
２９０２５１０月１７日 曇 良 （２１京都４）第３日 第１競走 ��
��１，８００�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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

５１０ コウユーヒーロー 牡２青 ５５
５２ ▲国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ４９６－ ２１：５４．７ ２９．０�

２４ マージービート 牡２栗 ５５ 酒井 学 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ４１：５５．５５ ４．８�
８１６ パ キ ッ シ ュ 牝２黒鹿５４ 川島 信二前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋１０１：５５．９２� ５．４�
３６ コイスキャーレ 牡２黒鹿５５ 小牧 太浜RC組合 飯田 雄三 新ひだか 酒井 秀紀 ５１６－ ４１：５６．０� ７．６�
５９ ナンヨースラッガー 牡２芦 ５５ 幸 英明中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ２３．４�
３５ リリーストライカー 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝土井 孝夫氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ８１：５６．３１� ２０．１�
２３ � ケイアイブリザード 牡２芦 ５５ 岩田 康誠 	啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４７０± ０１：５６．５１	 ６．２

４７ スナークスペイン 牡２青鹿５５ 太宰 啓介杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 ４５４－ ４ 〃 ハナ ４．６�
１１ ペプチドルパン 牡２鹿 ５５ 池添 謙一沼川 一彦氏 境 直行 新ひだか 岡田牧場 ４６４＋ ４１：５７．０３ ４２．１�
８１５ ドラゴンゼファー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 ４４２＋ ８１：５７．１� ５７．９
６１１ ナリタシーズン 牡２栗 ５５ 福永 祐一	オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４８８－ ８１：５７．３１� １０．９�
７１４ サンライズビット 牡２栗 ５５

５４ ☆藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 ４６０＋ ４１：５７．７２� １６．５�
４８ サンマルグランデラ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊相馬 勇氏 鶴留 明雄 新冠 海馬沢 明 ４９２＋ ４１：５７．９１ １２４．２�
１２ ベルスマーレ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文岸田 勝宏氏 服部 利之 新冠 ハクツ牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ １４８．８�
６１２ テイエムテツワン 牡２栗 ５５ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 石郷岡 雅樹 ４９２－ ２１：５８．１１� ２８０．２�
７１３ タイトーフォルテ 牡２青 ５５ 渡辺 薫彦後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 山際セントラルスタッド ４７８＋ ８１：５８．２� ５５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１１９，０００円 複勝： ２４，４５０，７００円 枠連： １４，８９４，２００円

普通馬連： ４７，２７７，１００円 馬単： ３１，３７０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０７５，１００円

３連複： ７０，９９１，１００円 ３連単： ９５，９４４，９００円 計： ３１８，１２２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９００円 複 勝 � ５６０円 � ２３０円 � ２１０円 枠 連（２－５） １，９４０円

普通馬連 �� ６，１７０円 馬 単 �� １４，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� １，９９０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １３，２７０円 ３ 連 単 ��� １２５，３３０円

票 数

単勝票数 計 １３１１９０ 的中 � ３５６６（１０番人気）
複勝票数 計 ２４４５０７ 的中 � ９５８０（１０番人気）� ３１２６０（４番人気）� ３３７７０（２番人気）
枠連票数 計 １４８９４２ 的中 （２－５） ５６９１（９番人気）
普通馬連票数 計 ４７２７７１ 的中 �� ５６５７（２５番人気）
馬単票数 計 ３１３７０６ 的中 �� １５８２（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００７５１ 的中 �� ３１２９（２２番人気）�� ２４１７（２８番人気）�� ７５５４（３番人気）
３連複票数 計 ７０９９１１ 的中 ��� ３９４９（５３番人気）
３連単票数 計 ９５９４４９ 的中 ��� ５６５（４６１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１３．３―１３．７―１３．８―１２．５―１２．４―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３７．０―５０．７―１：０４．５―１：１７．０―１：２９．４―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウユーヒーロー �
�
父 カコイーシーズ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．７．１８ 小倉１１着

２００７．５．２２生 牡２青 母 リアルハイブローウ 母母 コスモドリーム ６戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔制裁〕 ペプチドルパン号の騎手池添謙一は，１コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（６番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シゲルタダカツ号・ホラ号



２９０２６１０月１７日 曇 良 （２１京都４）第３日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．５
１：０７．８

良

良

８１６ スイートエスケープ 牝２栗 ５４ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ２１：０８．３レコード ２．７�

４８ バンダムクラウス 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４４８± ０１：０８．４� ２．８�
３５ ショウナンナックル 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４２４－ ２１：０８．６１� １１．３�
２４ テイエムファイヤー 牡２栗 ５５ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 松田 三千雄 ４７２＋ ２１：０８．７� ３０．６�
１２ チキリパンドラ 牝２栗 ５４

５１ ▲国分 恭介ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム ４２２± ０１：０８．９１� １７９．０�
７１４ エ ト ピ リ カ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４３４＋１０ 〃 ハナ １８．４�
２３ マッシヴジェネラル 牡２青 ５５

５４ ☆藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４６０＋ ４１：０９．２２ ４７．９	
７１３ キセキノウタ 牝２黒鹿５４ 和田 竜二
ターフ・スポート山内 研二 浦河 地興牧場 ４５８－ ２１：０９．３� ４８．６�
１１ ペガサスガール 牝２栗 ５４ 石橋 守高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４２０± ０ 〃 アタマ １５．７�
６１１ エーシンケンタウリ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 城地 清満 ４８０＋ ２１：０９．６２ ３１８．０
８１５ ピエナスカイ 牡２栗 ５５ 幸 英明本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ４７８－ ４ 〃 クビ ６．１�
４７ エーシンフレンド 牝２鹿 ５４ 池添 謙一�栄進堂 岡田 稲男 浦河 栄進牧場 ４６０－ ４１：０９．８１ ４０．８�
５１０ ナムラタイフーン 牝２黒鹿５４ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４４０－ ２ 〃 クビ ６６．４�
６１２ ゴブリンダンサー 牝２栃栗 ５４

