
３２０３７１１月１５日 晴 重 （２１京都５）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５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

１：１１．０
１：１０．９

重

不良

５６ スリーボストン 牡２鹿 ５５ 武 豊永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ５００± ０１：１２．２ １．１�

５５ マイネルレガーロ 牡２黒鹿５５ C．ルメール �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－ ４１：１２．６２� １２．６�

（仏）

３３ グランデワイルド 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０－ ６１：１３．０２� １７．８�

４４ スペシャルイモン 牡２鹿 ５５
５３ △松山 弘平井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４８０－ ４１：１３．７４ ２１．５�

７９ リッカスウィープ 牡２鹿 ５５ 小牧 太立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４５８－ ４１：１４．１２� ２１．９�
６８ シゲカツワンダフル 牡２芦 ５５

５２ ▲国分 恭介�駒秀 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４５６－１６１：１４．４１� ２１９．７�
６７ パワークラウン 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉	まの 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７６－１０ 〃 クビ ２７８．３

１１ ニホンピロピリオド 牡２鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 岡田牧場 ４４６＋ ８１：１４．７２ １０６．７�
８１１ セイラヴリイ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 川端牧場 ４４８＋ ４１：１５．７６ ２３１．５�
７１０ ペプチドストーム 牡２黒鹿５５ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４９８＋ ８１：１５．９� ２１９．１
２２ マキハタヒロイック 牡２鹿 ５５ 石橋 守	槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５３４＋ ６１：１６．２１� ４００．２�
８１２ シゲルツキヤマドノ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 白瀬 明 ４４０＋ ２ 〃 クビ １５３．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，２４３，５００円 複勝： ６８，２４４，７００円 枠連： １１，５２７，５００円

普通馬連： ３５，５０２，５００円 馬単： ４４，８５４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１６６，２００円

３連複： ５０，９０１，７００円 ３連単： １５１，９３１，５００円 計： ４１３，３７１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １９０円 枠 連（５－５） ３１０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ２１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ５５０円 ３ 連 単 ��� １，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３２２４３５ 的中 � ２５５４８８（１番人気）
複勝票数 計 ６８２４４７ 的中 � ４９８１２０（１番人気）� ７０９３７（２番人気）� ２９５０４（４番人気）
枠連票数 計 １１５２７５ 的中 （５－５） ２７８４７（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５５０２５ 的中 �� ９７３７２（１番人気）
馬単票数 計 ４４８５４０ 的中 �� １０６１０９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１６６２ 的中 �� ４１２１１（１番人気）�� ２０８８３（３番人気）�� ８３５９（６番人気）
３連複票数 計 ５０９０１７ 的中 ��� ６８３２６（２番人気）
３連単票数 計１５１９３１５ 的中 ��� １００３４０（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．９―１２．２―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．７―４７．９―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーボストン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．１０．２４ 京都２着

２００７．３．１６生 牡２鹿 母 スリーサンナイナー 母母 San ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。



３２０３８１１月１５日 晴 重 （２１京都５）第４日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

５９ � バルデッツァ 牡２黒鹿５５ 小牧 太 �ノースヒルズマネ
ジメント 中竹 和也 米 Bill

McDowell ５００± ０１：５３．８ ９．５�

４７ ミッキープリステン 牡２栗 ５５ 岩田 康誠野田みづき氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ５３４＋ ４１：５３．９� １６．０�
５１０ ナンヨースラッガー 牡２芦 ５５ 藤田 伸二中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ４７６＋ ４１：５４．５３� ８．７�
７１３ 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 ４７２－ ２ 〃 クビ ２．１�
６１２ プリティカポレイ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４７４＋ ２１：５４．６クビ ４４．７�
４８ ドリームマジシャン 牡２青鹿５５ 角田 晃一セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８０＋ ２１：５４．８１� ５．３	
６１１ タガノキャプテン 牡２栗 ５５ 福永 祐一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８６＋３０１：５４．９� ５０．６

７１４ ボストンサプライズ 牡２鹿 ５５ 川島 信二ボストンホース� 新川 恵 浦河 谷川牧場 ４７０＋ ４１：５５．２１	 ２８２．５�
３５ キョウワマグナム 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５１６＋ ４１：５５．３� ６０．２�
１１ ニホンピロワルター 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４６０－ ４１：５５．５１� ９．８
２３ ヒシボールドウィン 牡２芦 ５５

５２ ▲国分 恭介阿部雅一郎氏 佐山 優 日高 若林 武雄 ４３８＋ ２ 〃 ハナ １５２．０�
８１６ アズマクロシオ 牡２栗 ５５

５３ △松山 弘平東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４５４＋１４１：５６．０３ ２３．２�
１２ ネオペンドラゴン 牡２鹿 ５５ C．ルメール 小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：５７．８大差 ４４．５�

（仏）

８１５ スノーピーパッド 牡２芦 ５５ 和田 竜二小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ４９０－ ８１：５７．９クビ ２３５．７�
２４ シャイニーサンデー 牡２鹿 ５５ 武 豊小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４８２＋ ６１：５８．１１� １６．３�
３６ パ イ ザ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新冠 新冠橋本牧場 ４３６－ ２１：５９．２７ ２６１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９５３，５００円 複勝： ２８，６８７，４００円 枠連： １３，２０３，５００円

普通馬連： ４２，３５９，２００円 馬単： ３２，３５２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９３８，０００円

３連複： ５９，６４７，６００円 ３連単： ９２，０８５，７００円 計： ３０３，２２７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ４１０円 � ５１０円 � ３００円 枠 連（４－５） ８７０円

