
３２０４９１１月２１日 晴 良 （２１京都５）第５日 第１競走 ��
��１，４００�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

１：２３．６
１：２３．１

重

重

２３ デ ィ ガ ジ ェ 牡２鹿 ５５ 武 豊吉田 正志氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５２４－ ４１：２６．１ １．６�

５９ シゲルタダカツ 牡２栗 ５５ 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ４８８－ ２ 〃 ハナ １２５．１�
１２ ランドタカラ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６４± ０１：２６．４２ ４７．６�
３５ 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 ４４４－ ６ 〃 ハナ ５７．９�
４８ テンシノデジタル 牡２黒鹿５５ 安部 幸夫杉谷 桝夫氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４９４－２０ 〃 アタマ ２４２．７�

（愛知）

８１６ アスタータイクーン 牡２栗 ５５ 幸 英明加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか カタオカフアーム ４５２± ０１：２６．５� ８．２�
７１４ ト シ バ ー ド 牡２栗 ５５ 池添 謙一上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４９４＋２４１：２６．８２ ３９．７�
６１２ ラブコマドリー 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦増田 陽一氏 清水 久詞 新ひだか 加野牧場 ４８８＋ ２１：２７．０１ １５６．１	
３６ スターリングパート 牡２鹿 ５５ 田中 博康名古屋友豊
 領家 政蔵 新冠 若林牧場 ４６０－ ４１：２７．１� ７４．７�
５１０ チャームドライフ 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４５２＋ ２ 〃 アタマ １７．３�
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 ４７８＋ ６ 〃 アタマ ９．８
７１３ フリークムーン 牡２栗 ５５ 石橋 守吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 新冠橋本牧場 ４４８± ０１：２７．４１� ２２０．８�
６１１ サラノガンプ 牝２芦 ５４ 松岡 正海神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４６２－ ４１：２７．８２� ８２．８�
４７ シ ゲ ル ネ ネ 牝２鹿 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 鶴留 明雄 新ひだか 田湯牧場 ４２０－ ４１：２７．９� ３６９．１�
１１ カシノグローブ 牡２青鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太柏木 務氏 田所 清広 鹿児島 坂東島 繁藤 ４５０＋ ６１：２８．２２ １５７．１�
８１５� ア ン ソ ニ カ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Highclere ４５６＋ ２ 〃 ハナ ４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７０３，６００円 複勝： ４６，９６６，８００円 枠連： １４，５１７，４００円

普通馬連： ３９，２５２，０００円 馬単： ３１，４２８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，４１０，７００円

３連複： ５１，１８９，１００円 ３連単： ９１，４４５，７００円 計： ３０７，９１４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １，４５０円 � ６００円 枠 連（２－５） ８５０円

普通馬連 �� ４，８９０円 馬 単 �� ５，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６３０円 �� ６６０円 �� ９，３３０円

３ 連 複 ��� １６，５９０円 ３ 連 単 ��� ７１，２７０円

票 数

単勝票数 計 １７７０３６ 的中 � ９１３２２（１番人気）
複勝票数 計 ４６９６６８ 的中 � ３１４４４２（１番人気）� ３１４３（１１番人気）� ８３５９（７番人気）
枠連票数 計 １４５１７４ 的中 （２－５） １２７３８（３番人気）
普通馬連票数 計 ３９２５２０ 的中 �� ５９３２（１４番人気）
馬単票数 計 ３１４２８９ 的中 �� ４００１（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５４１０７ 的中 �� ２３０２（１６番人気）�� ６１９８（５番人気）�� ３８６（５０番人気）
３連複票数 計 ５１１８９１ 的中 ��� ２２７８（４０番人気）
３連単票数 計 ９１４４５７ 的中 ��� ９４７（１７９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．７―１２．２―１２．６―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．１―５９．７―１：１２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３９．０
３ ・（３，４）（９，１２）（６，１６）８（１１，１４）１５（５，１０）（７，２，１３）－１ ４ ３，４（９，１２）１６（８，６）（１４，１３）１１，１５（５，１０，２）－７＝１

