスキー 牝２栗 ５４ 橋本 美純荻野 猛夫氏 梅田 康雄 浦河 鮫川牧場 ４５４－ ８１：１５．８� ５１１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，３８１，８００円 複勝： ２９，２７０，１００円 枠連： １３，３０４，９００円

普通馬連： ４７，７７２，８００円 馬単： ４０，５９８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９２８，１００円

３連複： ６４，４２３，６００円 ３連単： １０３，２１５，２００円 計： ３３３，８９４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ２９０円 枠 連（２－７） ４３０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ６３０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� ５，５４０円

票 数

単勝票数 計 １５３８１８ 的中 � ５６７４２（１番人気）
複勝票数 計 ２９２７０１ 的中 � ９３７１９（１番人気）� ６０１１４（２番人気）� １６６４７（６番人気）
枠連票数 計 １３３０４９ 的中 （２－７） ２３２０７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７７７２８ 的中 �� ８３１７２（１番人気）
馬単票数 計 ４０５９８４ 的中 �� ４４６７２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９２８１ 的中 �� ３０６１１（１番人気）�� ６９２６（９番人気）�� ６０４０（１０番人気）
３連複票数 計 ６４４２３６ 的中 ��� ２７８１６（５番人気）
３連単票数 計１０３２１５２ 的中 ��� １３７６１（１３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．０―１２．２―１２．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２４．０―３６．０―４８．２―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカフリート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー ２００８．１１．１５ 京都２着

２００６．４．１３生 牡２鹿 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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） ２頭 シルクボヌール号・パラダイスデイ号
※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。



３２０７４１１月２９日 晴 重 （２０京都５）第７日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０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 スタッドジェルラン 牡２栗 ５５ 武 幸四郎久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４８０－ ２１：５３．０ １．４�

１２ シゲルダイセン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４５８－ ２１：５３．７４ ３．６�
４７ キクノセンヒメ 牝２鹿 ５４ 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４６４－ ２１：５４．３３� ２０．９�
８１５ ケージーサミット 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 B４６０－ ２１：５４．４� ８７．６�
７１３ メイショウアッチラ 牡２青鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４５４－ ６１：５５．４６ １９０．８�
４８ スターフルーツ 牝２鹿 ５４ 石橋 守吉田 和子氏 野中 賢二 静内 出羽牧場 ４３０－ ２ 〃 ハナ ３７．６�
３６ エーシンプシュモア 牡２芦 ５５

５４ ☆浜中 俊平井 宏承氏 沖 芳夫 浦河 室田 千秋 ４３０－ ２１：５５．９３ １５１．８�
７１４ ロマンチックデス 牡２栗 ５５ 小牧 太小田切有一氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ８１：５６．１１� ５３．１	
６１１ ランドレビン 牡２栗 ５５ 角田 晃一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９６＋ ２１：５６．３� １１５．１

５９ ワシャモノタリン 牡２黒鹿５５ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ４８４＋ ８ 〃 ハナ ４７．２�
３５ � オンリースカイ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 米 Koji Maeda ５０８＋１６１：５６．８３ ６７．６
２３ シルバーキング 牡２黒鹿５５ 小林 徹弥小林 久義氏 高橋 隆 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５１０± ０１：５７．１１� １８１．３�
６１２ フォレストグリーン 牡２鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真星野 壽市氏 高松 邦男 新ひだか 原 達也 ４４２＋ ２１：５７．８４ １６６．８�
１１ テイエムターザン 牡２栗 ５５

５３ △田中 克典竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５０＋ ２１：５８．７５ １３０．１�
２４ � エーシンシークルー 牝２栗 ５４ 四位 洋文平井 宏承氏 岡田 稲男 米 John James

Revocable Trust ４７６± ０２：００．３１０ ３１．２�
５１０ キャンベルイモン 牝２栗 ５４ 藤田 伸二井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 新井 弘幸 ４５２－ ４ （競走中止） ４０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９７０，６００円 複勝： ４８，３２７，２００円 枠連： １８，１３３，２００円

普通馬連： ５０，０５７，５００円 馬単： ５４，７３０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０８４，１００円

３連複： ６４，０９３，５００円 ３連単： １２８，８３２，１００円 計： ４０５，２２９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １００円 � ２２０円 枠 連（１－８） １５０円

普通馬連 �� １５０円 馬 単 �� ２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１０円 �� ２９０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� １，０７０円

票 数

単勝票数 計 １９９７０６ 的中 � １１７８３２（１番人気）
複勝票数 計 ４８３２７２ 的中 � ３１８１６７（１番人気）� ９１８５８（２番人気）� １５４６１（３番人気）
枠連票数 計 １８１３３２ 的中 （１－８） ９１８０５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５００５７５ 的中 �� ２４７７２４（１番人気）
馬単票数 計 ５４７３０８ 的中 �� １９３０４９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０８４１ 的中 �� ８１０２０（１番人気）�� １２５４５（２番人気）�� ９５９６（３番人気）
３連複票数 計 ６４０９３５ 的中 ��� ８８１９７（１番人気）
３連単票数 計１２８８３２１ 的中 ��� ８９４５２（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３６．２―４９．２―１：０２．７―１：１５．９―１：２８．７―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スタッドジェルラン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２００８．１１．９ 京都２着

２００６．３．７生 牡２栗 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走中止〕 キャンベルイモン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムターザン号・エーシンシークルー号は，平成２０年１２月２９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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ダンツブロケード号・ラヴソースウィート号



３２０７５１１月２９日 晴 稍重 （２０京都５）第７日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時１０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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

５１０ シゲルキリガミネ 牝２青 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ４６８± ０１：３６．１ １５．７�

６１２ スイートマトルーフ 牝２青鹿５４ 川田 将雅和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４８４－ ４１：３６．２� ８．５�
７１５ マコトエレンシア 牝２黒鹿５４ M．デムーロ眞壁 明氏 川村 禎彦 様似 出口 繁夫 ４５８－ ６ 〃 クビ １３．６�

（伊）

３５ ハッピーパレード 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４２８＋ ２１：３６．３クビ １．３�
３６ テイエムダイアナ 牝２鹿 ５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４４２± ０１：３６．９３� １８．０�
８１６ コスモクリスタル 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 荒井ファーム ４５４－ ４１：３７．１１� １２．４�
５９ マイネブルーム 牝２鹿 ５４ 川島 信二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 根本 康広 新ひだか 平野牧場 ４０２－ ４１：３７．２� ２０２．５

７１４ マルフクギガ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎鈴木 幸夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４６０－１０１：３７．３クビ ２０３．５�
８１７ ニホンピロボレー 牝２栗 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 浦河 鵜木 唯義 ４２８－ ４１：３７．６１� １２８．７�
４７ タガノガンチーニ 牝２鹿 ５４ 橋本 美純八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－ ８ 〃 クビ １４４．１
２３ アンジェルージュ 牝２鹿 ５４

５２ △田中 克典村山 卓也氏 梅田 康雄 新冠 大栄牧場 ４３８＋ ８１：３７．７� ２９７．０�
６１１ エリモシャトレーゼ 牝２黒鹿５４ 石橋 守山本 敏晴氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４２４± ０１：３７．９１� １１８．３�
１１ マネージャー 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５８－ ４１：３８．０� ８８．２�
８１８ プライムウィッシュ 牝２青鹿５４ 佐藤 哲三�日進牧場 佐々木晶三 日高 日高大洋牧場 ４６０－ ４１：３８．３１� ７１．１�
２４ ハードフォード 牝２鹿 ５４ 北村 友一津田 一男氏 西橋 豊治 静内 マツケン農場 ４６６＋ ６１：３８．４� ３６５．８�
７１３ タッカーアツヒメ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太�塚尾牧場 崎山 博樹 新冠 新冠橋本牧場 ４４８± ０１：３８．５� ４１４．２�
４８ ブルーパフューム 牝２鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４４４＋ ２１：３９．６７ １９５．２�

（１７頭）
１２ カシノスフィンクス 牝２青鹿５４ 藤田 伸二柏木 務氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，６５３，５００円 複勝： ５１，０５５，０００円 枠連： １５，３４４，３００円

普通馬連： ４３，９７３，０００円 馬単： ４８，２０２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９３０，６００円

３連複： ５６，９６１，６００円 ３連単： １１８，３５７，４００円 計： ３７３，４７８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ５２０円 � ３４０円 � ６００円 枠 連（５－６） ３，２３０円

普通馬連 �� ３，６６０円 馬 単 �� ９，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� １，８１０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� １３，７５０円 ３ 連 単 ��� １０４，９９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０６５３５（返還計 ９６） 的中 � １０３７１（５番人気）
複勝票数 差引計 ５１０５５０（返還計 １９９） 的中 � ２５５６９（３番人気）� ４２４８２（２番人気）� ２１４１０（５番人気）
枠連票数 差引計 １５３４４３（返還計 ３ ） 的中 （５－６） ３５０９（８番人気）
普通馬連票数 差引計 ４３９７３０（返還計 １３１７） 的中 �� ８８８０（７番人気）
馬単票数 差引計 ４８２０２８（返還計 ８７６） 的中 �� ３７５９（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １８９３０６（返還計 ６１３） 的中 �� ５４１１（７番人気）�� ２５２０（１７番人気）�� ４５１７（１０番人気）
３連複票数 差引計 ５６９６１６（返還計 ３４４６） 的中 ��� ３０５８（３９番人気）
３連単票数 差引計１１８３５７４（返還計 ６０１１） 的中 ��� ８３２（１９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３５．７―４７．８―１：００．２―１：１２．１―１：２３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９
３ １０，１２－１５（６，１６）（１７，１８）（１，１４，５）（１１，１３，７）９（４，８）３ ４ １０，１２，１６（６，１５）（１，１７）（１４，１８）５（１１，７）（９，１３）－４（３，８）

勝馬の
紹 介

シゲルキリガミネ �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 カツラギエース デビュー ２００８．７．２６ 小倉５着

２００６．３．２７生 牝２青 母 トキファイター 母母 ダンシングフアイタ ６戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔出走取消〕 カシノスフィンクス号は，疾病〔両後肢挫創〕のため出走取消。
〔発走状況〕 マネージャー号は，枠入り不良。
※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 セティア号・メイショウカガリビ号
※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。



３２０７６１１月２９日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２０京都５）第７日 第４競走 ��３，１７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１９．１１．２３以降未出走馬および未勝利馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：２８．４良・良

５６ シュフルール 牝６鹿 ６０ 金子 光希臼田 浩義氏 上原 博之 新冠 勝川牧場 ４８０－ ８３：３２．４ １８．３�

３３ ハリーコマンド �８黒鹿５９ 白浜 雄造�田 貞子氏 庄野 靖志 三石 本桐牧場 ４９４＋１４３：３３．１４ ３６．２�
８１２ コウヨウウェーブ 牡４芦 ６０ 五十嵐雄祐寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ５０８＋ ２３：３３．４２ ５５．３�
４５ ワンダーシンゲキ �８鹿 ６３ 植野 貴也山本 信行氏 佐藤 正雄 静内 大滝 栄治 ４９４＋ ２３：３３．６１� ２．６�
６８ テイエムヤマトオー 牡７黒鹿６２ 出津 孝一竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 辻 牧場 ５２２＋ ２３：３３．８１� ８．６�
７１１ モモタロサン 牡４栗 ６０ 高野 和馬井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４７４＋１４３：３３．９� ８６．３�
１１ マルブツグローリア 牡４芦 ５９ 高田 潤大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ４５２＋１０３：３４．２１� １８．５�
６９ � アンティークコイン 牡７鹿 ６０ 西谷 誠 	社台レースホース小崎 憲 米 Fontainebleau