５２ △田中 健村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４０４－ ２１：１０．０１� ２１２．７�
３６ プレジャームーン 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介岩� 正志氏 川村 禎彦 浦河 絵笛牧場 ４４６－ ２１：１２．２大差 ２２２．９�
５９ ケージーハナコ 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉川井 五郎氏 梅内 忍 新冠 岩見牧場 B４４２± ０１：１２．９４ ４４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６２５，８００円 複勝： ２８，７６２，０００円 枠連： １８，４２８，９００円

普通馬連： ４５，３８４，９００円 馬単： ３５，１０５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２１８，４００円

３連複： ６６，４６７，６００円 ３連単： １００，７７５，６００円 計： ３３１，７６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（４－８） ２３０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ５３０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ４，６８０円

票 数

単勝票数 計 １６６２５８ 的中 � ５０１９６（１番人気）
複勝票数 計 ２８７６２０ 的中 � ７１９５３（２番人気）� ８０８００（１番人気）� ２２９３５（４番人気）
枠連票数 計 １８４２８９ 的中 （４－８） ６０６５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４５３８４９ 的中 �� １０５４９２（１番人気）
馬単票数 計 ３５１０５０ 的中 �� ３９３４２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２１８４ 的中 �� ３６３４７（１番人気）�� ８１５６（４番人気）�� ７６５２（５番人気）
３連複票数 計 ６６４６７６ 的中 ��� ３６９８７（２番人気）
３連単票数 計１００７７５６ 的中 ��� １５９０１（５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．１―１１．３―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．７―４５．０―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートエスケープ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Wild Again デビュー ２００９．８．８ 小倉２着

２００７．３．１１生 牝２栗 母 ワイルドフラワー 母母 アリレディー ４戦１勝 賞金 １０，５５０，０００円
〔その他〕 プレジャームーン号・ケージーハナコ号は，１着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。



２９０２７１０月１７日 曇 良 （２１京都４）第３日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時００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

７１１ ベストクルーズ 牝２芦 ５４ 安藤 勝己飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３８－ ６１：３４．７ １．９�

４４ ブ イ コ ナ ン 牡２鹿 ５５ 小牧 太藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４８０－ ６１：３４．８� １７．２�
３３ ニシノマナザシ 牡２芦 ５５ 武 豊西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４６８－ ８１：３４．９� ２．９�
１１ クレバーサンデー 牡２鹿 ５５ 幸 英明田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４５０－ ４１：３５．０� ２３．８�
８１３ ベ リ ー フ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４２６－ ４１：３５．２１� ７．２�
５７ ランブリングローズ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介草野 仁氏 藤岡 健一 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ８１：３５．４１� １６．２�
７１０ タガノアブシンベル 牡２栗 ５５ 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 日高 春木 昭雄 ４７６＋ ４１：３５．６１� １７０．９	
６９ ファイブイーグル 牡２鹿 ５５ 和田 竜二
ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５０２± ０１：３５．８１� ７１．３�
５６ スマートアーサイト 牡２黒鹿５５ 川田 将雅大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２± ０１：３５．９� ２３．５�
６８ ミ ゲ ー ル 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介小林 保一氏 坪 憲章 熊本 吉村 功 ４６４＋ ６ 〃 クビ １５９．１
４５ キョウワサムライ 牡２鹿 ５５ 石橋 守
協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４４４＋ ２１：３６．１１� ３２７．０�
２２ テンシノカフェ 牡２鹿 ５５ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 日高 千葉飯田牧場 ４６６± ０１：３６．３１� ４１２．４�
８１２ ケージードルバコ 牡２青鹿５５ 野元 昭嘉川井 五郎氏 梅内 忍 新ひだか 松本牧場 ４６０－ ２１：３６．５１� ４１５．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，２４９，６００円 複勝： ５９，２２６，０００円 枠連： １２，７５６，８００円

普通馬連： ４５，１４５，４００円 馬単： ４４，２５９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８３０，７００円

３連複： ６１，７６８，９００円 ３連単： １３３，５４８，３００円 計： ３９６，７８４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １２０円 枠 連（４－７） １，４３０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １５０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 ��� ５，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２０２４９６ 的中 � ８６８８９（１番人気）
複勝票数 計 ５９２２６０ 的中 � ３６７１５７（１番人気）� ２１０３０（４番人気）� ８８７４６（２番人気）
枠連票数 計 １２７５６８ 的中 （４－７） ６５８７（６番人気）
普通馬連票数 計 ４５１４５４ 的中 �� ２３９７３（６番人気）
馬単票数 計 ４４２５９２ 的中 �� １９００２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８３０７ 的中 �� ９６１１（５番人気）�� ４７３００（１番人気）�� ８７７２（６番人気）
３連複票数 計 ６１７６８９ 的中 ��� ４６４２３（３番人気）
３連単票数 計１３３５４８３ 的中 ��� １７６８１（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．２―４７．３―５９．９―１：１１．９―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストクルーズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．１２ 阪神２着

２００７．２．１３生 牝２芦 母 マサコチャン 母母 チヨダマサコ ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円



２９０２８１０月１７日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１京都４）第３日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

