
２９０３７１０月１８日 晴 良 （２１京都４）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２３．６
１：２３．１

重

重

５９ ハンターワディ 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４６４－ ８１：２７．６ ２９．８�

３５ チャームドライフ 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４５０＋ ６１：２７．８１� ８．２�

８１６ マイネルガンバ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４９２－ ４１：２７．９� ８６．０�

８１５ アキノフライ 牝２鹿 ５４
５１ ▲国分 恭介穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新ひだか 徳本 幸雄 ４２８－ ２ 〃 クビ ５９．７�

６１１ エンジェルブレス 牡２黒鹿５５ 小牧 太深見 富朗氏 田所 秀孝 新冠 須崎牧場 ４５２＋ ４１：２８．０クビ １７．９�
４７ シゲルモトナリ 牡２黒鹿５５ 赤木高太郎森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ４９４＋ ８１：２８．２１� ４．７�
７１３ クニサキロンチー 牝２黒鹿５４ 浜中 俊國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ４６２＋ ２１：２８．４１� ６８．０	
４８ ダンツブラボー 牡２栗 ５５

５３ △田中 健山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 野表 俊一 ４７８＋ ８ 〃 クビ １６．９

２３ クリールサンライズ 牡２栗 ５５

５２ ▲松山 弘平横山 修二氏 笹田 和秀 日高 若林 武雄 ４４４－ ２１：２８．６１� １２．０�
７１４ ホンマキセキ 牝２鹿 ５４ 金折 知則本間 義和氏 福永 甲 日高 天羽 禮治 ４７０＋ ２１：２９．４５ ２０２．７�
３６ トミケンアベーユ 牡２鹿 ５５ 川島 信二冨樫 賢二氏 田島 良保 新ひだか 落合 一巳 ４５０－ ２１：３０．０３� ２１７．１
２４ リバーツバサ 牝２栗 ５４ 熊沢 重文河越 武治氏 須貝 彦三 新ひだか 飯岡牧場 ４３０＋ ２１：３０．１� ２０９．８�
１１ カシノポピー 牝２鹿 ５４

５１ ▲大下 智柏木 務氏 福永 甲 新冠 堤 牧場 ４１０＋ ２ 〃 クビ ２１３．１�
１２ マキハタヒロイック 牡２鹿 ５５ 幸 英明�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５２８＋ ６１：３０．５２� ２２５．５�
６１２ サトノサクラ 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介里見 治氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 ４８２± ０１：３０．８１� １．７�
５１０ グッドボクスター 牡２芦 ５５ 福永 祐一杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５２４－ ４１：３１．１２ １０７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５７３，７００円 複勝： ２５，２５２，０００円 枠連： １４，２２７，３００円

普通馬連： ４７，５５０，２００円 馬単： ４２，２８６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２７７，１００円

３連複： ６６，０３６，７００円 ３連単： １１６，２３３，６００円 計： ３５０，４３７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９８０円 複 勝 � ８１０円 � ３２０円 � １，９８０円 枠 連（３－５） ５，３５０円

普通馬連 �� １４，２４０円 馬 単 �� ３９，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３９０円 �� １５，６５０円 �� ６，０１０円

３ 連 複 ��� ２７５，３４０円 ３ 連 単 ��� ３，５７４，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２０５７３７ 的中 � ５４４７（７番人気）
複勝票数 計 ２５２５２０ 的中 � ７８６５（７番人気）� ２３８５５（３番人気）� ３０４１（１０番人気）
枠連票数 計 １４２２７３ 的中 （３－５） １９６５（１５番人気）
普通馬連票数 計 ４７５５０２ 的中 �� ２４６６（２５番人気）
馬単票数 計 ４２２８６８ 的中 �� ７８８（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２７７１ 的中 �� １３４２（２４番人気）�� ２８５（６５番人気）�� ７４８（３８番人気）
３連複票数 計 ６６０３６７ 的中 ��� １７７（２２３番人気）
３連単票数 計１１６２３３６ 的中 ��� ２４（１６８６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１２．４―１２．６―１２．９―１３．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．８―４８．４―１：０１．３―１：１４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．８―３F３９．２
３ ８，７，２（１０，１２，１５）９（３，１４）（１６，１１，５）（６，４）－１，１３ ４ ８，７，１５，９（２，５）１１（３，１２）１４，１６（１０，４）（６，１３）１

勝馬の
紹 介

ハンターワディ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．９．２７ 阪神１２着

２００７．２．１７生 牡２鹿 母 シャドウスプリング 母母 アピーリングラス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 ダンツブラボー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 キョウワマグナム号
（非抽選馬） ２頭 スプリングヴォイス号・パワークラウン号



２９０３８１０月１８日 晴 良 （２１京都４）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （芝・右・外）

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

１：４６．７
１：４６．６

良

良

７１３ グリューネワルト 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４５０－ ２１：４７．８ ４．１�

８１４ フォースフルバイオ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４５４－ ２１：４８．１１� ４．５�
２２ ニチドウルチル 牝２栗 ５４ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８０－ ２１：４８．２� ２５．６�
８１５ メイショウカンパク 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８６－ ２１：４８．４１� ２３．０�
７１２ ドミネーター 牡２栗 ５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２１：４８．５� ３０．３�
４６ サンライズモール 牡２栗 ５５ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４５６＋ ４１：４８．７１� ４．２	
５８ アイウォントユー 牡２栗 ５５ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ １４３．２

６１１ ローザミスティカ 牝２栗 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４１４＋ ２１：４８．９１� １１．８�
３５ テーオーケンシン 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太小笹 公也氏 笹田 和秀 浦河 谷口牧場 ４６２＋ ２１：４９．０� １７２．７�
２３ マイネルガヴロシュ 牡２青鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 ４６４＋ ２ 〃 アタマ ３６．５
４７ ラプリマステラ 牝２栗 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６６－２２１：４９．１クビ ４．４�
６１０ トーワランマル 牡２芦 ５５ 石橋 守齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４７６－ ６ 〃 ハナ ８４．９�
３４ イカイカブラウン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４１：４９．３１� ２２．５�
５９ ア ツ コ 牝２鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 ４４４－ ４ 〃 クビ ４８．７�
１１ ホ ラ 牡２芦 ５５