勝馬の
紹 介

デ ィ ガ ジ ェ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Capote デビュー ２００９．８．２２ 札幌７着

２００７．３．２０生 牡２鹿 母 エ グ ジ ジ ェ 母母 Cookie ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０６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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スズカジェネラル号
（非抽選馬） １頭 テンシノアスター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３２０５０１１月２１日 晴 良 （２１京都５）第５日 第２競走 ��
��１，４００�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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

４８ 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 ４５０－ ４１：２１．８ ７．２�

２４ クレバーサンデー 牡２鹿 ５５
５２ ▲国分 恭介田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４５０± ０１：２２．１１� ７．４�

５９ タムロスカイ 牡２栗 ５５ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ６．７�
１２ バンダムクラウス 牡２鹿 ５５ C．ルメール 山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４４６± ０１：２２．２クビ ２．７�

（仏）

３５ ペンネアラビアータ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二松本 俊廣氏 北出 成人 新ひだか マークリ牧場 ４４８－ ６１：２２．５２ ６．３�
７１５ テイエムタフネス 牡２黒鹿５５ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４５６＋ ６１：２２．７１� １３０．１�
６１２ ト シ ザ マ キ 牝２栗 ５４ 浜中 俊上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４５８＋１４ 〃 クビ ８．５	
６１１ メジロレーガン 牡２鹿 ５５ 四位 洋文
メジロ牧場 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４９０＋ ２１：２２．８クビ １２．７�
５１０ チ ェ リ ー ニ 牝２鹿 ５４ 石橋 守
�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４１８－１０ 〃 クビ ３３３．２�
４７ スマートスペンサー 牡２栗 ５５ 福永 祐一大川 徹氏 松永 幹夫 新冠 辻 和明 ４６６－ ６１：２３．０１� １２６．５
８１６ ジュエリーフラン 牝２黒鹿５４ 田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４０－ ４１：２３．１� １４７．１�
７１４ アイビーフォールド 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 
キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ２６．９�
８１８ シゲルヒデヨシ 牡２黒鹿５５ 中村 将之森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ５２８－ ２１：２３．５２� ５３１．１�
３６ テイエムハクリュウ 牡２芦 ５５ 熊沢 重文竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 B５３６－ ４１：２３．６� ２３０．４�
７１３ ア オ モ ミ ジ 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４３０－ ４ 〃 アタマ ３２９．６�
２３ ファンドリトレイン 牡２鹿 ５５

５３ △松山 弘平水戸 富雄氏 田中 章博 平取 雅 牧場 ４５２± ０１：２４．０２� ３８．９�
１１ トーワテレサ 牝２青 ５４

５３ ☆藤岡 康太齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム ４１８－ ４１：２４．２１� １３６．１�
８１７ カネトシビッグバン 牡２栗 ５５ 安部 幸夫兼松 利男氏 野村 彰彦 厚真 田端牧場 ４３４－ ６１：２４．５１� ５７９．１�

（愛知）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，４３２，４００円 複勝： ２７，２０４，４００円 枠連： １１，５２３，６００円

普通馬連： ４０，２６５，６００円 馬単： ２７，２７８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５７６，３００円

３連複： ５１，６８７，９００円 ３連単： ７５，１９９，０００円 計： ２６４，１６７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２７０円 � ３３０円 � ２６０円 枠 連（２－４） ２，５１０円

普通馬連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ５，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ７７０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ６，９６０円 ３ 連 単 ��� ４４，１２０円