普通馬連 �� ６，０３０円 馬 単 �� １３，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０６０円 �� １，３４０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� １６，９４０円 ３ 連 単 ��� １０８，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６９５３５ 的中 � １４１５３（４番人気）
複勝票数 計 ２８６８７４ 的中 � １８１６１（５番人気）� １３９２３（６番人気）� ２７４６５（３番人気）
枠連票数 計 １３２０３５ 的中 （４－５） １１２６７（４番人気）
普通馬連票数 計 ４２３５９２ 的中 �� ５１９０（２２番人気）
馬単票数 計 ３２３５２３ 的中 �� １７４０（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９３８０ 的中 �� ２１２３（２２番人気）�� ３３３４（１３番人気）�� ３１４５（１５番人気）
３連複票数 計 ５９６４７６ 的中 ��� ２５９９（５１番人気）
３連単票数 計 ９２０８５７ 的中 ��� ６２９（２９２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１２．９―１３．４―１３．２―１２．８―１２．９―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３６．６―５０．０―１：０３．２―１：１６．０―１：２８．９―１：４１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�バルデッツァ �
�
父 Stormin Fever �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００９．９．２０ 阪神８着

２００７．３．１６生 牡２黒鹿 母 Casanova Junction 母母 Intentional Move ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パイザ号は，平成２１年１２月１５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 サクセスシェーバー号
※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。



３２０３９１１月１５日 晴 稍重 （２１京都５）第４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

１：３３．７
１：３３．１

良

良

８１３ ストレンジラブ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二鈴木 義孝氏 牧浦 充徳 新冠 隆栄牧場 ４５８－１０１：３６．３ ３．１�

２２ ビッグウィーク 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 ４６８－ ８１：３６．４� ３５．１�
３４ ダイヤモンドムーン 牝２黒鹿５４ 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ５００－ ６ 〃 ハナ ５．６�
４５ タガノマージョラム 牡２黒鹿 ５５

５３ △松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 日高 藤本 直弘 ４８２－ ４１：３６．５� １０．８�
８１４ 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 ４７４＋ ６１：３６．７１� ３．１�
７１２ クリールサンライズ 牡２栗 ５５ C．スミヨン 横山 修二氏 笹田 和秀 日高 若林 武雄 ４５６＋１２１：３６．８� ７２．４�

（仏）

３３ ドビュッシー 牡２栗 ５５ 浜中 俊 �ワールド・パーム 西園 正都 新ひだか 斉藤スタッド ４６８－ ２ 〃 ハナ ４１．６	
５８ タニノロゼット 牝２黒鹿５４ 小牧 太谷水 雄三氏 吉田 直弘 浦河 カナイシスタッド ４５８－ ４１：３６．９クビ １５．３

６９ セトノステラ 牡２黒鹿５５ C．ルメール 難波 経雄氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 ５０２－ ４１：３７．１１� ７．４�

（仏）

７１１ ラブファイナル 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎江口雄一郎氏 谷 潔 新ひだか 坂本 春信 ４５２－ ８１：３７．３１� １０８．７�
１１ シゲルカンスケ 牡２鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 馬道 繁樹 ４４８＋ ６１：３７．６１� ３７８．８
６１０ コヴェンティナ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ６ 〃 ハナ ７９．０�
４６ テンシノアスター 牡２栗 ５５

５２ ▲国分 恭介杉谷 桝夫氏 松元 茂樹 浦河 金成吉田牧場 ４５６－ ４ 〃 クビ ２１．４�
５７ キョウワシャドー 牡２芦 ５５ 黒岩 悠�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４３２－ ８１：３９．７大差 ４３４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，２８５，２００円 複勝： ３０，９２１，１００円 枠連： １６，５６７，６００円

普通馬連： ５１，６８０，７００円 馬単： ３８，０４２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１９８，４００円

３連複： ７２，３０７，９００円 ３連単： １１６，０１２，２００円 計： ３６８，０１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １７０円 � ６４０円 � １９０円 枠 連（２－８） ２，１００円

普通馬連 �� ５，８３０円 馬 単 �� ８，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２８０円 �� ４８０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� １０，８６０円 ３ 連 単 ��� ６１，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２０２８５２ 的中 � ５１７１９（２番人気）
複勝票数 計 ３０９２１１ 的中 � ５９６２５（２番人気）� ９４３６（８番人気）� ４７２４１（３番人気）
枠連票数 計 １６５６７６ 的中 （２－８） ５８４７（８番人気）
普通馬連票数 計 ５１６８０７ 的中 �� ６５４７（２０番人気）
馬単票数 計 ３８０４２７ 的中 �� ３４３２（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１９８４ 的中 �� ２２９１（２５番人気）�� １２４９６（３番人気）�� ２４３１（２３番人気）
３連複票数 計 ７２３０７９ 的中 ��� ４９１８（３６番人気）
３連単票数 計１１６０１２２ 的中 ��� １３８８（１７８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．７―４８．２―１：００．８―１：１３．０―１：２４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３５．５
３ ２（４，５）（１０，６）１３（９，１４）８（３，１２）１１，１＝７ ４ ２，４，５（１０，６）１３（９，１４）（８，１２）（３，１１）－１＝７

勝馬の
紹 介

ストレンジラブ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．８．２３ 札幌３着

２００７．５．１生 牝２鹿 母 フェアリークイーン 母母 ネヴァーエクスプレイン ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００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。



３２０４０１１月１５日 晴 稍重 （２１京都５）第４日 第４競走 ��
��１，２００�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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