５２ ▲国分 恭介小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 ４７６－ ２１：４９．６１� １６３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，００７，７００円 複勝： ３５，０３３，４００円 枠連： １８，８３７，５００円

普通馬連： ５２，０４６，２００円 馬単： ４２，５６６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１２９，７００円

３連複： ７５，９８３，７００円 ３連単： １１２，１５１，１００円 計： ３７９，７５６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � ６１０円 枠 連（７－８） ６５０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １，７２０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ８，１７０円 ３ 連 単 ��� ３７，９００円

票 数

単勝票数 計 ２０００７７ 的中 � ３８７５０（１番人気）
複勝票数 計 ３５０３３４ 的中 � ６３９１６（２番人気）� ６４１６６（１番人気）� １０９３５（８番人気）
枠連票数 計 １８８３７５ 的中 （７－８） ２１４６６（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２０４６２ 的中 �� ４４８６５（１番人気）
馬単票数 計 ４２５６６７ 的中 �� １７０３７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１２９７ 的中 �� １９７９９（１番人気）�� ３０７３（２４番人気）�� ３６４７（１４番人気）
３連複票数 計 ７５９８３７ 的中 ��� ６８６８（２５番人気）
３連単票数 計１１２１５１１ 的中 ��� ２１８４（１０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３５．７―４８．０―１：００．７―１：１２．９―１：２４．７―１：３６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グリューネワルト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００９．９．１３ 阪神４着

２００７．６．１生 牝２青鹿 母 シェーンクライト 母母 カ ロ ギ ャ ル ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
※ホラ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２９０３９１０月１８日 晴 良 （２１京都４）第４日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

７７ ピサロナイト 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠市川 義美氏 安達 昭夫 えりも 能登 浩 ４６０ ―１：５７．０ ７．４�

６６ サクセスシェーバー 牡２黒鹿５５ 高橋 亮��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５０４ ―１：５７．４２� ２０．５�
８９ マルタカユビキタス 牡２鹿 ５５ 松岡 正海高橋 義和氏 山内 研二 新ひだか 池田牧場 ５３６ ― 〃 クビ ２．７�
１１ ビートブラック 牡２青 ５５ 鮫島 良太 �ノースヒルズマネ

ジメント 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８ ―１：５７．６１� ８．７�
４４ シンボリカンヌ 牡２鹿 ５５ 幸 英明シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４９４ ―１：５７．９１� ６７．３�
２２ ロスグラシアレス 牝２鹿 ５４ 福永 祐一山本三津子氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９２ ―１：５８．６４ ３．１�
５５ オモイカナウ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二小田切有一氏 田中 章博 日高 浦新牧場 ４５２ ―１：５９．０２� ４．６	
３３ メディカルランド 牡２鹿 ５５ 川島 信二三宅 勝俊氏 田島 良保 日高 大江牧場 ４５８ ―１：５９．９５ ８８．４

８８ カ ゲ ト ラ 牡２鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介小田 廣美氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 ４８８ ―２：００．４３ ３９．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： １６，０６３，４００円 複勝： １９，０８７，３００円 枠連： １０，３７４，４００円

普通馬連： ３７，００９，１００円 馬単： ３７，６２３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８８１，３００円

３連複： ４７，９０７，４００円 ３連単： １０６，２３５，１００円 計： ２８９，１８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２４０円 � ３５０円 � １４０円 枠 連（６－７） ６，０１０円

普通馬連 �� ５，５６０円 馬 単 �� １１，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� ４７０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ５，１２０円 ３ 連 単 ��� ４５，０４０円

票 数

単勝票数 計 １６０６３４ 的中 � １７２６１（４番人気）
複勝票数 計 １９０８７３ 的中 � １９５０６（５番人気）� １１４００（６番人気）� ４９０２４（１番人気）
枠連票数 計 １０３７４４ 的中 （６－７） １２７４（１７番人気）
普通馬連票数 計 ３７００９１ 的中 �� ４９１３（１５番人気）
馬単票数 計 ３７６２３２ 的中 �� ２５２２（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８８１３ 的中 �� ３１００（１３番人気）�� ８３８６（７番人気）�� ４９０２（１１番人気）
３連複票数 計 ４７９０７４ 的中 ��� ６９１４（１７番人気）
３連単票数 計１０６２３５１ 的中 ��� １７４１（１３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．６―３８．０―５１．５―１：０５．０―１：１８．０―１：３１．１―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．０
１
３
９，７（１，５）（３，２）（６，８）４・（９，７）（１，２，５）４（３，６）－８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピサロナイト �

父 マリエンバード �


母父 ブライアンズタイム 初出走

２００７．１．２０生 牡２黒鹿 母 スターコレクター 母母 エリモアメジスト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 リアライズトロイカ号（疾病〔左前球節炎〕のため）



２９０４０１０月１８日 晴 良 （２１京都４）第４日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

５６ ダノンスパシーバ 牡２鹿 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 ４９６ ―１：３５．２ ２．９�

４４ ネオヴァンドーム 牡２鹿 ５５ 福永 祐一小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５００ ―１：３５．４１� ６．１�
７１０ フィールドペガサス 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介地田 勝三氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４８２ ― 〃 アタマ ７．８�
５７ バ ガ ボ ン ド 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４９４ ―１：３５．５クビ ８．４�
７１１ キクカタキシード 牡２栗 ５５ 幸 英明飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４６６ ―１：３５．７１� ６３．８�
６８ ペガサスヒーロー 牡２鹿 ５５ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８ ―１：３５．９１� ４．４�
２２ ロックンロール 牡２黒鹿５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４９４ ―１：３６．０� ３９．４	
３３ チェックブック 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二太田 美實氏 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 ５０２ ― 〃 ハナ １１．７

８１３ チャーミーハヅキ 牝２芦 ５４ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４４８ ―１：３６．１� ２６．２�
４５ チェンジオブシーン 牝２青 ５４ 川田 将雅 �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 ４３８ ― 〃 アタマ ６５．７
８１２ マ カ リ オ ス 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９８ ―１：３６．４２ １２．２�
６９ フ タ タ ビ 牡２栗 ５５ 田嶋 翔中西 健造氏 小島 貞博 新ひだか 猪野毛牧場 ４９２ ―１：３７．１４ ７２．９�

（ケンブリッジケイ）

（１２頭）
１１ スターペスゴンタ 牡２鹿 ５５ 長谷川浩大河野和香子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２２，０６６，５００円 複勝： ２９，５９３，６００円 枠連： １６，４８１，４００円

普通馬連： ５２，６５８，３００円 馬単： ４２，７４０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６０６，２００円

３連複： ６９，２３６，２００円 ３連単： １１１，８５２，５００円 計： ３６５，２３５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ２１０円 枠 連（４－５） ６３０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ４６０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� ７，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２２０６６５ 的中 � ６０７８２（１番人気）
複勝票数 計 ２９５９３６ 的中 � ６７０６６（１番人気）� ４３０７１（３番人気）� ３１９８９（４番人気）
枠連票数 計 １６４８１４ 的中 （４－５） １９５１５（２番人気）
普通馬連票数 計 ５２６５８３ 的中 �� ４０８４７（２番人気）
馬単票数 計 ４２７４０８ 的中 �� ２１３１８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６０６２ 的中 �� １４５５９（２番人気）�� １１２５２（３番人気）�� ５８６５（１０番人気）
３連複票数 計 ６９２３６２ 的中 ��� ２４６９１（４番人気）
３連単票数 計１１１８５２５ 的中 ��� １１３４６（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３５．７―４８．１―１：００．４―１：１２．２―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンスパシーバ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Mr. Prospector 初出走

２００７．２．２８生 牡２鹿 母 レ ー ス カ ム 母母 Video １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 スターペスゴンタ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 フタタビ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 フタタビ号は，発走調教再審査。



２９０４１１０月１８日 晴 良 （２１京都４）第４日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２４ ホクトスワン 牝３黒鹿５３ 藤岡 佑介布施 光章氏 庄野 靖志 新冠 ビッグレッドファーム B４６２± ０１：５２．４ ３３．９�

２３ ヒミノプリンセス 牝４黒鹿５５ 幸 英明佐々木八郎氏 境 直行 三石 前川 正美 ５３２＋１２１：５２．７１� １１５．８�
５１０� クリノソーニャ 牝４鹿 ５５

５３ △荻野 琢真栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４６０＋ ８ 〃 クビ ４６．３�
３６ チャーミングシチー 牝４芦 ５５ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 清水 出美 門別 富川田中牧場 ４３２－ １１：５３．０１� １４０．４�
８１５ クルンプホルツ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅 �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 ４４８± ０１：５３．１� １６．３�
１１ キクノセンヒメ 牝３鹿 ５３ 飯田 祐史菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４５０＋ ４１：５３．２� ４０．３	
１２ コパノタイマネ 牝５栗 ５５

５２ ▲国分 恭介小林 祥晃氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ４７８－ ６１：５３．３� ３５．１

６１２ カ ス ガ 牝３鹿 ５３ 武 豊高山 裕基氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５４＋ ２１：５３．５１� ４．６�
７１４ スマートパルス 牝３芦 ５３ 岩田 康誠大川 徹氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５０８－ ８ 〃 ハナ ３．４�
４８ ミ コ ノ ス 牝４芦 ５５

５３ △田中 健武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４５４－ ２ 〃 クビ ３．３
８１６ エストレーラ 牝３黒鹿５３ 小牧 太 �オリオンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム ５０８± ０１：５３．９２� ６３．０�
４７ ワンダースル 牝３青鹿５３ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４５０＋ ６１：５４．０� １０．９�
７１３ パールグレイピアス 牝４青 ５５ 松岡 正海吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４８４＋２０１：５４．３１� ２５．７�
５９ スティールシャーク 牝４鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平 �東京ホースレーシング 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：５４．４� １２．４�
３５ ヴァリアントレディ 牝４青鹿５５ 和田 竜二 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋ ６１：５４．６１� ３２．８�
６１１ サウスエンピリカル 牝４青鹿５５ 船曳 文士南波 壽氏 藤原 英昭 浦河 高岸 節雄 ４１６－１８ 〃 クビ １８５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０１２，７００円 複勝： ３４，６６０，０００円 枠連： ２０，１２５，８００円

普通馬連： ５５，４８４，０００円 馬単： ４０，７２４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５７８，８００円

３連複： ８７，３８３，６００円 ３連単： １３１，１８８，８００円 計： ４１２，１５８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３９０円 複 勝 � ９９０円 � ３，２３０円 � １，２００円 枠 連（２－２） ４６，２８０円

普通馬連 �� ７４，７３０円 馬 単 �� １７３，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５，４３０円 �� １１，１３０円 �� ２９，７６０円

３ 連 複 ��� ５７０，７００円 ３ 連 単 ��� ５，０９５，６５０円

票 数

単勝票数 計 １７０１２７ 的中 � ３９５９（９番人気）
複勝票数 計 ３４６６００ 的中 � ９４９８（８番人気）� ２７３３（１４番人気）� ７６８７（１０番人気）
枠連票数 計 ２０１２５８ 的中 （２－２） ３２１（３５番人気）
普通馬連票数 計 ５５４８４０ 的中 �� ５４８（８７番人気）
馬単票数 計 ４０７２４９ 的中 �� １７３（１６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５７８８ 的中 �� ４０８（８３番人気）�� ５６７（７１番人気）�� ２１１（１０１番人気）
３連複票数 計 ８７３８３６ 的中 ��� １１３（４１５番人気）
３連単票数 計１３１１８８８ 的中 ��� １９（２６１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３６．１―４８．７―１：０１．７―１：１４．０―１：２６．４―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．４
１
３
１４，９－（５，１３）（１０，１５）３，１２（６，１１）（１，２，７，８）－（４，１６）
１４（９，５）（１５，１２）（３，２）（１０，１３）（６，７，８）－（４，１）１６－１１

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

勝馬の
紹 介

ホクトスワン �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Halling デビュー ２００８．９．７ 札幌９着

２００６．２．２３生 牝３黒鹿 母 ドラールフローラン 母母 Indict １３戦２勝 賞金 １７，１４０，０００円



２９０４２１０月１８日 晴 良 （２１京都４）第４日 第６競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

２４ メイショウワカツキ 牝４青 ５５
５３ △荻野 琢真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 B５２８＋１０１：１１．６ ４．０�

３６ � エプソムアイリス 牝５鹿 ５５
５３ △田中 健 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 山内 研二 浦河 三枝牧場 ４２８± ０１：１２．４５ ４４．６�
３５ ハードリレー 牡５栗 ５７