２２ ローレルオーラ 牡４青鹿６０ 出津 孝一 �ローレルレーシング 坂口 正大 静内 カタオカステーブル ４９０＋２２３：１２．７ ３２．１�

３４ � バトルハートオー 牡８黒鹿６０ 中村 将之宮川 秋信氏 本田 優 浦河 多田 善弘 ５００－ ２３：１４．２９ ２．６�
４５ � ユ ウ フ ジ 牝４鹿 ５８ 山本 康志小林 久義氏 二本柳俊一 静内 桜井牧場 ４６０＋１０３：１４．３� ２０．７�
６１０ ライブリシュロム 牡６栗 ６０ 仲田 雅興加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４９２＋ ８３：１６．２大差 ４．５�
８１３ フォレストグリーン 牡３鹿 ５８ 柴田 大知星野 壽市氏 高松 邦男 新ひだか 原 達也 ４５４± ０３：１９．７大差 １９７．６�
１１ ハ ナ ゴ ロ モ 牝３黒鹿５６ 林 満明小菅 定雄氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４６８± ０３：２０．２３ ５１．４�
５８ ワールドグランプリ 牡５黒鹿６０ 南井 大志	大樹ファーム 岩戸 孝樹 静内 千代田牧場 ５００－ ６３：２０．９４ １２５．０

７１１ アグネスクイーン 牝３鹿 ５６ 黒岩 悠渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４９８＋２４３：２１．０� １８．５�
８１４ ヤマタケゴールデン 牡６栗 ６０ 高野 和馬山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４９６＋ ４３：２１．１クビ １１．２�
７１２ バサラプリンセス 牝３鹿 ５６ 高野 容輔高浪 宣昭氏 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４５６＋２４３：２２．１６ １００．１
６９ ユウターフラッシュ 牡３鹿 ５８ 北村 浩平上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４６８－１０３：２４．６大差 １３９．８�
３３ � カリズマウイッシュ �５栗 ６０ 金子 光希篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４６８± ０３：２８．２大差 ９３．８�
４６ テイエムダイアナ 牝３鹿 ５６ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４５６＋１４ （競走中止） ５４．９�
５７ チャールストン 牝４黒鹿５８ 熊沢 重文谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４９６＋ ８ （競走中止） ３．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，８５７，７００円 複勝： １４，０１２，２００円 枠連： １２，１９９，１００円

普通馬連： ３２，３７８，１００円 馬単： ２９，１６３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９７８，９００円

３連複： ４８，５２３，３００円 ３連単： ８２，９５２，５００円 計： ２４５，０６５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２１０円 複 勝 � ６４０円 � １８０円 � ３５０円 枠 連（２－３） ４，０８０円

普通馬連 �� ３，９１０円 馬 単 �� １０，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３２０円 �� ２，４１０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １１，５２０円 ３ 連 単 ��� １０１，１９０円

票 数

単勝票数 計 １２８５７７ 的中 � ３１５９（７番人気）
複勝票数 計 １４０１２２ 的中 � ４７９１（７番人気）� ２６５０２（３番人気）� ９８４７（５番人気）
枠連票数 計 １２１９９１ 的中 （２－３） ２２０９（１５番人気）
普通馬連票数 計 ３２３７８１ 的中 �� ６１１２（１３番人気）
馬単票数 計 ２９１６３７ 的中 �� １９８６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９７８９ 的中 �� ２３７８（１４番人気）�� １２６８（２２番人気）�� ５７５３（５番人気）
３連複票数 計 ４８５２３３ 的中 ��� ３１１１（３０番人気）
３連単票数 計 ８２９５２５ 的中 ��� ６０５（２２６番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５２．３－３F ３８．９
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
４，１０＝１１－（６，５）２，１４＝８＝１３－９＝１＝１２＝３
４＝（１０，２）５＝（１１，６）－１４，８＝１３＝１＝１２－９＝３

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

勝馬の
紹 介

ローレルオーラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．４．６ 阪神５着

２００５．３．１生 牡４青鹿 母 ア ネ ー ロ 母母 ラスティックベル 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走中止〕 チャールストン号は，１周目４号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

テイエムダイアナ号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トウケイビクトリー号
（非抽選馬） ２頭 キーバイブル号・スカイボーイング号



２９０２９１０月１７日 小雨 良 （２１京都４）第３日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０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

８８ ルクソールシチー 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４４６ ―１：０９．４ ２．６�

３３ プ リ ム ー ル 牝２黒鹿５４ 武 豊吉田 和美氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４５８ ― 〃 クビ ２．９�
７７ ドリームバレンチノ 牡２青 ５５

５２ ▲松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４６０ ―１：０９．５� ４．５�
２２ ドビュッシー 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝 �ワールド・パーム 西園 正都 新ひだか 斉藤スタッド ４７０ ―１：０９．８１� ６．２�
４４ コアレススキャン 牡２鹿 ５５ 芹沢 純一小林 昌志氏 須貝 彦三 新ひだか 沖田 博志 ４５８ ―１：１０．３３ ３３．１�
８９ グッドブライダル 牝２鹿 ５４ 福永 祐一杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４４８ ― 〃 クビ ６０．９�
６６ テイケイワイズ 牡２栗 ５５ 和田 竜二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新ひだか ヒサイファーム ４７６ ―１：１０．４クビ ９７．３	
５５ パープルダイヤ 牡２鹿 ５５ 小牧 太中野 銀十氏 境 直行 浦河 市川牧場 ４５０ ―１：１０．７１� １５．６