４４ シュテルンターラー 牝２芦 ５４ 秋山真一郎 �グリーンファーム 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：１０．３ ５．４�

５６ ミキノバンジョー 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４９２ ―１：１０．４� ３．９�
３３ キョウワプレジャー 牝２鹿 ５４ 池添 謙一�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４６２ ―１：１０．６１� ６．３�
４５ スマートムービー 牝２黒鹿５４ 福永 祐一大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４３６ ―１：１１．１３ ２１．９�
６９ オートティアモ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司大戸 時子氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山 繁太郎 ４６６ ―１：１１．３１ １００．２�
８１３ サ バ ン ナ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一坂本 肇氏 小島 貞博 新ひだか 神垣 道弘 ４２６ ―１：１１．５１� ９７．５	
６８ メイショウナナボシ 牝２鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２ ― 〃 アタマ １３．５

７１１ ミヤジアンジェラ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ３９２ ―１：１１．６� ３８．７�
１１ ビバトゥモロー 牝２鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太池住 安信氏 須貝 彦三 新冠 オートファー
ム �渡 ４００ ―１：１１．８１� ２０３．７

５７ ピットスポルム 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４１８ ―１：１２．０１� ３．８�
２２ メタギャラクシー 牡２鹿 ５５ 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 ４７８ ―１：１２．２１� ２１．１�
８１２ シゲルヨシヒロ 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋森中 蕃氏 松永 幹夫 日高 浜本 幸雄 ４７０ ―１：１２．３� ７４．８�
７１０ アンピトリーテ 牝２芦 ５４

５１ ▲国分 恭介�イクタ 松元 茂樹 新冠 越湖ファーム ４５２ ―１：１２．６１� ６．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，８９６，０００円 複勝： ２０，７５８，８００円 枠連： １３，０４７，９００円

普通馬連： ４１，１６４，１００円 馬単： ２９，６０４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６８５，０００円

３連複： ５３，４３５，８００円 ３連単： ８２，１３１，２００円 計： ２７０，７２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（４－５） ４３０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ５７０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，０００円 ３ 連 単 ��� １０，４１０円

票 数

単勝票数 計 １５８９６０ 的中 � ２３５２５（３番人気）
複勝票数 計 ２０７５８８ 的中 � ３０２２７（４番人気）� ３３９９８（３番人気）� ３４６５５（２番人気）
枠連票数 計 １３０４７９ 的中 （４－５） ２２７４６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１１６４１ 的中 �� ２８４２１（３番人気）
馬単票数 計 ２９６０４９ 的中 �� １０８８１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６８５０ 的中 �� ８５０４（４番人気）�� ６２４２（７番人気）�� ６２５７（６番人気）
３連複票数 計 ５３４３５８ 的中 ��� １９７２７（４番人気）
３連単票数 計 ８２１３１２ 的中 ��� ５８２４（１９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１１．４―１１．４―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．２―３５．６―４７．０―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュテルンターラー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Two Punch 初出走

２００７．４．２５生 牝２芦 母 トゥースペシャル 母母 Flaps Up １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※オートティアモ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３２０４１１１月１５日 晴 稍重 （２１京都５）第４日 第５競走 ��２，０００�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

２：００．７
１：５９．９

良

良

４４ スマートジェネシス 牡２青鹿５５ 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７６ ―２：０６．０ ２．７�

２２ ロ グ 牡２鹿 ５５ 北村 浩平石瀬 浩三氏 須貝 尚介 日高 大平ファーム ４８４ ― 〃 クビ １１．３�
６６ マルカボルト 牡２黒鹿５５ 福永 祐一河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４９０ ―２：０６．２１� ５．５�
１１ ゼットチャンプ 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 ４８２ ― 〃 クビ ８．８�
８１１ アッシュール 牡２鹿 ５５ C．ルメール 吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４６６ ―２：０６．３� ７．３�

（仏）

３３ リズミックビート 牡２栗 ５５ 田中 勝春名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５０６ ―２：０６．４クビ １９．５	
７９ セトノジャーニー 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎難波 澄子氏 藤岡 範士 日高 滝本 健二 ５０２ ―２：０６．６１� ４．１

６７ クロカミノマイ 牝２黒鹿５４ 石橋 守昴ホースクラブ 田所 秀孝 日高 大平ファーム ４５２ ― 〃 ハナ ７４．７�
７８ ブラックボクサー 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介佐々木孝之氏 藤岡 健一 新ひだか 前川 正美 ４７６ ― 〃 ハナ ４０．２�
８１０ メイショウワダツミ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一松本 好氏 小島 貞博 浦河 林 孝輝 ４４６ ―２：０７．１３ １７５．３�
５５ エ ニ シ 牡２黒鹿 ５５

５３ △松山 弘平細川 益男氏 池江 泰郎 日高 待兼牧場 ４８６ ―２：０７．２クビ ３７．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，０８４，７００円 複勝： ２１，２２４，２００円 枠連： １０，４３０，１００円

普通馬連： ４０，５８３，９００円 馬単： ３３，９００，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０５８，９００円

３連複： ５０，６５５，２００円 ３連単： ９４，１３６，６００円 計： ２８４，０７４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � １７０円 枠 連（２－４） １，８９０円

普通馬連 �� １，７４０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ３１０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ２，７９０円 ３ 連 単 ��� １３，３９０円