５６ ☆藤岡 康太津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４５６＋ ４１：１２．５クビ ５．６�
７１４ シャンパンマリー 牝４鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４５６± ０ 〃 アタマ ２．３�
４７ マルブツエンペラー 牡４青 ５７

５４ ▲国分 恭介大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４８２＋１０１：１２．７１� ３５．７�
１１ ファンドリカップ 牡３芦 ５５ 田中 博康水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ４９２＋ ８１：１２．８� ４１．０�
８１６ スリーコンビナート 牡３鹿 ５５ 中村 将之永井商事� 野村 彰彦 新ひだか 友田牧場 ４７８－ ２ 〃 ハナ ２９．８	
６１１ サンマルハッピー 牝４栗 ５５ 田村 太雅相馬 勇氏 鶴留 明雄 門別 田端牧場 ４８４＋ ６１：１３．３３ ８２．７

４８ エンジェルフェザー 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲大下 智山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４９４＋ ６ 〃 ハナ ３３．３�
１２ リリーレインボー 牡４青鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 谷口育成牧場 ４９６＋ ２１：１３．４� ６．５�
２３ � マンテンテイオー 牡４栗 ５７ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４８０＋１８１：１３．９３ ３０４．１
８１５ タマモアスリート 牡４栗 ５７ 上野 翔タマモ� 南井 克巳 静内 岡田牧場 ４８４＋ ６ 〃 ハナ ２７７．１�
６１２ コウユールージュ 牝３黒鹿５３ 赤木高太郎加治屋康雄氏 大根田裕之 新ひだか 静内酒井牧場 ４５０＋ ４ 〃 ハナ ５４．４�
５１０ ワイドヒリュウ 牡３鹿 ５５ 田中 克典鋤元 節夫氏 松永 昌博 新ひだか 原 フアーム ４６２＋１４１：１４．２１� ４９．０�
５９ スリーコンコルド �４黒鹿５７ 船曳 文士永井商事� 小野 幸治 門別 白井牧場 ５００± ０１：１４．３� ２３４．６�
７１３� テーオークレバー 牝５鹿 ５５ 北村 浩平小笹 公也氏 須貝 尚介 新冠 秋田牧場 ５００＋ ８１：１４．５１� ３８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７６１，０００円 複勝： ３１，９９６，８００円 枠連： １９，８８０，３００円

普通馬連： ６０，２７２，７００円 馬単： ４４，７２３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５３７，６００円

３連複： ８６，７５１，４００円 ３連単： １２８，４９０，１００円 計： ４１９，４１３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２１０円 � ７７０円 � １８０円 枠 連（２－３） １，２１０円

普通馬連 �� １２，５７０円 馬 単 �� ２１，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８９０円 �� ５５０円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� １２，０１０円 ３ 連 単 ��� ９７，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２１７６１０ 的中 � ４３８２１（２番人気）
複勝票数 計 ３１９９６８ 的中 � ４３４５６（４番人気）� ８３３８（９番人気）� ５６０９９（２番人気）
枠連票数 計 １９８８０３ 的中 （２－３） １２２２０（５番人気）
普通馬連票数 計 ６０２７２７ 的中 �� ３５４１（３５番人気）
馬単票数 計 ４４７２３８ 的中 �� １５５８（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５３７６ 的中 �� １５３６（３９番人気）�� １２３８４（５番人気）�� ３１８７（２０番人気）
３連複票数 計 ８６７５１４ 的中 ��� ５３３３（４２番人気）
３連単票数 計１２８４９０１ 的中 ��� ９６８（２６９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．６―１１．９―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．８―４６．７―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウワカツキ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００７．１２．８ 阪神５着

２００５．２．２４生 牝４青 母 シ ー ヴ ェ 母母 Eaves １０戦３勝 賞金 ２４，９００，０００円
〔騎手変更〕 コウユールージュ号の騎手高井彰大は，第３日第４競走での落馬負傷のため赤木高太郎に変更。
※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。
（非抽選馬） １頭 マレンゴ号



２９０４３１０月１８日 晴 良 （２１京都４）第４日 第７競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

２４ ベルウッドローツェ 牡３栗 ５４ 松岡 正海加藤 貴子氏 小島 茂之 浦河 浦河土肥牧場 B４７６＋ ８２：２４．９ １４．９�

７１３ ダディーズウォーズ 牡３黒鹿５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６＋ ８２：２５．１１� ２．３�

５９ ラッキーポケット 牡３鹿 ５４ 福永 祐一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４９６＋１０２：２５．４１� １９．３�
８１７ ブルースターキング 牡３黒鹿５４ 藤田 伸二 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ ３３．４�
８１６ リアルプリンス 牡３栗 ５４ 岩田 康誠�アカデミー 池江 泰郎 新冠 清水 克則 ５４２＋１２ 〃 ハナ ６．２�
６１２ ホウライブライアン 牡４黒鹿５７ 和田 竜二橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 ４７２－ ６２：２５．５� ３５．３	
７１４ エナージバイオ 牡４栗 ５７ 武 豊バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４５６± ０２：２５．６� １１．０

３５ ニホンピロキャット 牝３黒鹿５２ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４４２± ０２：２５．７� ２３．６�
２３ ジャングルケイ 牡３鹿 ５４ 小牧 太国田 正忠氏 橋口弘次郎 早来（有）ノーザンレーシング ４６８－ ２２：２５．９１	 １４．７�
１２ 
 エーシンマイトップ 牡３栗 ５４ 秋山真一郎�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ４８４－ ２２：２６．２２ ８４．６
３６ マーブルファイブ 牡４鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平下村 直氏 田所 清広 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５０－ ２２：２６．３� １７．９�

８１５ ニシノシャア 牡４鹿 ５７ 幸 英明西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４９０＋ ６２：２６．５１� ２０２．９�
４７ シングルショット 牡４青 ５７

５４ ▲国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ５０８＋ ２２：２６．８１� ７．７�
４８ トレジャーハント 牡３栗 ５４ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１６－ ２ 〃 クビ ２０．９�
６１１� サクラエクシード 牡４栗 ５７ 熊沢 重文�さくらコマース牧浦 充徳 静内 新和牧場 ４９２± ０２：２７．０１� １０２．９�
５１０ インテンスブルー 牡４鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太市川 義美氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 B４８０± ０２：２７．６３	 ７３．１�
１１ ザ リ ー ン 牝５鹿 ５５ 浜中 俊田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４４６± ０２：３１．１大差 １１０．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２５，１２６，２００円 複勝： ３９，６１９，４００円 枠連： ２７，７６２，２００円