Farm Inc. ５２２± ０３：３４．３� ２．４

２２ スズカクリエート 牡３青鹿５８ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７０＋ ６ 〃 ハナ １１．７�
５７ 	 スリーエリシオ 牡７鹿 ６０ 南井 大志永井商事� 武 宏平 門別 本間牧場 ４９６－ ４３：３５．６８ ３５．６
４４ ローランアントレ 牝５鹿 ５８ 宗像 徹斉藤 敏博氏 水野 貴広 青森 諏訪牧場 ５００± ０３：３５．７クビ ２７．７�
８１３ ワイズタイクーン 牡６鹿 ６０ 林 満明井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５０８＋ ４３：３６．４４ １１３．５�
７１０ ラドランデンジャー 牡６黒鹿６０ 仲田 雅興村中 徳広氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４９６－ ４３：３６．６� １２４．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，９７８，０００円 複勝： １６，９１２，９００円 枠連： １５，５３０，４００円

普通馬連： ４２，０８０，９００円 馬単： ３８，３７８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８２５，４００円

３連複： ５６，９６３，５００円 ３連単： ９８，５７６，４００円 計： ３００，２４６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８３０円 複 勝 � ４２０円 � ８１０円 � １，１６０円 枠 連（３－５） ６，４３０円

普通馬連 �� １５，２７０円 馬 単 �� ２９，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０３０円 �� ５，９７０円 �� ９，０８０円

３ 連 複 ��� １４４，４７０円 ３ 連 単 ��� ８５５，８８０円

票 数

単勝票数 計 １４９７８０ 的中 � ６４６５（５番人気）
複勝票数 計 １６９１２９ 的中 � １１５３２（５番人気）� ５３９８（９番人気）� ３６２８（１０番人気）
枠連票数 計 １５５３０４ 的中 （３－５） １７８５（１８番人気）
普通馬連票数 計 ４２０８０９ 的中 �� ２０３５（３４番人気）
馬単票数 計 ３８３７８９ 的中 �� ９６０（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８２５４ 的中 �� １０３４（３４番人気）�� ６９３（４６番人気）�� ４５４（５５番人気）
３連複票数 計 ５６９６３５ 的中 ��� ２９１（１６８番人気）
３連単票数 計 ９８５７６４ 的中 ��� ８５（９２８番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５３．０－３F ３９．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュフルール �
�
父 パントレセレブル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．９．１９ 中山１１着

２００２．２．１５生 牝６鹿 母 ベイフィオーリ 母母 ヒロポリシー 障害：１６戦４勝 賞金 ８５，４３４，０００円



３２０７７１１月２９日 晴 良 （２０京都５）第７日 第５競走 １，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０分 （芝・右）

若手騎手，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

３３ キンセイポラリス 牡２鹿 ５５
５２ ▲田村 太雅山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ３９２＋ ２１：２２．６ ３５．０�

２２ タフネスデジタル 牝２鹿 ５４
５２ △田中 克典�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか サンコウ牧場 ４６０± ０１：２２．８１� ３．４�

７１２ 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－ ２ 〃 クビ １０．７�

１１ ブルーライジング 牡２鹿 ５５
５４ ☆藤岡 康太 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４５０＋ ６１：２３．２２� ５．１�

５８ サイキョウアサカゼ 牡２栗 ５５
５４ ☆浜中 俊奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４２４＋ ２１：２３．７３ ２．５�

８１４ ハリケンフリゲイト 牡２青鹿 ５５
５２ ▲荻野 琢真小川 洋氏 羽月 友彦 日高 加藤牧場 ４２２－ ２ 〃 クビ ８５．６�

６９ テイエムシバスキー 牡２鹿 ５５ 上野 翔竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ８６．５	
５７ カタンジャレ 牡２栗 ５５ 中村 将之浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ５０６± ０１：２４．０１� ２２０．３

７１１ シゲルフジサン 牡２栗 ５５ 岩崎 祐己森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 長浜 秀昭 ４９０－ ６１：２４．１� ２０６．２�
４５ ダンツブロンズ 牡２栗 ５５

５２ ▲船曳 文士山元 哲二氏 本田 優 新ひだか へいはた牧場 ５０６－ ６１：２４．７３� ３９．１�
６１０ マッキーアイアン 牝２黒鹿５４ 佐久間寛志薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４４６＋ ４ 〃 クビ ３００．５
８１３ ダンツクオリティ 牡２鹿 ５５ 生野 賢一山元 哲二氏 山内 研二 浦河 杵臼牧場 B４８６± ０１：２４．９１ ３８．４�
４６ オーバーザウェイヴ 牡２栗 ５５ 柴原 央明�日進牧場 柴田 政見 浦河 日進牧場 ５１０－ ６１：２５．２１� ２０５．５�
３４ ウ ラ ラ カ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲大下 智 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４１８－１２１：２５．５２ ７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７５５，９００円 複勝： ２２，６３６，９００円 枠連： １４，０９０，３００円

普通馬連： ４４，９０９，３００円 馬単： ４２，２５４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６４５，６００円

３連複： ６０，２１７，７００円 ３連単： １０７，７９４，６００円 計： ３２５，３０４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５００円 複 勝 � ６６０円 � １８０円 � ３２０円 枠 連（２－３） １，０４０円

普通馬連 �� ３，９９０円 馬 単 �� １１，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４６０円 �� ２，５７０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ９，８６０円 ３ 連 単 ��� ８７，０４０円

票 数

単勝票数 計 １４７５５９ 的中 � ３３３１（６番人気）
複勝票数 計 ２２６３６９ 的中 � ７３３３（６番人気）� ４２１３１（３番人気）� １７５９１（５番人気）
枠連票数 計 １４０９０３ 的中 （２－３） １００１６（６番人気）
普通馬連票数 計 ４４９０９３ 的中 �� ８３２０（１２番人気）
馬単票数 計 ４２２５４０ 的中 �� ２６４５（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６４５６ 的中 �� ３１０５（１４番人気）�� １７１９（２０番人気）�� ７３７５（７番人気）
３連複票数 計 ６０２１７７ 的中 ��� ４５０９（２５番人気）
３連単票数 計１０７７９４６ 的中 ��� ９１４（１８４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．８―１１．７―１１．８―１２．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３５．０―４６．７―５８．５―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンセイポラリス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 クリミナルタイプ デビュー ２００８．７．２７ 函館５着

２００６．２．１１生 牡２鹿 母 ゴールデンバード 母母 ナリタレッドバード ４戦１勝 賞金 ６，２００，０００円



３２０７８１１月２９日 晴 良 （２０京都５）第７日 第６競走 ��１，６００�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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