票 数

単勝票数 計 １７０８４７ 的中 � ５０９２９（１番人気）
複勝票数 計 ２１２２４２ 的中 � ５８８７９（１番人気）� １５２３５（６番人気）� ３２６２２（３番人気）
枠連票数 計 １０４３０１ 的中 （２－４） ４０９３（７番人気）
普通馬連票数 計 ４０５８３９ 的中 �� １７３１２（６番人気）
馬単票数 計 ３３９００７ 的中 �� ８８９９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０５８９ 的中 �� ５７７０（９番人気）�� １４４４１（２番人気）�� ２９４３（１６番人気）
３連複票数 計 ５０６５５２ 的中 ��� １３４１８（８番人気）
３連単票数 計 ９４１３６６ 的中 ��� ５１９２（３８番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．１―１３．９―１４．１―１２．８―１２．６―１２．４―１１．７―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．９―３８．８―５２．９―１：０５．７―１：１８．３―１：３０．７―１：４２．４―１：５４．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートジェネシス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ドクターデヴィアス 初出走

２００７．３．１３生 牡２青鹿 母 フロムファースト 母母 ブリランジャー 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を表示している。



３２０４２１１月１５日 晴 重 （２１京都５）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）

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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２４ マルカベンチャー 牡３栗 ５６ 北村 宏司河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４１：１１．４ ３．６�

４７ キクノフレヴァン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４６４－ ４１：１１．８２� １６．６�
６１２ ピンクペガサス 牡４黒鹿５７ 武 豊木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５０２＋ ２１：１１．９� ３．７�
４８ フレンチクラシック 牡３栗 ５６ 福永 祐一吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B４６８＋ ６ 〃 アタマ １３．０�
２３ グロッキーバルボア 牡３鹿 ５６ C．ルメール 飯田 吉哉氏 南井 克巳 早来 ノーザンファーム ４９８－ ６ 〃 クビ １５．７�

（仏）

６１１ キシュウグラシア 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７８＋１０１：１２．０� １１．８�
３５ ビヨンドマックス 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５１６＋ ２１：１２．５３ ４６．７	
８１６ ド キ ャ ー レ 牡４栗 ５７ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 静内 酒井 静男 ４７０± ０１：１２．８１� ５．８

５９ 	 エアパパガト 牡４鹿 ５７ C．スミヨン �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：１３．１１� ９９．１�

（仏）

７１３
 ラピッドガール 牝４鹿 ５５ 川田 将雅柳井 正氏 小崎 憲 米 River
Bend Farm ４７８－１０ 〃 ハナ １１１．６�

１２ コウエイフラッシュ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４８４＋ ４１：１３．３１� ３７．４
５１０ ショウナンタイリン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４５２＋ ８ 〃 ハナ １５．８�
７１４	 メイショウカポネ 牡４栗 ５７

５４ ▲国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ５４４＋１２１：１３．４� １９９．９�
３６ 	 シーシャトー 牡４鹿 ５７ 高野 容輔藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４４８＋ ２１：１３．５� ２５８．３�
１１ 
 エーシンフラクタル 牝３栗 ５４

５３ ☆藤岡 康太�栄進堂 中尾 秀正 米 Mt. Brilliant
Farm LLC ４５０－１０１：１４．１３� ９．７�

８１５ フォレストルーラー 牡３鹿 ５６
５４ △松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４７８＋ ８１：１４．３１� ２２２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５４５，２００円 複勝： ３０，８０８，０００円 枠連： １８，６２５，３００円

普通馬連： ６０，３０８，６００円 馬単： ３８，６７４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４５５，２００円

３連複： ８３，４８１，７００円 ３連単： １２４，７８６，８００円 計： ４０１，６８５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ３６０円 � １６０円 枠 連（２－４） １，１８０円

普通馬連 �� ３，０２０円 馬 単 �� ５，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ３２０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ４，０９０円 ３ 連 単 ��� ２５，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２０５４５２ 的中 � ４５６６３（１番人気）
複勝票数 計 ３０８０８０ 的中 � ４９５２１（２番人気）� １７８４５（７番人気）� ５９４８１（１番人気）
枠連票数 計 １８６２５３ 的中 （２－４） １１６７３（６番人気）
普通馬連票数 計 ６０３０８６ 的中 �� １４７７４（１２番人気）
馬単票数 計 ３８６７４９ 的中 �� ５５１９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４５５２ 的中 �� ７０２３（８番人気）�� ２１７００（１番人気）�� ５６０９（１５番人気）
３連複票数 計 ８３４８１７ 的中 ��� １５０６６（１０番人気）
３連単票数 計１２４７８６８ 的中 ��� ３６６５（６３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．５―１１．８―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．１―３４．６―４６．４―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカベンチャー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００９．１．４ 京都５着

２００６．３．１６生 牡３栗 母 ランフォアロージス 母母 ロージズフオアママ ８戦２勝 賞金 ２０，３００，０００円
※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。
（非抽選馬） ３頭 アンクルトップ号・オウシュウバラッド号・プライムパレス号
※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。



３２０４３１１月１５日 晴 稍重 （２１京都５）第４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）

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

１：５６．６
１：５６．６

重

重

８１１ バアゼルリバー 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４＋ ２１：５７．２ ４．５�

６６ キクノアポロ 牡３黒鹿５５ 岩田 康誠菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 赤石 久夫 ５０４＋１２１：５７．３� ５．８�
７９ � トップジャイアンツ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二横瀬 兼二氏 山内 研二 豪