票 数

単勝票数 計 １５４３２４ 的中 � １７０７９（４番人気）
複勝票数 計 ２７２０４４ 的中 � ２８０４５（４番人気）� ２０６４８（６番人気）� ２８５７７（３番人気）
枠連票数 計 １１５２３６ 的中 （２－４） ３３９９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４０２６５６ 的中 �� ９３７７（１３番人気）
馬単票数 計 ２７２７８１ 的中 �� ３８１１（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５７６３ 的中 �� ４０４２（１２番人気）�� ５０７３（８番人気）�� ３４６６（１５番人気）
３連複票数 計 ５１６８７９ 的中 ��� ５４８４（２４番人気）
３連単票数 計 ７５１９９０ 的中 ��� １２５８（１４０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．２―１１．５―１１．９―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．４―４５．９―５７．８―１：０９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ リ ム ー ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００９．１０．１７ 京都２着

２００７．３．２４生 牝２黒鹿 母 ポニーガール 母母 ルーズブルーマーズ ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０５１１１月２１日 晴 良 （２１京都５）第５日 第３競走 ��
��２，０００�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 ２５０，０００
２５０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

２：００．７
１：５９．９

良

良

６１１ マ ス ト ハ ブ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５０６＋ ４２：０４．０ １７５．９�

７１４ ジャポニズム 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２± ０２：０４．１� １．９�

８１５ ハードダダンダン 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆藤岡 康太津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５２－ ２ 〃 クビ １０８．３�

２４ パントクラトール 牡２鹿 ５５ 角田 晃一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ２ 〃 ハナ ２０．７�
１１ ミッキードリーム 牡２栗 ５５ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４９０＋１０２：０４．２クビ ５．１�
４８ ニシノメルモ 牝２青鹿５４ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４４６－ ２ 〃 同着 ４０．８�
８１７ バンコジーロ 牡２鹿 ５５ C．ルメール 金子真人ホール

ディングス	 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５０６± ０２：０４．３� ８．８

（仏）

３６ ファイブイーグル 牡２鹿 ５５
５３ △松山 弘平�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４９８－ ２２：０４．４� ５３．３�

５９ 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 ４６４－ ４ 〃 クビ ５８．３�
３５ トーワランマル 牡２芦 ５５

５２ ▲国分 恭介齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４７０－ ２２：０４．６１� ５０．８
７１３ マイネルトレース 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５６－ ６２：０４．７� １５０．９�
１２ マイネルタイクーン 牡２黒鹿５５ 福永 祐一 	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 ４７０＋ ２２：０４．８� １６．６�
８１６ アグネスアンデス 牝２青鹿５４ 松岡 正海渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４５８＋１２２：０５．１１� ４５．８�
２３ ファンドリアスカ 牡２鹿 ５５ 武 豊水戸 富雄氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４７４＋ ４２：０５．２� ６．０�
６１２ ラブソーファイン 牝２黒鹿５４ 安部 幸夫松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４１６－ ２２：０５．５１� ４１５．９�

（愛知）

４７ マルヨモミジスキー 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文野村 春行氏 武 宏平 新冠 山岡ファーム ４６２－ ８２：０５．７１� ３６９．６�
５１０ サンマルグランデラ 牡２黒鹿５５ 中村 将之相馬 勇氏 鶴留 明雄 新冠 海馬沢 明 ４９４＋ ８ 〃 クビ ４５３．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １９，７９０，８００円 複勝： ３３，５５３，８００円 枠連： １４，２７０，０００円

普通馬連： ４３，７４２，９００円 馬単： ３４，４６５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２１１，１００円

３連複： ５９，２１０，６００円 ３連単： ９２，７７２，３００円 計： ３１７，０１７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７，５９０円 複 勝 � ２，８１０円 � １３０円 � １，６４０円 枠 連（６－７） ７，１４０円

普通馬連 �� １４，１６０円 馬 単 �� ４９，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，６５０円 �� ３９，７３０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� １８９，９９０円 ３ 連 単 ��� １，４８８，４００円