４８ テーマソング 牝２鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：３７．２ ４．７�

７１５ エーシンモアオバー 牡２鹿 ５５ M．デムーロ平井 宏承氏 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ４７６ ― 〃 クビ ２８．７�
（伊）

７１３ ブライダルベール 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ３８４ ―１：３７．４１ ２１．７�

２３ タガノブリガデイロ 牡２青鹿５５ 橋本 美純八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９０ ―１：３７．５� ６．４�

７１４ サルヴェイション 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新ひだか 澤田 嘉隆 ４９０ ― 〃 クビ ４２．０�
５９ バンブーレアル 牡２栗 ５５ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４６４ ―１：３７．６� ２５．０	
１２ ナニハトモアレ 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４８２ ―１：３８．１３ ３．４

１１ ヨツバノクローバー 牝２栗 ５４

５３ ☆藤岡 康太堺 一成氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４３０ ― 〃 ハナ １７．０�
８１６ ア ヤ ナ ベ ル 牝２青鹿５４ 長谷川浩大鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４２４ ―１：３８．３� １８６．５�

（アヤナジュテーム）

３６ プリンスナダル 牡２青鹿５５ 小牧 太冨沢 敦子氏 増本 豊 浦河 絵笛牧場 ４７４ ―１：３８．４� １０２．７
３５ ルヴァンドヴェール 牝２栗 ５４ 四位 洋文山田 弘氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド ４７２ ― 〃 クビ ４６．５�
８１８ ニホンピロリーベル 牡２栗 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 福岡 清 ４４８ ―１：３８．８２� １１７．３�
４７ マッキーコバルト 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４４２ ― 〃 アタマ １０．９�
６１２ ピーチパトラ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 新ひだか 水上 習孝 ４４２ ―１：３８．９� １１５．９�
２４ ペッシュドール 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３９４ ―１：３９．６４ ２０．１�
８１７ クイーンバイオ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４０６ ―１：３９．８１� １０９．７�
６１１ ワイルドキュート 牝２栗 ５４ 藤田 伸二小川 勲氏 作田 誠二 新ひだか 神垣 道弘 ４１８ ―１：４０．８６ ６６．６�
５１０ セブンサミッツ 牡２栗 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４ ― （競走中止） ５．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，４３２，９００円 複勝： ２５，１２７，０００円 枠連： ２２，９８７，０００円

普通馬連： ５２，６８５，８００円 馬単： ４２，２０８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７６９，２００円

３連複： ７１，５６４，１００円 ３連単： １０５，７９６，３００円 計： ３５８，５７１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２４０円 � ９１０円 � ５７０円 枠 連（４－７） １，５７０円

普通馬連 �� ８，２９０円 馬 単 �� １５，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９７０円 �� ２，１６０円 �� ７，４００円

３ 連 複 ��� ６９，９６０円 ３ 連 単 ��� ３２１，３１０円

票 数

単勝票数 計 １８４３２９ 的中 � ３１２６９（２番人気）
複勝票数 計 ２５１２７０ 的中 � ３２８２７（３番人気）� ６４８２（１０番人気）� １０８９０（７番人気）
枠連票数 計 ２２９８７０ 的中 （４－７） １０８１９（８番人気）
普通馬連票数 計 ５２６８５８ 的中 �� ４６９２（３０番人気）
馬単票数 計 ４２２０８９ 的中 �� ２０１５（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７６９２ 的中 �� １６４４（３４番人気）�� ２２８６（２６番人気）�� ６４９（６９番人気）
３連複票数 計 ７１５６４１ 的中 ��� ７５５（１７４番人気）
３連単票数 計１０５７９６３ 的中 ��� ２４３（７９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．６―３６．８―４９．３―１：０１．７―１：１３．５―１：２５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーマソング �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Rahy 初出走

２００６．３．１１生 牝２鹿 母 ソロリサイタル 母母 Sole １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 セブンサミッツ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 タガノブリガデイロ号の騎手橋本美純は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。

テーマソング号の騎手浜中俊は，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３０，０００円。
エーシンモアオバー号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 セブンサミッツ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避したことについて平成２０年１１月３０日か
ら平成２０年１２月２１日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 サマーメサイア号・サンダーセブン号・シルクヴィオレット号・デオ号・ブライティアヘアー号
※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。



３２０７９１１月２９日 晴 稍重 （２０京都５）第７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）

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

１１ レ ツ ィ ー ナ 牝４黒鹿５５ 四位 洋文吉田 和美氏 古賀 慎明 門別 谷川畜産 ４６４－ ２１：５３．２ ３．８�

６１２ アンテヴォルテ 牝５鹿 ５５ 上村 洋行 �キャロットファーム 吉田 直弘 白老 ノーザンファーム ４１４－ ４１：５３．４１� ２０．４�
１２ アドマイヤミスティ 牝４鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊近藤 利一氏 中尾 正 浦河 辻 牧場 ４６４± ０１：５３．５� ４．９�
７１４ ニホンピロコナユキ 牝４栗 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４６２＋ ４１：５３．６� ２２．２�
８１５ メイショウコレット 牝４栗 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４５０－ ４１：５３．７クビ ９．３�
４７ セイウンハレルヤ 牝４鹿 ５５

５３ △田中 健西山 茂行氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０＋ ８ 〃 クビ ２８．７�

５９ 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 ４８６＋ ２ 〃 ハナ １１０．９	
８１６ タイムトラベリング 牝４鹿 ５５ 高田 潤 �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 ４３２± ０１：５３．９� ８５．７

７１３ ミ フ ユ 牝３鹿 ５３ 北村 友一西村 憲人氏 目野 哲也 静内 クレイドルファーム ４８４＋ ６１：５４．１１� ６３．１�
２４ メイショウアルペン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 三嶋牧場 ４０６－３０１：５４．４２ ２０７．２�
３６ アースマリン 牝３鹿 ５３ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 浦河 アイオイファーム ４６６± ０１：５４．７２ ４．１
４８ メイショウフウリン 牝３栗 ５３ 熊沢 重文松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４４４－ １１：５５．１２� ９１．８�
３５ ユウアールシー 牝３芦 ５３ 柴原 央明�アイテツ 田中 章博 浦河 杵臼牧場 ４６８＋ ８１：５５．６３ ８１．５�
２３ 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 ４８０＋１２１：５５．７クビ ５．１�
５１０ アフェランドラ 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２± ０ 〃 クビ ２３．９�
６１１ スマートイマージュ 牝４鹿 ５５