Austramore Pty Ltd,
Codds Flat Bloodstock
Pty Ltd, San Pauli Ltd

４９０－ ４１：５８．０４ １８．３�
５５ アドマイヤインディ 牝３栗 ５３ 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４３４± ０１：５８．２１ ２．１�
２２ グレイトロータリー 牡３鹿 ５５ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 宮本 博 新ひだか グランド牧場 ５１０＋ ４１：５８．３� １２．２�
６７ ビードラスティック 牡５黒鹿５７ 小坂 忠士吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４５２＋ ６１：５８．５１� ６１．１�
１１ 	 シ ョ ウ ケ イ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊根岸 治男氏 坂口 正大 門別 白井牧場 ５１０＋ ６１：５８．８１
 ４６．０	
７８ 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 B４６６＋ ４１：５９．６５ ２５．８

３３ コスモアブソルート 牡７黒鹿５７ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 八木農場 ４８６＋ ４２：００．０２� ８８．５�
４４ ロックザキャスバ 牡５黒鹿５７ C．スミヨン�瀬 真尚氏 萩原 清 静内 矢野牧場 B４８６± ０２：００．３２ ９．２�

（仏）

８１０ スズカルビー 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 村本牧場 ４５２＋ ２２：０１．０４ １８．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，５８９，１００円 複勝： ３０，６２６，０００円 枠連： １４，０６３，１００円

普通馬連： ５８，９４７，８００円 馬単： ４４，１７９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０５６，０００円

３連複： ７０，８１７，４００円 ３連単： １３５，４６２，５００円 計： ３９６，７４１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ２４０円 � ４８０円 枠 連（６－８） １，１２０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １，２８０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ５，８７０円 ３ 連 単 ��� ２４，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２１５８９１ 的中 � ３７９７３（２番人気）
複勝票数 計 ３０６２６０ 的中 � ４７２７３（２番人気）� ３５２３３（３番人気）� １４０８５（７番人気）
枠連票数 計 １４０６３１ 的中 （６－８） ９３０８（６番人気）
普通馬連票数 計 ５８９４７８ 的中 �� ３７５９４（５番人気）
馬単票数 計 ４４１７９６ 的中 �� １２４０９（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０５６０ 的中 �� ９２５４（５番人気）�� ３９５０（１７番人気）�� ４１５０（１３番人気）
３連複票数 計 ７０８１７４ 的中 ��� ８９０６（２３番人気）
３連単票数 計１３５４６２５ 的中 ��� ４１３０（８０番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．１―１１．０―１２．１―１２．７―１３．０―１３．２―１２．６―１２．２―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．８―１７．９―２８．９―４１．０―５３．７―１：０６．７―１：１９．９―１：３２．５―１：４４．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バアゼルリバー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．３．１ 阪神８着

２００６．５．１２生 牡３鹿 母 フレンドレイ 母母 マーチンミユキ ８戦３勝 賞金 ２２，５００，０００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。



３２０４４１１月１５日 晴 稍重 （２１京都５）第４日 第８競走 ��
��１，８００�

き ぎ く

黄 菊 賞
発走１３時５０分 （芝・右・外）

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 １９６，０００円 ５６，０００円 ２８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４６．６

良

良

２２ ダノンパッション 牡２青鹿５５ C．スミヨン�ダノックス 池江 泰郎 新ひだか 矢野牧場 ４５６± ０１：４８．６ １．６�
（仏）

３３ マイネアロマ 牝２黒鹿５４ C．ルメール �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 ４４６－１２１：４９．１３ １８．５�

（仏）

５５ インプレッシヴデイ 牡２芦 ５５ 福永 祐一藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５０４－ ２１：４９．６３ １４．８�
６６ ヒットメーカー 牡２青鹿５５ 四位 洋文深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４５６＋ ２１：４９．８１� ５．３�
７７ マイネルゴルト 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４４８＋ ６１：４９．９� ４２．２�
８８ エターナルロブロイ 牡２鹿 ５５ 武 豊大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０２－ ２１：５０．１１� ４．４�
４４ アイファーハイカラ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４５２＋ ２１：５０．３１� ３２．３	
１１ ブラックイレブン 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４２８＋ ２１：５１．５７ ５２．７


（８頭）

売 得 金

単勝： ３０，８８３，９００円 複勝： ６２，９７８，９００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ７９，６９７，４００円 馬単： ７１，４５９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４２３，９００円

３連複： ７２，８１６，１００円 ３連単： ２４２，０２５，９００円 計： ５８４，２８５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３３０円 � ３４０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ４２０円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� ２，５４０円 ３ 連 単 ��� ７，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３０８８３９ 的中 � １５８７２１（１番人気）
複勝票数 計 ６２９７８９ 的中 � ４３８７１９（１番人気）� １９１０１（４番人気）� １８２９３（５番人気）
普通馬連票数 計 ７９６９７４ 的中 �� ６５３５５（３番人気）
馬単票数 計 ７１４５９２ 的中 �� ４６８８６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４２３９ 的中 �� １９９５４（３番人気）�� １４７８７（５番人気）�� ２７４２（１９番人気）
３連複票数 計 ７２８１６１ 的中 ��� ２１１９８（９番人気）
３連単票数 計２４２０２５９ 的中 ��� ２３１１６（２７番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１１．８―１２．５―１３．０―１２．２―１１．６―１１．４―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３６．６―４９．１―１：０２．１―１：１４．３―１：２５．９―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３４．３
３ ・（１，７）６（４，５）８，２，３ ４ ・（１，７）６（４，５）８，２，３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンパッション �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．６．２１ 阪神１着

２００７．２．５生 牡２青鹿 母 スターズインハーアイズ 母母 Wind In Her Hair ４戦２勝 賞金 ３１，５６８，０００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。



３２０４５１１月１５日 晴 稍重 （２１京都５）第４日 第９競走 ��
��２，０００�

さ が の

嵯 峨 野 特 別
発走１４時２５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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