１１ シゲルツキヤマドノ 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 白瀬 明 ４４０ ―１：１１．２３ ５０．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： １８，０３７，２００円 複勝： ２３，４８０，８００円 枠連： ９，９５９，９００円

普通馬連： ３５，９４４，２００円 馬単： ３５，１３０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７７３，８００円

３連複： ４６，３６８，８００円 ３連単： １０６，６７４，８００円 計： ２８８，３７０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（３－８） ３９０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２４０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 ��� ２，２００円

票 数

単勝票数 計 １８０３７２ 的中 � ５５３５２（１番人気）
複勝票数 計 ２３４８０８ 的中 � ４９６１８（３番人気）� ５５６３９（２番人気）� ５８９０１（１番人気）
枠連票数 計 ９９５９９ 的中 （３－８） １９１５７（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５９４４２ 的中 �� ６２６３１（１番人気）
馬単票数 計 ３５１３０９ 的中 �� ３１２４３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７７３８ 的中 �� １９６８８（１番人気）�� １２３０９（３番人気）�� １５９１２（２番人気）
３連複票数 計 ４６３６８８ 的中 ��� ６６７８４（１番人気）
３連単票数 計１０６６７４８ 的中 ��� ３５８１０（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．２―１１．６―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．５―３４．７―４６．３―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルクソールシチー �

父 アグネスタキオン �


母父 ブライアンズタイム 初出走

２００７．３．６生 牡２鹿 母 アルテミスシチー 母母 シルヴィアシチー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 チョウバクシン号（疾病〔左肩跛行〕のため）



２９０３０１０月１７日 曇 良 （２１京都４）第３日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・右）

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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

７１３ マイプラーナ 牝３黒鹿５３ 小牧 太五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４７２± ０１：１２．１ ２．１�

８１６ ランブルジャンヌ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一�ターフ・スポート的場 均 浦河 谷川牧場 ４９４－ ８１：１２．２� ３．６�
５９ キシュウグラシア 牝３黒鹿５３ 秋山真一郎木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６８＋ ２１：１２．４１� ９．９�
６１２ ショウナンタイリン 牝３栗 ５３ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４４４－ ２１：１２．５クビ １８．３�
７１４ ミキノセレナーデ 牝４鹿 ５５ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 ４５４＋ ４１：１２．６� ５２．３�
１１ � ネオヴェリーベリー 牝３黒鹿５３ 川田 将雅小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：１２．７� ５６．０�
５１０ マルサンメイン 牝３鹿 ５３

５０ ▲松山 弘平松井三千年氏 小原伊佐美 新冠 村上牧場 ４６４＋２０ 〃 アタマ １６１．５	
６１１ ニシノミーチャン 牝３鹿 ５３ 長谷川浩大西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４７２＋ ２１：１２．８クビ ８７．１

２３ クイックメール 牝３栗 ５３ 藤岡 佑介谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４５４＋ ８ 〃 アタマ ８．９�
３５ ナ イ ジ ェ ラ 牝３青鹿５３ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 武田牧場 ４８４＋１０１：１３．１２ １０．９
８１５ クイーンアリュール 牝３鹿 ５３ 武 幸四郎松本 兼吉氏 鶴留 明雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ２１：１３．２� ２６．７�
２４ � シゲルミムロヤマ 牝３鹿 ５３

５０ ▲大下 智森中 蕃氏 梅内 忍 日高 法理牧場 ４６２－ ７ 〃 クビ １９４．３�
３６ � ワンダーギャルー 牝４鹿 ５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 浦河 帰山 清貴 ４３２＋１０ 〃 ハナ ３０１．４�
１２ � マルノリーサ 牝４芦 ５５ 佐藤 哲三穐吉 正孝氏 吉岡 八郎 静内 へいはた牧場 ４３８± ０１：１３．６２� ４４１．３�
４７ � ラガーホノカー 牝５栗 ５５

５４ ☆藤岡 康太奥村 啓二氏 田所 清広 静内 佐竹 学 ４３８－ １１：１４．０２� ４８０．８�
４８ アプレンデール 牝３栗 ５３ 和田 竜二野田 政義氏 南井 克巳 新冠 清水 克則 ４６８± ０１：１７．１大差 ３５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１９９，２００円 複勝： ４２，３３９，８００円 枠連： １８，３３３，４００円

普通馬連： ５９，２４０，３００円 馬単： ４６，０４４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８９１，３００円

３連複： ７８，０８３，８００円 ３連単： １３４，３６７，１００円 計： ４２７，４９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ３４０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ４５０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� ４，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２５１９９２ 的中 � ９７９０１（１番人気）
複勝票数 計 ４２３３９８ 的中 � １９１９２５（１番人気）� ７２０７０（２番人気）� ２２６９８（５番人気）
枠連票数 計 １８３３３４ 的中 （７－８） ４０１７７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９２４０３ 的中 �� １１３１７２（１番人気）
馬単票数 計 ４６０４４１ 的中 �� ５０１９８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８９１３ 的中 �� ４４２３２（１番人気）�� １１６９１（５番人気）�� ６７３７（８番人気）
３連複票数 計 ７８０８３８ 的中 ��� ４７１９１（２番人気）
３連単票数 計１３４３６７１ 的中 ��� ２２９７５（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．８―１２．４―１２．０―１２．８

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．２
３ １６，１０，１１（８，９，１２）１５（１，１４）（３，１３）（４，６）－（７，５）－２ ４ １６，１０（９，１１，１２）（１４，１５）（１，１３）（８，３）（４，６，７）２，５

勝馬の
紹 介

マイプラーナ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 スプレンデイドモーメント デビュー ２００９．５．３ 京都３着