普通馬連： ７６，８４８，６００円 馬単： ５２，１０３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，３２６，８００円

３連複： １０４，２３０，６００円 ３連単： １５７，９８９，９００円 計： ５１５，００７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ３４０円 � １４０円 � ５５０円 枠 連（２－７） ７００円

普通馬連 �� １，７００円 馬 単 �� ３，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ３，４１０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� １１，５４０円 ３ 連 単 ��� ７０，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２５１２６２ 的中 � １３３６５（６番人気）
複勝票数 計 ３９６１９４ 的中 � ２５４０９（５番人気）� １１１４２１（１番人気）� １４２０７（１０番人気）
枠連票数 計 ２７７６２２ 的中 （２－７） ２９４１４（３番人気）
普通馬連票数 計 ７６８４８６ 的中 �� ３３４４７（５番人気）
馬単票数 計 ５２１０３６ 的中 �� １０５５９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１３２６８ 的中 �� １０１５７（６番人気）�� ２１７０（４４番人気）�� ７２４３（８番人気）
３連複票数 計１０４２３０６ 的中 ��� ６６６９（３９番人気）
３連単票数 計１５７９８９９ 的中 ��� １６５５（２０１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１０．７―１１．３―１１．８―１２．６―１３．１―１３．６―１２．９―１２．４―１１．９―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�
１２．４―２２．９―３３．６―４４．９―５６．７―１：０９．３―１：２２．４―１：３６．０―１：４８．９―２：０１．３―２：１３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．０
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベルウッドローツェ �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 バンブーアトラス デビュー ２００８．１１．３０ 東京８着

２００６．４．１４生 牡３栗 母 ラゴロンドリーナ 母母 トロピカルバンブー １１戦２勝 賞金 １６，１００，０００円
〔制裁〕 リアルプリンス号の騎手岩田康誠は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ザリーン号は，平成２１年１１月１８日まで平地競走に出走できない。



２９０４４１０月１８日 晴 良 （２１京都４）第４日 第８競走 ��
��１，２００�

み ぶ

壬 生 特 別
発走１３時５０分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

５１０� リッターヴォルト 牡５鹿 ５７ 小牧 太石瀬 浩三氏 橋口弘次郎 米 Hokuyou
Farm ４９０－ ４１：０８．０ ５３．２�

７１３� セトノアンテウス 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己難波 澄子氏 鮫島 一歩 豪 Mr F Peisah ４７２－ ２１：０８．１� ３．３�
２４ メモリーパフィア 牝３黒鹿５３ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４６２＋ ２ 〃 アタマ ９．９�
３５ 	 ヤマカツマリリン 牝５栗 ５５ 田嶋 翔山田 和夫氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５３２＋ ２１：０８．３１
 ４．５�
２３ アイディンパワー 牡３鹿 ５５ 浜中 俊米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７６＋ ２ 〃 クビ ２８．７�
１１ ビーチアイドル 牝４鹿 ５５ 武 豊 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６１：０８．４� ４．４�
８１６ ヒカルジョディー 牡３栗 ５５ 秋山真一郎�橋 京子氏 中尾 秀正 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ４ 〃 クビ ５０．６	
５９ プラチナムペスカ 牡５芦 ５７ 角田 晃一ユーモード 松永 昌博 三石 土田農場 ５１０＋１４１：０８．６１� ３９．４

６１２� エーソングフォー 牝４栗 ５５ 岩田 康誠小田 吉男氏 森 秀行 米 Robert

Spiegel ５０８＋ ８１：０８．７クビ ７４．０�
４７ 	 マヤノクレナイ 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ ９．１�
１２ � ジャックボイス 牡３鹿 ５５ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 米 North Hills
Management ４４８± ０１：０８．８クビ ６０．９

７１５	 トップオブピーコイ 牡３青鹿５５ 福永 祐一横瀬 兼二氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４７２＋１６１：０８．９� １２８．５�
３６ クレバージェフリー 牡６鹿 ５７ 中村 将之田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４６＋１０ 〃 クビ ２６０．８�
８１８ ライトザキャンドル 牝５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 ４７４－ ２１：０９．０� ７５．３�
８１７� ロックオブサリサ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成斉藤 敏博氏 森 秀行 愛 T. Saito ４４０＋１４１：０９．１� １３．５�
７１４ ザ ザ 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４７８± ０１：０９．３１
 ２４．３�
４８ 	 レイザーバック 牡７青鹿５７ 松岡 正海岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ４８８＋ ２ 〃 クビ ４７．７�
６１１�	 ブライティアアイ 牝７鹿 ５５ 芹沢 純一小林 昌志氏 須貝 彦三 米 Masashi

Kobayashi ４７２－１６１：０９．８３ ５１６．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，８９４，５００円 複勝： ４６，０３８，５００円 枠連： ２８，３０８，６００円

普通馬連： １０８，６３３，７００円 馬単： ６５，７０２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，４９６，３００円

３連複： １３０，６６２，５００円 ３連単： ２１５，８３３，１００円 計： ６５８，５６９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，３２０円 複 勝 � ８８０円 � １６０円 � ３７０円 枠 連（５－７） ３，５９０円

普通馬連 �� ８，５３０円 馬 単 �� ２６，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３８０円 �� ６，８４０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ２８，２４０円 ３ 連 単 ��� ３２１，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２７８９４５ 的中 � ４１３６（１２番人気）
複勝票数 計 ４６０３８５ 的中 � １０５０９（９番人気）� １０８９７８（１番人気）� ２９０２９（５番人気）
枠連票数 計 ２８３０８６ 的中 （５－７） ５８３０（１６番人気）
普通馬連票数 計１０８６３３７ 的中 �� ９４００（２４番人気）
馬単票数 計 ６５７０２１ 的中 �� １８３７（７３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５４９６３ 的中 �� ３６４０（２２番人気）�� １２４０（６３番人気）�� ９１０７（９番人気）
３連複票数 計１３０６６２５ 的中 ��� ３４１５（７６番人気）
３連単票数 計２１５８３３１ 的中 ��� ４９６（７３８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．３―１１．２―１１．０―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．４―４５．６―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リッターヴォルト �
�
父 Rahy �

�
母父 Caerleon デビュー ２００６．１２．１０ 阪神１着

２００４．３．１８生 牡５鹿 母 Ibuki Perceive 母母 Noesis ２２戦４勝 賞金 ７７，９２８，０００円



２９０４５１０月１８日 晴 良 （２１京都４）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

あ た ご

愛 宕 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．１０．１８以降２１．１０．１１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 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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１６ フサイチピージェイ 牡４鹿 ５８．５ 安藤 勝己吉田 千津氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８２＋１２１：５０．５ ２．３�

６１２ タガノクリスエス 牝４鹿 ５４ 福永 祐一八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８４＋ ４１：５０．６� １０．１�

４７ チャームナデシコ 牝４鹿 ５５ 幸 英明タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ４６８＋ ２１：５０．７クビ ８．９�
４８ リバプールサウンド 牡６鹿 ５７ 武 豊 �ノースヒルズマネ

ジメント 谷 潔 新冠 須崎牧場 ５４０± ０１：５１．５５ ３．７�
７１４ アバレダイコ 牡４栗 ５７ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５３８－ ８ 〃 クビ １０．１�
５１０ リアルヴィクトリー 牡４鹿 ５４ 四位 洋文杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８４－ ２１：５１．８２ １０４．５	
１２ ナニハトモアレ 牡３黒鹿５３ 岩田 康誠�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４９０＋ ４１：５１．９� １３．１

２３ ジェントルフォーク 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７８＋ ２１：５２．２１� ２５．３�
３５ エ バ ー モ ア 牡５鹿 ５４ 藤田 伸二永野千枝子氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ３７．７�
２４ キタノアラワシ 牡５鹿 ５５ 浜中 俊河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５１０＋ ４１：５２．３クビ １０６．４
７１３�� ウィッシングデュー 牝５黒鹿５２ 鮫島 良太中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-

vestments LLC ４９０－ ６１：５２．７２	 ５７．３�
５９ キャトルキャール 牝４栗 ５２ 上村 洋行吉田 修氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４４６＋ ６ 〃 アタマ １０５．０�
１１ シゲルアサマヤマ 牡３青鹿５３ 赤木高太郎森中 蕃氏 藤岡 範士 浦河 冨岡牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ４１．２�
８１５� シルクストライカー 牡５青鹿５３ 小林 徹弥有限会社シルク目野 哲也 新冠 グリー牧場 B４６６＋１６１：５２．８クビ ２６７．７�
６１１ スズカフェロー 牡６鹿 ５３ 熊沢 重文永井 啓弍氏 武 宏平 静内 武 牧場 B４８８＋ ４１：５２．９� １９２．４�
３６ マイネルプリマス 牡３芦 ５３ 三浦 皇成 �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 ４９６± ０１：５３．４３ ３９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，４４１，８００円 複勝： ５８，１９４，９００円 枠連： ３８，２２７，０００円

普通馬連： １４１，５７１，０００円 馬単： ８６，８６８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，５７９，０００円

３連複： １６９，２２５，８００円 ３連単： ３１１，９４４，１００円 計： ８８６，０５１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � ２２０円 枠 連（６－８） １，０５０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ４６０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２，４４０円 ３ 連 単 ��� ８，３３０円

票 数

単勝票数 計 ３４４４１８ 的中 � １１８３７２（１番人気）
複勝票数 計 ５８１９４９ 的中 � １３６０６４（２番人気）� ５７８９７（４番人気）� ６４０６３（３番人気）
枠連票数 計 ３８２２７０ 的中 （６－８） ２７０６５（３番人気）
普通馬連票数 計１４１５７１０ 的中 �� ９７２９７（３番人気）
馬単票数 計 ８６８６８３ 的中 �� ３９０２７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５５７９０ 的中 �� ２０４５１（６番人気）�� ２５３３１（３番人気）�� １５８０１（８番人気）
３連複票数 計１６９２２５８ 的中 ��� ５１３２３（６番人気）
３連単票数 計３１１９４４１ 的中 ��� ２７６４０（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．２―３５．３―４７．８―１：００．７―１：１３．４―１：２５．７―１：３８．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フサイチピージェイ �
�
父 Awesome Again �

�
母父 For Really デビュー ２００８．３．２３ 阪神５着

２００５．５．１８生 牡４鹿 母 リアリーライジング 母母 Rising Writer １２戦４勝 賞金 ６３，８１６，０００円
※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 エンシャントアーツ号・スプリングサンテ号・パーフェクトラン号・ブルーベドウィン号・マーベラスアロー号・

ワンダフルドーラ号



２９０４６１０月１８日 晴 良 （２１京都４）第４日 第１０競走 ��
��１，６００�

きよみず

清水ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，２０．１０．１８以降２１．１０．１１まで１回以上出走馬，除３歳未出走
馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

１１ アンノルーチェ 牡４鹿 ５６ 川島 信二�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト
リーファーム ４４４－ ６１：３３．５ ７．３�

４８ ワールドコンパス 牡３鹿 ５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７６± ０ 〃 クビ ４．２�
８１７ タイガーストーン 牡３鹿 ５５ 四位 洋文後藤 繁樹氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ４９８± ０１：３３．６クビ ６．１�
１２ ミッキーパンプキン 牡３鹿 ５５ 福永 祐一野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４４６＋ ８１：３３．７� ４．２�
６１１ フライングメリッサ 牝５鹿 ５３ 柴田 善臣セゾンレースホース� 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋ ４１：３３．８クビ ４０．３�
５１０ アドマイヤヘッド 牡５芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４６６－ ４１：３３．９� １７．４	
６１２ テイエムアタック 牡５栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ５００－ ６１：３４．０� ８．２