７８ エアシャトゥーシュ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４７０± ０２：００．６ ５．１�

２２ トモロポケット 牡３栗 ５５ 藤田 伸二廣崎 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４８０± ０２：００．８１� ３．１�
８９ タガノプルミエール 牝５栗 ５５ 安藤 勝己八木 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 ４５４＋１０２：００．９� ４．３�
１１ ヤマカツゴールド 牡３栗 ５５ 角田 晃一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４４８＋ ４２：０１．１１� ７．５�
７７ キンショーオトヒメ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４４２－ ２ 〃 ハナ ８５．２�
３３ グッドバニヤン 牡４栃栗５７ 和田 竜二津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４２＋ ４２：０１．３１� ６．３�
５５ フサイチオフトラ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅�野 哲氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８６＋１６２：０１．４	 ６．２	
４４ キクノプログレッソ 牡６鹿 ５７ 川島 信二佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 B５１０－ ８２：０１．７１	 １２７．２

８１０ ティルフィング 牡５栗 ５７ 浜中 俊 �キャロットファーム 大根田裕之 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ８２：０１．９１� ９１．２�
６６ ピサノガブリエル 
４黒鹿５７ 福永 祐一市川 義美氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：０５．７大差 ３９．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２５，６５６，３００円 複勝： ３９，３００，３００円 枠連： １７，６１１，８００円

普通馬連： ９５，３２２，９００円 馬単： ６６，３７９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１６６，１００円

３連複： １０６，３２９，０００円 ３連単： ２５６，７３４，６００円 計： ６３５，５００，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（２－７） ７５０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ３３０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ６，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２５６５６３ 的中 � ３９８０８（３番人気）
複勝票数 計 ３９３００３ 的中 � ５２２４０（４番人気）� １０３０２４（１番人気）� ６６３３３（２番人気）
枠連票数 計 １７６１１８ 的中 （２－７） １７３３５（２番人気）
普通馬連票数 計 ９５３２２９ 的中 �� ８３３１５（４番人気）
馬単票数 計 ６６３７９１ 的中 �� ２８７８３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１６６１ 的中 �� ２１５２９（３番人気）�� ２０１６３（４番人気）�� ３３６７６（１番人気）
３連複票数 計１０６３２９０ 的中 ��� ７７４４７（２番人気）
３連単票数 計２５６７３４６ 的中 ��� ２９９９３（１７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．９―１２．９―１２．８―１２．９―１２．３―１１．６―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．１―３５．０―４７．９―１：００．７―１：１３．６―１：２５．９―１：３７．５―１：４８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

エアシャトゥーシュ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．２．１７ 京都１着

２００５．４．２８生 牡４鹿 母 リボンストライプ 母母 パワフルレデイ １２戦４勝 賞金 ５５，０６１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピサノガブリエル号は，平成２１年１２月１５日まで平地競走に出走できない。



３２０４６１１月１５日 晴 稍重 （２１京都５）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�ドンカスターステークス

発走１５時００分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２０．１１．１５以降２１．１１．８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ドンカスター競馬場賞（１着）
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 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 ５７．５ 安藤 勝己吉田 千津氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：４９．５ ２．２�

８１５ グランプリサクセス 牡５芦 ５５ 小牧 太�グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４６６＋ ４１：５０．０３ １４．３�
５９ ケアレスウィスパー 牝５栗 ５４ 金折 知則吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４６６± ０ 〃 クビ ２１．７�
７１４ プロヴィナージュ 牝４鹿 ５５ C．ルメール 林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５２２＋ ４１：５０．２１� ７．８�

（仏）

２４ フォーティファイド 牡４栗 ５７．５ 武 豊吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ５０４－ ６１：５０．４１ ４．５�
３６ ツルマルビビッド 牡５鹿 ５４ 和田 竜二鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４８２± ０１：５０．６１� １０４．７�
４８ � エターナルスマイル 牡７鹿 ５５ 藤岡 佑介 	ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ５００＋ ６ 〃 クビ ８３．１

２３ セフティーローレル �８鹿 ５３ 松山 弘平池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４７２＋ ６ 〃 アタマ ２２６．４�
７１３ タートルベイ 牡４芦 ５５ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 田島 良保 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４９４－ ２１：５０．７	 ８９．３�
５１０ ブライアンズエッセ 牡６栗 ５４ 横山 典弘青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５１２＋１０１：５０．８	 ４６．８
６１１ メイショウアサガオ 牝４青 ５３ 北村 宏司松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ２０．７�
３５ ソラメンテウナベス 牡４鹿 ５５ 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ５０２－ ４ 〃 アタマ ３７．８�
１１ � マイエンブレム 牡４鹿 ５６ C．スミヨン 太田珠々子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５２２＋１０１：５１．４３	 ５．９�

（仏）

１２ ストラディヴァリオ 牡６芦 ５４ 熊沢 重文	ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 酒井牧場 ５３２± ０１：５１．７１
 ２６２．１�
６１２ テンザンコノハナ 牝５鹿 ５１ 田中 克典平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４８２± ０１：５１．８クビ １５２．３�
４７ メイショウゲンスイ 牡５鹿 ５６ 四位 洋文松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５２２＋ ２１：５３．０７ ４３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，９７７，３００円 複勝： ５９，４０１，７００円 枠連： ３６，７９６，５００円

普通馬連： １７４，４９３，５００円 馬単： １０３，３９６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，６４１，６００円

３連複： １９９，３９９，０００円 ３連単： ３８８，３９２，１００円 計： １，０５１，４９８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ３３０円 � ３７０円 枠 連（８－８） １，７４０円