２００６．４．２６生 牝３黒鹿 母 チェリーコウマン 母母 チエリーガール ８戦２勝 賞金 １９，７００，０００円
〔その他〕 アプレンデール号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネシラユキ号
（非抽選馬） １頭 ワンダールシデス号



２９０３１１０月１７日 曇 良 （２１京都４）第３日 第７競走 ��１，９００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

１：５６．６
１：５６．６

重

重

８１３� トーセンモナーク 牡４栗 ５７ 川田 将雅島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２４＋ ４１：５８．９ １．８�

７１２ アースワンハート 牡３鹿 ５５ 小牧 太松山 増男氏 野元 昭 新ひだか 藤川フアーム ５４２＋ ８１：５９．９６ ５．１�
５７ ガ リ ア ー ノ 牡３栗 ５５

５２ ▲松山 弘平 �キャロットファーム 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ２ 〃 クビ ５．３�
４５ オースミマコ 牝４鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４２：００．０クビ ６５．４�
７１１� エアリアルショット 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介 �キャロットファーム 村山 明 新冠 田渕牧場 ４７６＋ ６２：００．３２ ８９．６	
６１０ メイショウスクラム 牡３鹿 ５５ 松田 大作松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４８２＋ ８２：００．４� ２７．１

８１４ マチカネオイカゼ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊細川 益男氏 飯田 雄三 青森 イズモリファーム ５１６＋１４２：００．５� １５．１�
５８ ゴーアップドラゴン 牡３黒鹿５５ 後藤 浩輝元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 ４７４－ ６２：００．９２� ４４．１�
４６ アンクルトップ 牡４栗 ５７ 石橋 守�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４５２＋ ６２：０１．３２� ７３．８
１１ アグネスハイヤー 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４５６－ ８２：０１．５１ ２２．７�
３３ シルクレボルシオン 牡４栗 ５７ 幸 英明有限会社シルク北出 成人 静内 フジワラフアーム ４５８＋ ４２：０１．８２ １５９．１�
３４ ライトニングラン 牡４栗 ５７ 武 豊 �ノースヒルズマネ

ジメント 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ５１６－ ２２：０２．１２ １４．２�
２２ リッカコウユウ 牝３鹿 ５３ 安藤 光彰立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４３８－ ２２：０２．４２ １１６．４�
６９ � リバーミラクル 牡４栗 ５７

５４ ▲大下 智河越 武治氏 松永 昌博 門別 道見牧場 ５２６＋ ４２：０２．５� ３８１．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，４９３，０００円 複勝： ３５，８５２，４００円 枠連： １９，１９０，４００円

普通馬連： ５９，１８８，１００円 馬単： ４８，８０２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７０２，６００円

３連複： ８０，０１４，６００円 ３連単： １４７，５２４，２００円 計： ４３５，７６７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（７－８） ３９０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２１０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ２，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２１４９３０ 的中 � ９８９７９（１番人気）
複勝票数 計 ３５８５２４ 的中 � １６６０５２（１番人気）� ３８４５６（３番人気）� ４６４１４（２番人気）
枠連票数 計 １９１９０４ 的中 （７－８） ３６４１７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９１８８１ 的中 �� １０１６７１（１番人気）
馬単票数 計 ４８８０２４ 的中 �� ５７１８０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７０２６ 的中 �� ３０６０９（１番人気）�� ３０５４０（２番人気）�� ９４９８（６番人気）
３連複票数 計 ８００１４６ 的中 ��� ７７７６７（１番人気）
３連単票数 計１４７５２４２ 的中 ��� ５０５８１（１番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１２．０―１３．４―１３．１―１３．４―１２．３―１２．１―１２．２―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１７．９―２９．９―４３．３―５６．４―１：０９．８―１：２２．１―１：３４．２―１：４６．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�トーセンモナーク �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Machiavellian

２００５．２．１９生 牡４栗 母 ホワイトウォーターアフェア 母母 Much Too Risky ３戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
地方デビュー ２００９．２．１１ 浦和



２９０３２１０月１７日 曇 良 （２１京都４）第３日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１６ シークエスト 牡４黒鹿５７ 武 豊宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 秋場牧場 ４９８± ０１：２４．０ ５．５�

４８ � セントエドワード 牡４栗 ５７ 和田 竜二齋藤 文男氏 小崎 憲 加 R. M. C.
Stable ５２４－ ２ 〃 クビ ４．４�

２３ ディアアゲイン 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４６４＋１６１：２４．２１� ２３．２�
６１２� エーシンマダムジー 牝３栗 ５３ 岩田 康誠�栄進堂 松元 茂樹 米 Winches-

ter Farm ４６６± ０１：２４．４１� ２．８�
７１４ エルチョコレート 牡３黒鹿５５ 福永 祐一三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４４６－１２１：２４．７１	 ２６．６�
２４ ブルーホリゾン 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６２－ ８ 〃 クビ ６５．９�
７１３ レ ジ ア ス 牡４青鹿５７ 川島 信二前田 晋二氏 宮本 博 新冠 平山牧場 ４６２＋ ４ 〃 ハナ １５．７	
３６ スズカファイト 牡４栗 ５７ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４６０＋ ６１：２４．８
 ３４２．７

８１５ ギガブレイク 牡３黒鹿５５ 幸 英明岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ５１８＋ ２１：２５．３３ １６４．７�
５１０� コスモナダル 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪
Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４５８＋ ７１：２５．４クビ ８７．５
３５ �� マックスリオ �４鹿 ５７ 藤岡 佑介田所 英子氏 武市 康男 愛 Rozelle