２４ クリムゾンベガ 牡５黒鹿５５ 村田 一誠 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６８－１４ 〃 アタマ ５１．３�
７１３� セイウンワキタツ 牡６鹿 ５４ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４７８－ ６ 〃 ハナ ５４．７�
３５ 	 チョウカイファイト 牡６栗 ５５ 武 豊�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５０６＋ ４ 〃 ハナ １６．９
７１５ ラ ン ペ イ ア 牝５栗 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４７２＋２０１：３４．１クビ １３．０�
３６ ヤマニンイグナイト 牡６栗 ５４ 小牧 太土井 肇氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４３８－ ４ 〃 クビ １１５．６�
８１６ グッドルッキング 牝３芦 ５２ 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 ４４４－ ２１：３４．２� １６．７�
５９ カネトシリベルテ 牝５鹿 ５０ 酒井 学兼松 昌男氏 清水 久詞 平取 清水牧場 ４５４－ ４１：３４．３クビ １２５．１�
７１４ マッハジュウクン 牡７鹿 ５４ 柴原 央明鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ １７９．７�
２３ サウスティーダ 牝６芦 ５１ 藤岡 康太岡田 牧雄氏 小崎 憲 門別 インターナシヨナル牧場 ４８４＋ ４１：３４．４クビ ９６．２�
４７ マッチメイト 牡６鹿 ５５ 幸 英明釘田 秀人氏 川村 禎彦 静内 藤沢牧場 ４８０＋ ２１：３４．６１� １４６．７�
８１８ トーワユメジ 牡７鹿 ５３ 石橋 守齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４５６± ０１：３５．０２� ２２９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，３２３，５００円 複勝： ５４，１３４，７００円 枠連： ４５，３６５，６００円

普通馬連： １７６，２０３，９００円 馬単： ９９，６５２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，１４１，１００円

３連複： ２０５，５３２，７００円 ３連単： ３８４，６５３，３００円 計： １，０５２，００７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２７０円 � １８０円 � ２１０円 枠 連（１－４） ６３０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ９５０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ３，９００円 ３ 連 単 ��� ２４，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３７３２３５ 的中 � ４０８１３（４番人気）
複勝票数 計 ５４１３４７ 的中 � ４８１７９（５番人気）� ８９６０９（２番人気）� ７０３８１（３番人気）
枠連票数 計 ４５３６５６ 的中 （１－４） ５３９１０（２番人気）
普通馬連票数 計１７６２０３９ 的中 �� ８４４９０（４番人気）
馬単票数 計 ９９６５２８ 的中 �� １９８９７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９１４１１ 的中 �� １６４４７（７番人気）�� １２５３９（９番人気）�� １８１０６（６番人気）
３連複票数 計２０５５３２７ 的中 ��� ３８９５１（７番人気）
３連単票数 計３８４６５３３ 的中 ��� １１５０６（５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．２―４７．４―５９．０―１：１０．４―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンノルーチェ �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．１０．２０ 京都６着

２００５．５．７生 牡４鹿 母 レモンバーム 母母 ラビットボール １４戦５勝 賞金 ７１，２６１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



２９０４７１０月１８日 晴 良 （２１京都４）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第１４回秋 華 賞（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右）

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

賞 品
本 賞 ８９，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，９００，０００円
付 加 賞 ３，８６４，０００円 １，１０４，０００円 ５５２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：５７．５
１：５６．４
１：５８．１

良

良

良

３５ レッドディザイア 牝３鹿 ５５ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４８０－１４１：５８．２ ３．２�

６１２ ブロードストリート 牝３鹿 ５５ 藤田 伸二下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５０＋ ２１：５８．４ハナ＋１� １０．３�
２３ ブエナビスタ 牝３黒鹿５５ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４ （降着） １．８�
５１０ クーデグレイス 牝３黒鹿５５ 川田 将雅吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ６１：５８．５� ２９．８�
２４ ミクロコスモス 牝３鹿 ５５ 武 豊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２１：５８．６� １９．３	
７１４ ジェルミナル 牝３黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６２－ ６１：５８．８１� ２５．８

６１１ ワンカラット 牝３黒鹿５５ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４１：５８．９クビ １１６．１�
７１３ アイアムカミノマゴ 牝３鹿 ５５ 小牧 太堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：５９．１１� １６４．４�
４８ ラインドリーム 牝３黒鹿５５ 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ ７０．８
８１８ デリキットピース 牝３黒鹿５５ 柴田 善臣 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３８－ ６１：５９．２クビ ８３．０�
７１５ ハシッテホシーノ 牝３鹿 ５５ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４４６－ ２ 〃 クビ ７１．６�
８１６ モルガナイト 牝３黒鹿５５ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ４１：５９．４１� ２８．１�
１２ パールシャドウ 牝３鹿 ５５ 三浦 皇成飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４４４－ ２ 〃 ハナ ６０．６�
３６ ヴィーヴァヴォドカ 牝３黒鹿５５ 村田 一誠芹澤 精一氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ２１：５９．６１� １５８．６�
５９ イイデエース 牝３鹿 ５５ 浜中 俊 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４４８＋ ２ 〃 ハナ ２６５．４�
１１ ホクトグレイン 牝３鹿 ５５ 田中 博康布施 光章氏 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４６８± ０１：５９．７� ５７．４�
４７ ダイアナバローズ 牝３黒鹿５５ 角田 晃一猪熊 広次氏 小笠 倫弘 三石 水上 習孝 ４５０－ ２２：００．４４ ８１．１�
８１７ ワイドサファイア 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４２：０２．４大差 ４３．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０８，８１３，９００円 複勝： ５９３，４９５，７００円 枠連： ４３８，２９８，０００円

普通馬連： １，８０９，７１６，８００円 馬単： １，４４７，１０８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５１３，８４７，１００円

３連複： ２，３４３，４４５，９００円 ３連単： ７，０７２，２２５，７００円 計： １４，６２６，９５１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � １１０円 枠 連（３－６） １，３７０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� １４０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ４，６４０円

票 数

単勝票数 計４０８８１３９ 的中 � １０３０６０１（２番人気）
複勝票数 計５９３４９５７ 的中 � １４１１６２６（２番人気）� ３２７１５６（３番人気）� ２９２６７１８（１番人気）
枠連票数 計４３８２９８０ 的中 （３－６） ２３６３８６（５番人気）
普通馬連票数 計１８０９７１６８ 的中 �� １００１２１５（３番人気）
馬単票数 計１４４７１０８５ 的中 �� ５８３４４０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５１３８４７１ 的中 �� ２８５２３９（２番人気）�� １２９８６８９（１番人気）�� ２８１２０３（３番人気）
３連複票数 計２３４３４４５９ 的中 ���２７１６９９２（１番人気）
３連単票数 計７０７２２２５７ 的中 ���１１２６６３８（１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．３―１１．４―１１．９―１２．１―１２．８―１２．２―１２．０―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２２．６―３４．０―４５．９―５８．０―１：１０．８―１：２３．０―１：３５．０―１：４６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．２
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