普通馬連 �� １，７２０円 馬 単 �� ２，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ６２０円 �� ２，０６０円

３ 連 複 ��� ６，５４０円 ３ 連 単 ��� ２１，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３９９７７３ 的中 � １４４９８５（１番人気）
複勝票数 計 ５９４０１７ 的中 � ２０７２０１（１番人気）� ３５６５９（５番人気）� ３０７９４（６番人気）
枠連票数 計 ３６７９６５ 的中 （８－８） １５６２１（７番人気）
普通馬連票数 計１７４４９３５ 的中 �� ７５３０５（６番人気）
馬単票数 計１０３３９６５ 的中 �� ２９７４４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９６４１６ 的中 �� ２１５７１（４番人気）�� ２０２８９（５番人気）�� ５５７１（２４番人気）
３連複票数 計１９９３９９０ 的中 ��� ２２５１３（１６番人気）
３連単票数 計３８８３９２１ 的中 ��� １３６０１（５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．１―３５．４―４７．７―５９．７―１：１２．０―１：２４．３―１：３６．６

コーナー
通過順位

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

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

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 １３戦５勝 賞金 ８２，００８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 サンワードラン号・スマートタイタン号・タガノエスペランサ号・ディアプリンシパル号・トーホウオルビス号・

モチ号
※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。



３２０４７１１月１５日 晴 良 （２１京都５）第４日 第１１競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��２，２００�第３４回エリザベス女王杯（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

牝，３歳以上；負担重量は，３歳５４�４歳以上５６�
エリザベス女王杯・京都府知事賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９０，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，０００，０００円
付 加 賞 ３，９０６，０００円 １，１１６，０００円 ５５８，０００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

２：１０．２
２：１０．１
２：１１．２

稍重

良

良

４７ クィーンスプマンテ 牝５栗 ５６ 田中 博康 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５４± ０２：１３．６ ７７．１�

６１１ テイエムプリキュア 牝６黒鹿５６ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ５０６＋ ２２：１３．８１� ９１．６�
８１６ ブエナビスタ 牝３黒鹿５４ 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 ４５４＋ ４２：１３．９クビ １．６�
５１０� シ ャ ラ ナ ヤ 牝３栗 ５４ C．ルメールアガ・カーン殿下 M．デルザングル 愛

His Highness
the Aga Khan’s
Studs S.C.

４１６ ２：１４．５３� １０．４�
（Shalanaya（IRE）） （仏） （仏）

１２ メイショウベルーガ 牝４芦 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９８＋ ２２：１４．６� １９．６�
６１２ ブロードストリート 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二下河	行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５０± ０２：１４．８１� ７．７

３５ リトルアマポーラ 牝４黒鹿５６ C．スミヨン �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ２２：１４．９� １２．４�
（仏）

１１ ウェディングフジコ 牝５黒鹿５６ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４４８－ ２２：１５．２２ ２１７．９�
４８ カワカミプリンセス 牝６鹿 ５６ 横山 典弘 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４８４－ ６ 〃 ハナ １５．１
７１４ ニシノブルームーン 牝５鹿 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４６２－ ６ 〃 クビ ６６．６�
２３ チェレブリタ 牝４鹿 ５６ 岩田 康誠�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５８－ ４２：１５．３クビ １１９．８�
８１７ ムードインディゴ 牝４栗 ５６ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２＋１２ 〃 ハナ ２３．６�

２４ ジェルミナル 牝３黒鹿５４ 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± ０ 〃 クビ ２１．７�
７１５ ミクロコスモス 牝３鹿 ５４ 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 ４７８＋ ８２：１５．４� ２４．２�
７１３ サンレイジャスパー 牝７鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ２３６．７�
５９ ブラボーデイジー 牝４芦 ５６ 生野 賢一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５２６－ ４２：１５．６１	 １２５．９�
８１８ レインダンス 牝５栗 ５６ 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８ 〃 ハナ ２０４．９�
３６ ピエナビーナス 牝５青鹿５６ 古川 吉洋本谷 兼三氏 南井 克巳 浦河 岡本牧場 ４５６－ ４２：１５．７クビ １３０．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５２５，７６８，２００円 複勝： ８１４，８７９，２００円 枠連： ５１７，５６３，６００円

普通馬連： ２，２９６，０２３，０００円 馬単： １，６０８，４２８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５７７，２８４，４００円

３連複： ２，７５８，７９８，５００円 ３連単： ７，４３７，６３０，１００円 計： １６，５３６，３７５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，７１０円 複 勝 � １，４１０円 � ２，１５０円 � １１０円 枠 連（４－６） ４，５９０円

普通馬連 �� １０２，０３０円 馬 単 �� ２５０，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３，３１０円 �� ２，７３０円 �� ４，９１０円

３ 連 複 ��� １５７，４８０円 ３ 連 単 ��� １，５４５，７６０円

票 数

単勝票数 計５２５７６８２ 的中 � ５３７４８（１１番人気）
複勝票数 計８１４８７９２ 的中 � ６７１９４（１１番人気）� ４３２２０（１５番人気）� ４９５１６９９（１番人気）
枠連票数 計５１７５６３６ 的中 （４－６） ８３３７３（１８番人気）
普通馬連票数 計２２９６０２３０ 的中 �� １６６０９（９７番人気）
馬単票数 計１６０８４２８３ 的中 �� ４７３１（１９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５７７２８４４ 的中 �� ６０１９（９８番人気）�� ５２７０４（２５番人気）�� ２８９４４（４４番人気）
３連複票数 計２７５８７９８５ 的中 ��� １２９２９（２０８番人気）
３連単票数 計７４３７６３０１ 的中 ��� ３５５１（１３７８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．２―１２．３―１２．２―１２．２―１２．３―１１．８―１１．７―１２．２―１２．９