Bloodstock B５１６± ０１：２５．５	 １５０．２�
１１ ラウリシルヴァ 牝３栗 ５３ 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４６２＋２２ 〃 クビ ５１．０�
４７ � エ ア メ ギ ド 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４３２－ ９１：２５．６クビ ５２．１�
６１１ ストリートスタイル 牝４鹿 ５５ 浜中 俊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４３２＋ ６１：２５．７
 ６．３�
１２ レジャイール 牡３鹿 ５５ 小牧 太 �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 ５０８± ０１：２６．０２ ９．５�
５９ シゲルキボウ 牝４芦 ５５

５２ ▲国分 恭介森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 ハシモトフアーム B４６０＋ ８１：２６．４２
 ２４８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２１７，８００円 複勝： ４２，８８８，３００円 枠連： ２４，５０４，２００円

普通馬連： ７７，６５０，４００円 馬単： ５２，７３３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３８５，６００円

３連複： １０３，０４８，５００円 ３連単： １７９，０４０，４００円 計： ５３５，４６８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � ５６０円 枠 連（４－８） １，３５０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，９９０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� １０，１７０円 ３ 連 単 ��� ４０，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２７２１７８ 的中 � ３９１２３（３番人気）
複勝票数 計 ４２８８８３ 的中 � ５１８０４（３番人気）� ７５２８２（２番人気）� １６２０７（８番人気）
枠連票数 計 ２４５０４２ 的中 （４－８） １３４２１（６番人気）
普通馬連票数 計 ７７６５０４ 的中 �� ４０６５４（５番人気）
馬単票数 計 ５２７３３６ 的中 �� １３３４４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８３８５６ 的中 �� １１５８２（６番人気）�� ３３９０（１９番人気）�� ５９５１（１４番人気）
３連複票数 計１０３０４８５ 的中 ��� ７４８５（３１番人気）
３連単票数 計１７９０４０４ 的中 ��� ３２８８（１１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．２―３４．８―４６．８―５８．８―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シークエスト �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００７．１２．２２ 阪神１着

２００５．４．１３生 牡４黒鹿 母 シュガースポット 母母 トゥースフェアリー ７戦３勝 賞金 ２５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オシャベリコパ号・キクノフレヴァン号・チュウワキング号
（非抽選馬） １頭 ドリームクェーサー号



２９０３３１０月１７日 曇 良 （２１京都４）第３日 第９競走 ��
��１，８００�

ほ り か わ

堀 川 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３３ ヒカルアマランサス 牝３栗 ５３ 藤岡 康太�橋 京子氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６６－１０１：４５．９ ３．６�

２２ マルティンスターク 牝４鹿 ５５ 池添 謙一 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４４６＋１４１：４６．０� ７．５�
５５ ラフレッシュブルー 牝４栗 ５５ 武 豊 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４４６－ ４ 〃 クビ ２７．４�
７９ レジェンドブルー 牝３鹿 ５３ 藤田 伸二平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４３４± ０１：４６．３１� １０．１�
４４ シングライクバード 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４７８＋ ８１：４６．４� ８．３�
７１０ ピサノジュバン 牝４黒鹿５５ 安藤 勝己市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４６０＋ ４ 〃 ハナ １２．３	
５６ ツルマルローズ 牝６鹿 ５５ 中村 将之鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４７８± ０１：４６．８２� １４２．１

８１１ チャームポット 牝３栗 ５３ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４４０＋ ２ 〃 アタマ ２．９�
８１２ ステイトリーデイズ 牝５栗 ５５ 武 幸四郎 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４１：４７．０１	 ５４．２�
６７ ベストオブミー 牝４栗 ５５ 岩田 康誠飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４５６＋ ２１：４７．１� １１０．８
１１ ニットウサラン 牝６鹿 ５５ 幸 英明�日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４６２＋ ４１：４７．２� ３１６．３�
６８ ラ ベ 牝４黒鹿５５ 上村 洋行 �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 ４２８＋ ４ 〃 クビ ８．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３０，７７８，９００円 複勝： ５０，２７１，１００円 枠連： ２４，４２４，３００円

普通馬連： １１１，６５９，８００円 馬単： ７４，６３２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，７６３，２００円

３連複： １３１，３８２，２００円 ３連単： ２７４，９８４，９００円 計： ７３３，８９６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ２３０円 � ６２０円 枠 連（２－３） １，７５０円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ２，２００円 �� ３，２２０円

３ 連 複 ��� １６，６１０円 ３ 連 単 ��� ６３，１９０円

票 数

単勝票数 計 ３０７７８９ 的中 � ６８６７６（２番人気）
複勝票数 計 ５０２７１１ 的中 � ８６５９２（２番人気）� ６２１５６（３番人気）� １６７５３（８番人気）
枠連票数 計 ２４４２４３ 的中 （２－３） １０３４４（７番人気）
普通馬連票数 計１１１６５９８ 的中 �� ５１８１５（７番人気）
馬単票数 計 ７４６３２２ 的中 �� １８８３８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５７６３２ 的中 �� １４３８８（８番人気）�� ３８９８（２５番人気）�� ２６４１（３１番人気）
３連複票数 計１３１３８２２ 的中 ��� ５８３９（４８番人気）
３連単票数 計２７４９８４９ 的中 ��� ３２１２（２１０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．５―１１．７―１２．３―１２．２―１１．４―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３５．５―４７．２―５９．５―１：１１．７―１：２３．１―１：３４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルアマランサス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．３．１ 小倉１着

２００６．１．２４生 牝３栗 母 ス タ ー ミ ー 母母 Caerlina ５戦３勝 賞金 ３２，４０２，０００円
〔制裁〕 チャームポット号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）