５３ △田中 克典大川 徹氏 佐山 優 門別 ナカノファーム ４６４＋ ６１：５８．８大差 ２６１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３２６，４００円 複勝： ３２，２４９，１００円 枠連： ２１，０３２，９００円

普通馬連： ７２，２６８，８００円 馬単： ４８，９８８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６４８，１００円

３連複： ７９，９６３，２００円 ３連単： １３９，１１３，２００円 計： ４３５，５９０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ４１０円 � １７０円 枠 連（１－６） ２，２３０円

普通馬連 �� １，９２０円 馬 単 �� ４，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� ４２０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ５，６９０円 ３ 連 単 ��� ２４，０９０円

票 数

単勝票数 計 １８３２６４ 的中 � ３８８７５（１番人気）
複勝票数 計 ３２２４９１ 的中 � ５１３９８（３番人気）� １６２２７（６番人気）� ６０７８５（２番人気）
枠連票数 計 ２１０３２９ 的中 （１－６） ６９７６（９番人気）
普通馬連票数 計 ７２２６８８ 的中 �� ２７７８４（９番人気）
馬単票数 計 ４８９８８８ 的中 �� ８４１６（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６４８１ 的中 �� ５１５６（１２番人気）�� １５２８４（３番人気）�� ６１８４（１１番人気）
３連複票数 計 ７９９６３２ 的中 ��� １０３７４（１３番人気）
３連単票数 計１３９１１３２ 的中 ��� ４２６３（６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．２―３５．７―４８．７―１：０２．０―１：１４．９―１：２７．２―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．３
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レ ツ ィ ー ナ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００６．１１．２５ 東京１着

２００４．４．３生 牝４黒鹿 母 タニウインドタイム 母母 ウインドシアー ８戦３勝 賞金 ２１，８００，０００円
〔騎手変更〕 アフェランドラ号の騎手岩田康誠は，第６競走での落馬による検査のため福永祐一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートイマージュ号は，平成２０年１２月２９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。
（非抽選馬） １頭 ワキノドライバー号



３２０８０１１月２９日 晴 稍重 （２０京都５）第７日 第８競走 ��
��１，２００�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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

２４ � ミリオンディスク 牡４栗 ５７ 武 幸四郎 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５２０＋ ６１：１１．２ １．９�

８１６ リバータウン 牡３青鹿５６ 四位 洋文後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４９８＋ ４１：１１．３� ２１．１�
６１２ メイショウカルド 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 太陽牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ １１．３�
７１４ ミステリアスバイオ 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４６２＋ ４１：１１．５１	 ９．１�
３５ インプレッション 
６黒鹿５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２± ０１：１１．８２ １１９．９�
５１０ スリーサンフレンチ 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８６＋ ２１：１１．９� ３５．４	
１１ エ ノ ク 牡４栗 ５７

５４ ▲荻野 琢真 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２１：１２．０� ４．０

１２ � トップオブドーラ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海藤田 在子氏 斎藤 誠 米 Yoshio Fujita ４４４－１０１：１２．３２ ４５．９�
５９ クリノゴールド 牡５栗 ５７ 酒井 学栗本 守氏 田所 秀孝 平取 広川牧場 ４５４－ ２１：１２．５１	 １２１．９�
４８ � エイワムサシ 牡４栗 ５７ 川田 将雅永井公太郎氏 松山 康久 米 Amalio

Ruiz Jr. ４７２＋ ６ 〃 クビ ２８．２
６１１� ダンジグマスター 牡３鹿 ５６ M．デムーロ榮 義則氏 森 秀行 米

W. S. Farish & Kil-
roy Thoroughbred
Partnership

４７０＋２２ 〃 アタマ ３６．２�
（伊）

４７ コアレスパレード 牡９青鹿 ５７
５４ ▲大下 智小林 昌志氏 梅田 康雄 三石 沖田 博志 ４８０＋１２１：１２．６クビ ５０５．０�

２３ ゴールドステイブル 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二元屋地文明氏 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ５１６－１２ 〃 クビ １２．６�
３６ � パレスルビー 牝４鹿 ５５ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 浦河 岡崎牧場 ５１８＋ ４１：１２．８１	 １０８．９�
７１３�� ヴァンジェーロ 牡７青鹿５７ 上村 洋行広尾レース� 平田 修 米 Phoebe Ann

Mueller, Trust ５２２－１２ 〃 ハナ １２４．６�
８１５ ゴービハインド 牡５鹿 ５７ 和田 竜二 �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 ４６０± ０ 〃 クビ ８５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，４５３，３００円 複勝： ４４，４６８，７００円 枠連： ２６，３８２，２００円

普通馬連： １０２，８１０，３００円 馬単： ７６，１３９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，７５２，７００円

３連複： １１５，０８７，０００円 ３連単： ２１６，８８８，８００円 計： ６４６，９８２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ３８０円 � ３００円 枠 連（２－８） ９２０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ５９０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ５，０７０円 ３ 連 単 ��� １８，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２８４５３３ 的中 � １１８４３０（１番人気）
複勝票数 計 ４４４６８７ 的中 � １５３３２３（１番人気）� ２２１５０（６番人気）� ３００６７（４番人気）
枠連票数 計 ２６３８２２ 的中 （２－８） ２１１８３（４番人気）
普通馬連票数 計１０２８１０３ 的中 �� ５７１１４（５番人気）
馬単票数 計 ７６１３９７ 的中 �� ３０１６９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６７５２７ 的中 �� １３９１８（６番人気）�� １６１１２（５番人気）�� ３４６１（２４番人気）
３連複票数 計１１５０８７０ 的中 ��� １６７６０（１３番人気）
３連単票数 計２１６８８８８ 的中 ��� ８８７５（４８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．７―１１．７―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．３―４７．０―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミリオンディスク �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００４．３．２９生 牡４栗 母 ハッピーリクエスト 母母 エイプリルソネット ９戦３勝 賞金 ４８，２８６，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ゴールドステイブル号の騎手岩田康誠は，第６競走での落馬による検査のため藤田伸二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アグネスカルミア号・アグネスレプトン号・アンクルストロング号・インプリシット号・ヴォレハクユウ号・