レッドディザイア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．１．４ 京都１着

２００６．４．１９生 牝３鹿 母 グレイトサンライズ 母母 Grace And Glory ６戦３勝 賞金 ２３２，４３４，０００円
〔降着〕 ブエナビスタ号は，２位〔タイム１分５８秒２，着差ハナ〕に入線したが，４コーナーで急に外側に斜行して「ブロードストリート」号の

走行を妨害したため３着に降着。（その他１１番への進路影響）
〔制裁〕 ブエナビスタ号の騎手安藤勝己は，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２１年１０月２４日から平成２１年１１月

１日まで騎乗停止。
※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） ２頭 チャームポット号・マイティースルー号
（非抽選馬） １頭 ニホンピロキャット号



２９０４８１０月１８日 晴 良 （２１京都４）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３６ スリーサンフレンチ 牡６鹿 ５７
５４ ▲国分 恭介永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８２－ ８１：２３．５ ８８．５�

６１１ セイクリムズン 牡３黒鹿５５ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ４９８＋ ６ 〃 クビ ７．０�
２４ ダノンジュピター 牡４栗 ５７ 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 ４９４＋１０１：２３．６� ２９．９�
５１０ スピードアタック 牡４青鹿５７ 武 豊齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５０４－１０１：２３．７� ４．６�
６１２� エーシンクールディ 牝３芦 ５３ 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４８８－ ６１：２３．８� １９．４�
４７ マルブツサクラオー 牡４鹿 ５７ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ４８．２�
１２ リーガルスキーム 牡４栗 ５７ 和田 竜二 	キャロットファーム 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４６８± ０１：２４．０１	 ２．８

４８ ペプチドアトム 牡４鹿 ５７

５５ △田中 健沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４９０＋ ８１：２５．２７ ８．５�
１１ ランドベスト 牡７栗 ５７ 秋山真一郎木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５１２＋ ４１：２５．３クビ ２８２．６�
７１４ レッドボルサリーノ 牡３鹿 ５５ 角田 晃一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ６ 〃 ハナ １２．２
８１５ トウショウクエスト 牡４栗 ５７

５４ ▲松山 弘平トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５３４＋１４ 〃 ハナ １６．２�

３５ � エーシンドゥベター 牡４青鹿５７ 松岡 正海�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-
ter Farm ４９０＋ ４１：２５．８３ １８．２�

５９ シンゼンオオジ 牡３鹿 ５５ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 戸川牧場 ５０８＋ ６１：２５．９クビ ２１．１�
７１３ ブラックカシミール 牝４黒鹿５５ 野元 昭嘉	バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４７２－１０ 〃 クビ １２６．６�
８１６ ラインオブナイト 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠 	社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：２７．２８ ２１．３�
２３ スズノクロヒョー 牡４黒鹿 ５７

５５ △荻野 琢真阿部 雅子氏 谷 潔 鹿児島 徳重 正幸 ５０６＋ ３ （競走中止） ２０４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７１，６３０，３００円 複勝： ９５，０６０，６００円 枠連： ７１，４８０，６００円

普通馬連： ２６１，００９，８００円 馬単： １６３，０６５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ８６，３２５，４００円

３連複： ３２６，６６３，３００円 ３連単： ６６９，９５９，５００円 計： １，７４５，１９４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，８５０円 複 勝 � １，６４０円 � ２８０円 � ７１０円 枠 連（３－６） ３，０６０円

普通馬連 �� ２８，２４０円 馬 単 �� ６１，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，８６０円 �� １４，３５０円 �� ４，０３０円

３ 連 複 ��� ２２２，８１０円 ３ 連 単 ��� １，６４８，１１０円

票 数

単勝票数 計 ７１６３０３ 的中 � ６３８１（１３番人気）
複勝票数 計 ９５０６０６ 的中 � １３５７５（１３番人気）� １０５５４１（３番人気）� ３３６５３（１１番人気）
枠連票数 計 ７１４８０６ 的中 （３－６） １７２５４（１４番人気）
普通馬連票数 計２６１００９８ 的中 �� ６８２３（６４番人気）
馬単票数 計１６３０６５１ 的中 �� １９４８（１２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６３２５４ 的中 �� ２６９８（６６番人気）�� １４７２（８２番人気）�� ５３１３（４３番人気）
３連複票数 計３２６６６３３ 的中 ��� １０８２（３１０番人気）
３連単票数 計６６９９５９５ 的中 ��� ３００（１９３３番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．６―１１．１―１１．８―１２．６―１２．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．７―２２．３―３３．４―４５．２―５７．８―１：１０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３８．３
３ ８（１１，１２）１５（５，９）１４，２（４，１３）（６，１６）－１０－７，１＝３ ４ ・（８，１１）１２（５，１５）（４，１４）（９，２）６－（１０，１３，１６）－７，１＝３

勝馬の
紹 介

スリーサンフレンチ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００６．１．５ 京都１着

２００３．３．２５生 牡６鹿 母 スリーサンナイナー 母母 San ２２戦３勝 賞金 ３７，８０５，０００円
［他本会外：４戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時３０分に変更。
〔競走中止〕 スズノクロヒョー号は，競走中に疾病〔右前繋靭帯不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ブルーアイガー号
（非抽選馬） ４頭 アスカルディ号・オシャレキング号・ソウルオブジャパン号・メイショウイッキ号



（２１京都４）第４日 １０月１８日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 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

３６７，２１０，０００円
１５，７９０，０００円
７，３６０，０００円
３９，２３０，０００円
１９６，０００円
２３７，０００円

６８，９７３，０００円
５，４６５，０００円
１，８５１，３００円

勝馬投票券売得金
７２２，７１５，２００円
１，０６２，１６６，９００円
７４９，３６８，７００円
２，８７９，００４，３００円
２，１６５，１６６，６００円
８８９，７２６，４００円
３，７１３，０５９，８００円
９，５１８，７５６，８００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ２１，６９９，９６４，７００円

総入場人員 ５１，２５１名 （有料入場人員 ４８，４０３名）