２９０３４１０月１７日 曇 良 （２１京都４）第３日 第１０競走 ��
��２，２００�

な る た き

鳴 滝 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５４�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 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

４４ ホッコービクトリー 牡４栗 ５７ 武 豊矢部 幸一氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 ５００± ０２：１３．８ １０．８�

１１ ジ ャ ミ ー ル 牡３鹿 ５４ 安藤 勝己吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ ２．８�
７７ トップカミング 牡３黒鹿５４ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５６＋ ４２：１４．０１� ２．６�
８１０ フィニステール 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１２－ ４ 〃 クビ ７．６�
６６ テンシノマズル 牡３鹿 ５４ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４４６＋ ６２：１４．１� ４６．７�
７８ カルカソンヌ 牡３芦 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ２２：１４．２	 ８．４	
５５ イ ネ オ レ オ 牡３鹿 ５４ 川田 将雅藤田 孟司氏 池江 泰郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋１６２：１４．３クビ ９．５

３３ 
 ヒカリベルサイユ 牝５芦 ５５ 岩田 康誠當山 �則氏 谷 潔 浦河 笠松牧場 ４５６＋１８ 〃 クビ ３７．９�
２２ パッシングマーク 牡６鹿 ５７ 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２２：１５．１５ ７６．０
８９ 
 ミウラリチャード 牡５鹿 ５７ 松田 大作佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５０６－ ６２：１６．２７ ３３２．２�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３５，８２８，２００円 複勝： ５５，５２３，７００円 枠連： ２５，２２４，７００円

普通馬連： １３３，３４２，１００円 馬単： ９３，６２６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，４９８，０００円

３連複： １３７，１６２，９００円 ３連単： ３５２，１２３，６００円 計： ８７２，３２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ２２０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（１－４） １，４００円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ３，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ４８０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ９，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３５８２８２ 的中 � ２６２３２（６番人気）
複勝票数 計 ５５５２３７ 的中 � ３９９０５（５番人気）� １６２９２５（２番人気）� １６４７４８（１番人気）
枠連票数 計 ２５２２４７ 的中 （１－４） １３３６２（８番人気）
普通馬連票数 計１３３３４２１ 的中 �� ７６２３５（５番人気）
馬単票数 計 ９３６２６２ 的中 �� １９４７６（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９４９８０ 的中 �� １８９６７（７番人気）�� １６７３７（８番人気）�� ８３５０８（１番人気）
３連複票数 計１３７１６２９ 的中 ��� １１１８７７（３番人気）
３連単票数 計３５２１２３６ 的中 ��� ２８８２７（２８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．６―１２．５―１２．８―１３．１―１２．９―１２．０―１１．３―１１．３―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．９―３６．５―４９．０―１：０１．８―１：１４．９―１：２７．８―１：３９．８―１：５１．１―２：０２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．０―３F３４．０
１
３
６－４，７，１，５，３，８，２－１０，９
６－４，７，１（２，５）３，８，１０－９

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

勝馬の
紹 介

ホッコービクトリー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００７．８．５ 小倉２着

２００５．３．１３生 牡４栗 母 ネスカベミューズ 母母 ニツソウブラツク ２５戦３勝 賞金 ３９，２７４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２９０３５１０月１７日 曇 良 （２１京都４）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�第４４回デイリー杯２歳ステークス（ＪｐｎⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
デイリースポーツ社賞（１着）

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００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

１：３３．３
１：３３．１

良

良

４５ リ デ ィ ル 牡２栗 ５５ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ２１：３３．７ ２．９�

１１ � エイシンアポロン 牡２栗 ５５ 池添 謙一平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Silk and Scar-
let Syndicate ４９４－ ２ 〃 クビ １２．５�

５６ ダノンパッション 牡２青鹿５５ 武 豊�ダノックス 池江 泰郎 新ひだか 矢野牧場 ４５６－１２１：３３．８� ３．７�
５７ ダイワバーバリアン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠大城 敬三氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１２± ０１：３４．０１� ８．３�
３３ ラブグランデー 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４３６＋ ４ 〃 クビ １８．６�
８１２ タガノエリザベート 牝２黒鹿５４ 安藤 勝己八木 昌司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ８１：３４．３１� ２０．９�
４４ エーシンホワイティ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋ ８１：３４．４� １７．６	
８１３ フローライゼ 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ２１：３４．６１� ５．４

２２ � アグネスティンクル 牡２栗 ５５ 四位 洋文渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４５４＋ ６１：３４．９１� １９．６�
６９ クリノキングビート 牡２黒鹿５５ 松田 大作栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 高橋 忍 B４７６＋ ６１：３５．２１� １７６．８�
７１０	 アイファーマーチス 牡２黒鹿５５ 浜中 俊中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 畠山牧場 ５００－ ４１：３５．６２
 １８６．６
６８ 	 エベレストオー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 中川牧場 B４９２＋ ２１：３５．９１� ３０１．４�
７１１ ゴーオンホーマン 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７０＋１０１：３８．１大差 ４１．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ７７，０２３，１００円 複勝： １０８，２１１，３００円 枠連： ６４，１２８，０００円

普通馬連： ３４９，２３６，９００円 馬単： ２１４，８９９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９０，５８１，８００円

３連複： ４０１，５８８，７００円 ３連単： ８９５，７７４，０００円 計： ２，２０１，４４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � １４０円 枠 連（１－４） １，６５０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ２６０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，９７０円 ３ 連 単 ��� １１，１６０円