エイワナギ号・エーティーボス号・セトノヒット号・ダイゴカムイ号・ダノンアスカ号・テイエムシップウ号・
テイエムハヤテオー号・ビーチフェスタ号・ペプチドアトム号・ベンティスカ号・ポートジェネラル号・
マチカネハヤテ号・メイショウゴルゴ号・ワンダークラフティ号

※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。



３２０８１１１月２９日 晴 良 （２０京都５）第７日 第９競走 ��
��２，０００�京都２歳ステークス

発走１４時３５分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．７
１：５９．９

良

良

８９ � イグゼキュティヴ 牡２鹿 ５６ 松岡 正海岡田 繁幸氏 田部 和則 新ひだか 沖田 忠幸 ４８６＋ ４２：０２．２ ５．３�
（北海道）

６６ ファミリズム 牝２青鹿５４ M．デムーロ國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ４８６± ０２：０２．３� ９．９�
（伊）

２２ アンライバルド 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７８± ０２：０２．４クビ １．８�
３３ ベストメンバー 牡２黒鹿５５ 福永 祐一前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２－１０ 〃 クビ ８．５�
１１ トップクリフォード 牡２黒鹿５５ 和田 竜二横瀬 兼二氏 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ４９４－ ２ 〃 ハナ ３５．０�
７７ ジャングルストーン 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４４２－ ４ 〃 ハナ ５７．５�
５５ キングスレガリア 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 中竹 和也 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４５２－ ８２：０２．７１� ５．４	
８８ ピエナファンタスト 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２ 〃 クビ ２４．３

４４ テイエムプレストン 牡２黒鹿５５ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 三石 城地 清満 ５２６＋１０２：０５．４大差 １２６．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４９，３６３，２００円 複勝： ６１，６８８，９００円 枠連： ２５，１６６，８００円

普通馬連： １１６，９３７，４００円 馬単： １１３，６２５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，２０３，３００円

３連複： １２８，２２７，５００円 ３連単： ４１９，８５８，４００円 計： ９５５，０７１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（６－８） ２，４３０円

普通馬連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ４，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ２６０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� １６，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４９３６３２ 的中 � ７４１４５（２番人気）
複勝票数 計 ６１６８８９ 的中 � ８０４１８（３番人気）� ５２３６６（５番人気）� ２３９１７０（１番人気）
枠連票数 計 ２５１６６８ 的中 （６－８） ７６４７（９番人気）
普通馬連票数 計１１６９３７４ 的中 �� ３４１００（１０番人気）
馬単票数 計１１３６２５５ 的中 �� １７３６４（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０２０３３ 的中 �� １３３８８（９番人気）�� ４４０２３（２番人気）�� ２８８０５（５番人気）
３連複票数 計１２８２２７５ 的中 ��� ６５７６７（５番人気）
３連単票数 計４１９８５８４ 的中 ��� １９０４１（５２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．５―１３．３―１２．８―１３．１―１２．３―１１．７―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．８―３５．３―４８．６―１：０１．４―１：１４．５―１：２６．８―１：３８．５―１：５０．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�イグゼキュティヴ �

父 チーフベアハート �


母父 ア ス ワ ン （４戦１勝 賞金 ３９，８８８，０００円）

２００６．４．２０生 牡２鹿 母 ミホグレース 母母 ビユーテイマリヤ

〔騎手変更〕 アンライバルド号の騎手岩田康誠は，第６競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
※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。



３２０８２１１月２９日 晴 稍重 （２０京都５）第７日 第１０競走 ��１，４００�
や ま し な

山 科 特 別
発走１５時１０分 （ダート・右）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１５ 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 ４３８－ ６１：２４．３ ４６．５�

３６ 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 ４４８－ ４１：２４．４� ２．９�
７１４ 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 ４６８－ ２１：２４．７１� ４．７�
２４ ショウナンラノビア 牝５栗 ５５ 小牧 太国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５０２－ ４１：２４．９１� １５０．１�
５１０ オースミマコ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：２５．１１ １１７．９�
１１ アクセルファイヤー 牝４鹿 ５５ 四位 洋文中村 浩章氏 安田伊佐夫 静内 原 忠夫 ４０６± ０１：２５．２� ９．９�
７１３ フロールデセレッソ 牝４芦 ５５ 藤岡 佑介 	サンデーレーシング 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ４ 〃 クビ ２７．８

２３ � サ ラ ト ガ 牝４芦 ５５ 福永 祐一平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４９６－ ４１：２５．３クビ １０．７�
３５ インプレスゴールド 牝４栗 ５５ 長谷川浩大下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４４－ ４１：２５．５１� １３５．０�
８１６ フォルテピアノ 牝５栗 ５５ 上村 洋行 	キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ８１：２５．８１� ５５．１
６１２� ケ ル ビ ッ ク 牝４鹿 ５５ 松岡 正海前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６± ０ 〃 クビ １９６．６�
４７ メイショウワカツキ 牝３青 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５１２－ ２１：２６．０１ １３．８�
６１１ サクラワイズ 牝４栗 ５５ M．デムーロ�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B５０４－ ８ 〃 ハナ ４８．８�

（伊）

４８ アマノチェリーラン 牝４黒鹿５５ 川田 将雅中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下
ファーム ５００＋１８１：２６．５３ ２９．２�

１２ ブラックティー 牝４鹿 ５５ 浜中 俊	日進牧場 柴田 政見 様似 スイートフアーム ４５８＋ ６１：２６．６� ３．８�
５９ トーホウヘレン 牝３栗 ５４ 石橋 守東豊物産� 羽月 友彦 浦河 バンダム牧場 ４６２＋ ８１：２８．２１０ １１９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，９１１，８００円 複勝： ６７，０７４，８００円 枠連： ４４，９９２，７００円