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．８
１
３

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

２
４

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

クィーンスプマンテ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．３．１７ 阪神３着

２００４．４．９生 牝５栗 母 センボンザクラ 母母 ダイナフランダース ２１戦６勝 賞金 １７３，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 プロヴィナージュ号
※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。



３２０４８１１月１５日 晴 稍重 （２１京都５）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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１５ ウォーターリング 牝４黒鹿５５ 武 幸四郎山岡 正人氏 須貝 尚介 門別 豊洋牧場 ４３８± ０１：２４．６ １３．４�

７１４ エイワンキセキ 牝５青鹿５５ 横山 典弘荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４８０－ ６ 〃 ハナ １７．８�
５９ ピュアマリーン 牝３栗 ５４ 石橋 守�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ １２．７�
１１ ジョーゲルダ 牝３栗 ５４ 田中 勝春上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 馬道 隆 ４４４± ０１：２４．９１� ８．６�
２３ オシャベリコパ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅小林 祥晃氏 河内 洋 鵡川 上水牧場 ４７４± ０１：２５．１１� ８．４�
８１６� 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 ４２６－ ２１：２５．２クビ ５．９	

４７ ホーカーハリケーン 牝３青鹿 ５４
５２ △松山 弘平 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：２５．４１� １４．３


３６ ファミリズム 牝３青鹿５４ 岩田 康誠國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２１：２５．７２ ６．１�
１２ マヤフィオーレ 牝３栗 ５４ 和田 竜二�まの 大橋 勇樹 日高 中川牧場 ４４８＋１２１：２５．８クビ ５．８�
６１２� キクノディアナ 牝５黒鹿５５ 浜中 俊菊池 五郎氏 吉田 直弘 三石 フクダファーム ４５６－ ４１：２６．０１� １３２．９
３５ ジョイフルバイオ 牝３栗 ５４ C．ルメール バイオ� 領家 政蔵 門別 中館牧場 ４２０－ ４１：２６．６３� ２７．３�

（仏）

４８ デ ュ ー ン 牝４栗 ５５
５２ ▲国分 恭介�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４８６＋１８１：２６．７� ４１．５�

７１３� マルノリーサ 牝４芦 ５５ 角田 晃一穐吉 正孝氏 吉岡 八郎 静内 へいはた牧場 ４４０＋ ２１：２６．８� ２３２．４�
６１１ ビ ス カ ヤ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３２＋ ２１：２７．７５ １０２．３�
５１０ トーホウヘレン 牝４栗 ５５ 船曳 文士東豊物産� 羽月 友彦 浦河 バンダム牧場 ４５８－ ４１：２８．０１� ６３．６�
２４ � エアデヴォン 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 静内 藤原牧場 ４９６－ ２１：２８．６３� ７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，１９１，５００円 複勝： ６９，２４７，９００円 枠連： ６４，１２０，９００円

普通馬連： ２０８，９６０，７００円 馬単： １０９，５３７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，３４５，６００円

３連複： ２３７，１５０，９００円 ３連単： ４６２，９３３，０００円 計： １，２６４，４８８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３８０円 � ４９０円 � ４３０円 枠 連（７－８） ２，６６０円

普通馬連 �� ８，９４０円 馬 単 �� １７，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６２０円 �� ２，０７０円 �� ２，８２０円

３ 連 複 ��� ２９，４４０円 ３ 連 単 ��� １７９，１６０円

票 数

単勝票数 計 ５４１９１５ 的中 � ３２０７９（８番人気）
複勝票数 計 ６９２４７９ 的中 � ５０３２８（７番人気）� ３６３９５（９番人気）� ４２８０５（８番人気）
枠連票数 計 ６４１２０９ 的中 （７－８） １７８５４（１３番人気）
普通馬連票数 計２０８９６０７ 的中 �� １７２５１（４４番人気）
馬単票数 計１０９５３７６ 的中 �� ４５５５（８９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８３４５６ 的中 �� ５４８４（３９番人気）�� ７００２（３２番人気）�� ５０７７（４４番人気）
３連複票数 計２３７１５０９ 的中 ��� ５９４５（１２４番人気）
３連単票数 計４６２９３３０ 的中 ��� １９０７（７２４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１２．３―１２．７―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．８―４７．１―５９．８―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターリング �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．６．３０ 函館４着

２００５．３．１９生 牝４黒鹿 母 ソフトボイス 母母 Squan Song ２２戦３勝 賞金 ３６，７８０，０００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。
（非当選馬） １頭 グレンチェック号
（非抽選馬） ５頭 アキノラブ号・ウォータールフラン号・カミヒコーキ号・フェバリットガール号・メイショウフウリン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２１京都５）第４日 １１月１５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６１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

３５６，６４０，０００円
５，９３０，０００円
２６，５８０，０００円
６，７９０，０００円
３８，１６０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

５８，４１６，５００円
４，８５２，０００円
１，５９３，９００円

勝馬投票券売得金
８２１，０７４，４００円
１，２７７，０７８，２００円
７３３，５５７，８００円
３，１８５，０４４，３００円
２，２２０，８０９，８００円
８７２，４１９，３００円
３，８１５，７４０，８００円
９，５８４，２６２，２００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 ２２，５０９，９８６，８００円

総入場人員 ５８，９４４名 （有料入場人員 ５６，２６８名）