票 数

単勝票数 計 ７７０２３１ 的中 � ２１５０９２（１番人気）
複勝票数 計１０８２１１３ 的中 � ２７４７４３（１番人気）� ８２８８１（５番人気）� ２３０９５９（２番人気）
枠連票数 計 ６４１２８０ 的中 （１－４） ２８８０８（４番人気）
普通馬連票数 計３４９２３６９ 的中 �� １５５２８６（５番人気）
馬単票数 計２１４８９９８ 的中 �� ６２３０４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９０５８１８ 的中 �� ３６５２３（６番人気）�� １０２２１３（１番人気）�� ２７６３２（７番人気）
３連複票数 計４０１５８８７ 的中 ��� １５１１７０（３番人気）
３連単票数 計８９５７７４０ 的中 ��� ５９２５２（２３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．４―１２．３―１２．０―１１．７―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．１―３４．５―４６．８―５８．８―１：１０．５―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ デ ィ ル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．８．２３ 小倉７着

２００７．５．８生 牡２栗 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング ３戦２勝 賞金 ４３，５０４，０００円
〔制裁〕 リディル号の騎手小牧太は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）



２９０３６１０月１７日 曇 良 （２１京都４）第３日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１１ オーミプレシャス 牡４黒鹿５７ 川島 信二岩� 僖澄氏 田島 良保 様似 山本 和彦 ４５０－ ６１：５２．２ ２．８�

２２ チョップチョップ 牡３青鹿５５ 岩田 康誠西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 近藤牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ ８．４�
５９ ル ナ キ ッ ズ 牡３栗 ５５ 武 豊畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６２＋１０１：５２．３� ４．５�
４７ �	 トップオブオナー 牡５鹿

５７
５４ ▲国分 恭介横瀬 兼二氏 山内 研二 米 Darby Dan

Stables ４９８－ ４１：５２．９３� ４９．８�
３５ パーフェクトバイオ 牡３黒鹿５５ 小牧 太バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム B４５０－ ２１：５３．２１
 ４．９�
８１５ メイショウローツェ 牡３栗 ５５

５３ △荻野 琢真松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４４６－１６１：５３．４１� ５．８�
７１３ エイシンダッシュ 牡３鹿 ５５ 幸 英明平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４６２＋ ６ 〃 ハナ ８８．８	
２３ メテオストリーム 牡３鹿 ５５

５３ △田中 健 
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 ４８２－ ２１：５３．５
 １５１．６�

３４ ウォーターリメイン 牝４栗 ５５
５２ ▲大下 智山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４１４－ ６１：５３．８２ １６９．６�

５８ ゴールデンシャイン 牡５鹿 ５７
５４ ▲松山 弘平�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４９２＋ ２１：５４．０１� ６９．０

８１４ ド レ ッ シ ー 牝３鹿 ５３ 後藤 浩輝 
ガーベラパークスタッド 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４６４－１０１：５４．９５ ２１．４�

４６ スカイハイシチー 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 三石 幌村牧場 ４７２＋ ２１：５５．０
 ９３．５�
６１０ マルフクギガ 牝３鹿 ５３ 秋山真一郎鈴木 幸夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４６２＋１２１：５５．６３� ２８．４�
１１ ワンダープリマ 牝３鹿 ５３ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ ３６．５�
７１２ トゥザハッスル 牝３黒鹿５３ 上村 洋行吉田 和美氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４５６－ ７１：５７．７大差 ８８．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，３１１，９００円 複勝： ４５，６９１，２００円 枠連： ３２，０３３，５００円

普通馬連： １２９，２８１，３００円 馬単： ８６，５４３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，０６２，２００円

３連複： １６５，９６２，０００円 ３連単： ３４３，３３１，１００円 計： ８７７，２１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（２－６） １，１９０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ２６０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� ８，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３１３１１９ 的中 � ８８３９６（１番人気）
複勝票数 計 ４５６９１２ 的中 � １２３３９６（１番人気）� ４７６７８（５番人気）� ７２５３０（２番人気）
枠連票数 計 ３２０３３５ 的中 （２－６） ２００３２（６番人気）
普通馬連票数 計１２９２８１３ 的中 �� ６９０３７（６番人気）
馬単票数 計 ８６５４３５ 的中 �� ２８１５１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３０６２２ 的中 �� １９１５６（６番人気）�� ４８１９３（１番人気）�� １４９８０（９番人気）
３連複票数 計１６５９６２０ 的中 ��� ７５９０１（４番人気）
３連単票数 計３４３３３１１ 的中 ��� ２８８４７（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．４―３６．５―４９．５―１：０１．６―１：１３．５―１：２５．９―１：３８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーミプレシャス �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 ト レ ボ ロ デビュー ２００７．８．１２ 小倉１１着

２００５．３．２６生 牡４黒鹿 母 シンセイロベルト 母母 ジヨータカバル ２２戦３勝 賞金 ３９，９２０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥザハッスル号は，平成２１年１１月１７日まで平地競走に出走できない。



（２１京都４）第３日 １０月１７日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６４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

２４１，６５０，０００円
１０，６５０，０００円
１７，１８０，０００円
１，４６０，０００円
２４，７７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，５２６，０００円
５，１５９，８００円
１，６２３，６００円

勝馬投票券売得金
３２９，７４１，４００円
５３０，７０９，５００円
２７６，０７７，４００円
１，１２５，７２８，６００円
７９２，３１１，２００円
３７０，７６１，６００円
１，３９１，３６２，４００円
２，８４７，０４１，４００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，６６３，７３３，５００円

総入場人員 ２０，８２８名 （有料入場人員 １９，１８６名）