普通馬連： １８２，２４５，７００円 馬単： １１９，０７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，１５９，８００円

３連複： ２０１，２７９，２００円 ３連単： ４３３，６４０，２００円 計： １，１４４，３７４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６５０円 複 勝 � ８８０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（３－８） ２，２８０円

普通馬連 �� ５，７３０円 馬 単 �� １７，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７２０円 �� １，７１０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ５，５７０円 ３ 連 単 ��� ５２，９９０円

票 数

単勝票数 計 ４２９１１８ 的中 � ７２８５（９番人気）
複勝票数 計 ６７０７４８ 的中 � １１７７６（１０番人気）� １８４７７４（１番人気）� １３５４６９（２番人気）
枠連票数 計 ４４９９２７ 的中 （３－８） １４５７４（１１番人気）
普通馬連票数 計１８２２４５７ 的中 �� ２３４８２（１８番人気）
馬単票数 計１１９０７０５ 的中 �� ４９０９（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３１５９８ 的中 �� ６５９５（１９番人気）�� ６６２９（１８番人気）�� ７７７７０（１番人気）
３連複票数 計２０１２７９２ 的中 ��� ２６７１６（１７番人気）
３連単票数 計４３３６４０２ 的中 ��� ６０４０（１４８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．０―１２．４―１２．３―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３５．１―４７．５―５９．８―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノティアーズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００７．２．１７ 京都１着

２００４．３．２７生 牝４鹿 母 タガノピアース 母母 タガノスリッパー １０戦４勝 賞金 ４０，８９２，０００円
〔騎手変更〕 サラトガ号の騎手岩田康誠は，第６競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
〔制裁〕 タガノクリスエス号の調教師松田博資は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ディープスマート号・ニットウサラン号・メイショウヤワラ号・ローズカットダイヤ号・ワンダーグラス号
※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。



３２０８３１１月２９日 曇 良 （２０京都５）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�第５３回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳以上；負担重量は，日本馬：３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，収得賞金３，０００万
円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

京阪電気鉄道株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６７２，０００円 １９２，０００円 ９６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

３５ ウエスタンダンサー 牝４鹿 ５４ 川田 将雅西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ５００－ ２１：０８．１ ９．６�

２４ � ファリダット 牡３青鹿５５ 四位 洋文前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Management ４７４－ ４１：０８．２	 ６．０�

３６ スプリングソング 牡３青鹿５５ 池添 謙一吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５０８－ ４１：０８．３クビ ４．１�
１１ ウエスタンビーナス 牝５黒鹿５４ 郷原 洋司西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 B４５４－ ２ 〃 クビ ２７．６�
６１２ マルカフェニックス 牡４栗 ５６ 浜中 俊河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５２８＋ ４ 〃 ハナ １２．１�
７１５ ビービーガルダン 牡４青鹿５６ 安藤 勝己�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B４９６＋ ４１：０８．４	 ２．５	
１２ マヤノツルギ 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ５２６＋ ４１：０８．６１
 １４．８

４７ タマモホットプレイ 牡７栗 ５７ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８８＋ ４１：０８．８１
 ６７．７�
４８ レットバトラー 牡６鹿 ５６ 角田 晃一 �社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ５０８－１０１：０８．９� ８９．０�
８１７ アイルラヴァゲイン 牡６鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５０６± ０１：０９．０	 ２７．７
５１０ ペールギュント 牡６黒鹿５８ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ６ 〃 クビ ７７．２�
８１８ マイケルバローズ 牡７鹿 ５６ 小牧 太猪熊 広次氏 藤沢 則雄 様似 �村 伸一 ５０２＋ ４１：０９．１クビ ６４．６�
２３ コパノフウジン 牡６栗 ５６ M．デムーロ小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４６０＋ ４１：０９．３１� １０２．０�

（伊）

７１４ ルルパンブルー 牝３鹿 ５３ 藤岡 康太飯田 良枝氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B４４８＋ ４１：０９．４	 ６８．５�
５９ トーセンザオー 牡８芦 ５６ 上野 翔島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ４６８－ ２ 〃 クビ ２６４．２�
８１６ リキアイタイカン 牡１０栗 ５６ 佐藤 哲三高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ５０６－ ８１：０９．６１
 ２３０．２�
７１３ ダンツキッスイ 牡３鹿 ５５ 長谷川浩大山元 哲二氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 ５２０＋ ８１：０９．７クビ ７４．７�
６１１ ルミナスポイント 牝５青鹿５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６０－ ４１：１０．０２ ４６．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０３，０７０，２００円 複勝： １４０，６９７，９００円 枠連： １０２，９７１，８００円

普通馬連： ５２６，４６０，６００円 馬単： ３０６，２１１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３６，８３６，５００円

３連複： ５７６，０４１，３００円 ３連単： １，２７７，６３３，８００円 計： ３，１６９，９２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２９０円 � ２３０円 � １７０円 枠 連（２－３） ９４０円

普通馬連 �� ３，５１０円 馬 単 �� ８，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ５９０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，２１０円 ３ 連 単 ��� ３０，９６０円

票 数

単勝票数 計１０３０７０２ 的中 � ８５３９５（４番人気）
複勝票数 計１４０６９７９ 的中 � １１４１４１（４番人気）� １５９０２５（３番人気）� ２７１７２２（２番人気）
枠連票数 計１０２９７１８ 的中 （２－３） ８１０１１（３番人気）
普通馬連票数 計５２６４６０６ 的中 �� １１０９８４（１２番人気）
馬単票数 計３０６２１１２ 的中 �� ２８２４８（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３６８３６５ 的中 �� ２４８２１（１２番人気）�� ５９３２１（５番人気）�� ６１４６５（４番人気）
３連複票数 計５７６０４１３ 的中 ��� １３２６６９（８番人気）
３連単票数 計１２７７６３３８ 的中 ��� ３０４６５（８５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１０．９―１０．８―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３４．２―４５．０―５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．８―３F３３．９
３ １（２，１５）１３（５，１１，１７）（３，６，９，１２）（７，１０，１８）（４，８，１４）１６ ４ １（２，１５）－（５，１３）１７，６（３，１２）（７，１１，１８）９（４，８，１０，１４）－１６

勝馬の
紹 介

ウエスタンダンサー �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 オペラハウス デビュー ２００７．４．１４ 阪神５着

２００４．２．２４生 牝４鹿 母 ウエスタンローズ 母母 ミュージカルラーク １７戦６勝 賞金 １１３，０９７，０００円
〔騎手変更〕 マイケルバローズ号の騎手岩田康誠は，第６競走での落馬負傷のため小牧太に変更。
〔制裁〕 アイルラヴァゲイン号の騎手松岡正海は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。

スプリングソング号の騎手池添謙一は，４コーナーで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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 ウインカーディナル号・エムエスワールド号・オースミダイドウ号・オートセレブ号・サイキョウワールド号・

サチノスイーティー号・サープラスシンガー号・シアトルバローズ号・セトノゼディタブ号・ドリームガードナー号・
ブルーショットガン号・マヤノベンケイ号

※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。



３２０８４１１月２９日 曇 良 （２０京都５）第７日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１５分 （芝・右・外）

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 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

２４ ベルフィーチャー 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 中尾 秀正 三石 追分ファーム ４６４－ ６１：３６．７ ２．６�

３５ � オセアニアボス 牡３青鹿５５ M．デムーロ�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry
Hill Stud ４９２－ ４１：３６．８� ４．６�

（伊）

４８ マイネルインゼル 牡３栗 ５６
５５ ☆藤岡 康太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４６０－ ２ 〃 ハナ １５４．９�
８１６ マイネルカルナバル 牡３青鹿５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５００＋ ６１：３７．０１	 ８５．１�
６１２ サイレントフォース 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１８－ ２ 〃 アタマ ４．４�
２３ アンヴェイル 牡３栗 ５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６－ ８ 〃 クビ ２０．１	
１２ ライトザキャンドル 牝４青鹿５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 追分 追分ファーム ４７２－ ６１：３７．１クビ ７．４

８１８
 ゲバルトステイヤー 牡４栗 ５７ 上村 洋行畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８４＋ ４１：３７．３１	 ３３．９�
７１３ ファイトザパワー �６鹿 ５７ 上野 翔山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４８０＋ ６ 〃 ハナ １７．０�
７１４ サマーレプタンサ 牝３鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊セゾンレースホース� 根本 康広 浦河 惣田 英幸 ４５０－１４１：３７．５１	 ７５．６
５９ オースミターゲット 牡３栗 ５６

５４ △田中 健�オースミ 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４６４± ０ 〃 クビ ３９．７�
６１１
 マルノサプライズ 牡５栗 ５７ 鮫島 良太増田 陽一氏 星野 忍 門別 五十嵐牧場 ４２６－ ５１：３７．７１� ３２２．１�
１１ エリモラフィーネ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海山本 敏晴氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ４５８－ ６ 〃 クビ ４９．１�
４７ エーシンサーフィン 牝４栗 ５５ 四位 洋文平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ２４．２�
８１７� エーシンコンファー 牝３青鹿５４ 芹沢 純一平井 宏承氏 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ４６６＋ ２１：３７．９１ ６１．７�
３６ アコニットライアン 牡３青鹿５６ 池添 謙一渡邉 光典氏 服部 利之 静内 大典牧場 ４７４＋ ４１：３８．０� １０４．３�
５１０�
 レッドルンバ 牝３芦 ５４ 武 幸四郎原 子氏 加藤 征弘 愛 M. Parola ４２０－１４１：３８．７４ １３８．４�

（１７頭）
７１５ フレジェール 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４９，４０９，７００円 複勝： ６５，４２５，０００円 枠連： ５３，２８０，６００円

普通馬連： １８５，３９４，５００円 馬単： １２４，９５６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，４６０，６００円

３連複： ２０９，６５０，５００円 ３連単： ４８０，７７５，９００円 計： １，２２７，３５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ２，２００円 枠 連（２－３） ５７０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ５，４２０円 �� ８，０３０円

３ 連 複 ��� ２６，３８０円 ３ 連 単 ��� ８８，４００円

票 数

単勝票数 計 ４９４０９７ 的中 � １５１６０６（１番人気）
複勝票数 計 ６５４２５０ 的中 � １９３５３１（１番人気）� ９０４２８（３番人気）� ４７５２（１５番人気）
枠連票数 計 ５３２８０６ 的中 （２－３） ６９４１８（２番人気）
普通馬連票数 計１８５３９４５ 的中 �� ２１８７２６（２番人気）
馬単票数 計１２４９５６７ 的中 �� ８８０５９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８４６０６ 的中 �� ６０５２９（１番人気）�� ２３９７（４７番人気）�� １６０９（６２番人気）
３連複票数 計２０９６５０５ 的中 ��� ５８６７（７１番人気）
３連単票数 計４８０７７５９ 的中 ��� ４０１４（２３０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１２．４―１３．０―１２．６―１２．１―１１．２―１１．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．４―３６．８―４９．８―１：０２．４―１：１４．５―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルフィーチャー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００７．３．３１ 阪神２着

２００４．５．２２生 牝４鹿 母 ベルクラシック 母母 ベ ル ピ ア ノ ９戦３勝 賞金 ３６，５８６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２０分に変更。
〔出走取消〕 フレジェール号は，疾病〔右前球節炎〕のため出走取消。
※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。
（非抽選馬） ６頭 ヴィオレッタ号・ショウナンタイトル号・スプリングニース号・ダイシンサーベル号・ナリタスレンダー号・

ランドマッハ号
※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７日 １１月２９日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２６４，２１０，０００円
４，２２０，０００円
１５，７６０，０００円
１，８５０，０００円
２８，５３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，３９３，０００円
５，７６８，６００円
１，８７８，６００円

勝馬投票券売得金
３９５，７０７，３００円
６０４，９３３，５００円
３７３，２１７，１００円
１，４６７，５９６，６００円
１，０５５，３６６，２００円
４６４，２４４，０００円
１，６８４，４７２，７００円
３，６３０，４８２，３００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 ９，６７６，０１９，７００円

総入場人員 ２２，５４９名 （有料入場人員 ２０，８５５名）