票 数

単勝票数 計 １９７９０８ 的中 � ８８７（１４番人気）
複勝票数 計 ３３５５３８ 的中 � ２１３６（１４番人気）� １１４８７５（１番人気）� ３７４４（１２番人気）
枠連票数 計 １４２７００ 的中 （６－７） １４７５（２０番人気）
普通馬連票数 計 ４３７４２９ 的中 �� ２２８０（３１番人気）
馬単票数 計 ３４４６５７ 的中 �� ５１０（８１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２１１１ 的中 �� １０１５（３８番人気）�� １１７（１０５番人気）�� ２３９４（１９番人気）
３連複票数 計 ５９２１０６ 的中 ��� ２３０（２１７番人気）
３連単票数 計 ９２７７２３ 的中 ��� ４６（１３５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．５―３７．２―５０．３―１：０３．２―１：１６．２―１：２９．１―１：４０．９―１：５２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３４．９
１
３
８（５，１４）（６，１７）（２，９，１６）（７，１１）（３，１２，１５）（１，１０，１３）－４
８，１４（５，１７）（６，１１）（２，１６，１３）９（７，１，１５）（３，１２）（１０，４）

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

勝馬の
紹 介

マ ス ト ハ ブ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．７ 京都１１着

２００７．４．２０生 牡２鹿 母 ジョウノカトリーヌ 母母 ジョウノカオルコ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０５２１１月２１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１京都５）第５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

８１０ マッキーケインズ 牡４栗 ６０ 佐久間寛志薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４１６± ０３：１４．５ ７．８�

７８ スターフォワード 牡６栗 ６０ 北沢 伸也 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ６３：１４．６� ４．３�
１１ テイエムチーター 牡４青鹿６０ 出津 孝一竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 石郷岡 雅樹 ４６４＋ ２３：１４．７� ４．４�
７７ � マンノダイヤモンド 牝６栗 ５８ 今村 康成萬野 順啓氏 武田 博 新冠 若林牧場 ４７０＋ ６３：１６．４大差 ７．２�
４４ チャールストン 牝４黒鹿５８ 小坂 忠士谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４９２－ ４３：１７．０３� １３．１�
８９ バサラプリンセス 牝３鹿 ５６ 岩崎 祐己高浪 宣昭氏 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４５８＋ ２３：１７．９５ ８３．２�
２２ ドラゴンホーラー 牡４鹿 ６０ 仲田 雅興��昭牧場 荒川 義之 浦河 赤田牧場 ５０４－ ４３：１９．５１０ ２２．６	
３３ スウェプトスルー 牝４鹿 ５８ 宗像 徹芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 武 牧場 ４５０－１０３：２０．８８ ８１．９

６６ エーシンエスヴィー 牡５芦 ６０ 熊沢 重文�栄進堂 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ５１６＋１０３：２４．３大差 ８．４�
５５ カシノアマゾネス 牝５栗 ５８ 金折 知則柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４５４－ ４ （競走中止） ３．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１，１６２，６００円 複勝： １４，６９１，４００円 枠連： ９，６２１，１００円

普通馬連： ２９，１９１，２００円 馬単： ２３，４９２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１，４５１，３００円

３連複： ４２，１１１，８００円 ３連単： ７２，８３８，０００円 計： ２１４，５６０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（７－８） ７８０円

普通馬連 �� １，８５０円 馬 単 �� ４，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ４１０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� ２０，０７０円

票 数

単勝票数 計 １１１６２６ 的中 � １１３３０（５番人気）
複勝票数 計 １４６９１４ 的中 � ２３２５２（３番人気）� ２０４０３（４番人気）� ２７７５４（１番人気）
枠連票数 計 ９６２１１ 的中 （７－８） ９１６２（３番人気）
普通馬連票数 計 ２９１９１２ 的中 �� １１６５２（９番人気）
馬単票数 計 ２３４９２９ 的中 �� ３９９３（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１４５１３ 的中 �� ３８８６（１１番人気）�� ７２５７（３番人気）�� ５２４６（６番人気）
３連複票数 計 ４２１１１８ 的中 ��� １３４０６（８番人気）
３連単票数 計 ７２８３８０ 的中 ��� ２６７９（７４番人気）

上り １マイル １：４５．９ ４F ５１．８－３F ３８．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マッキーケインズ �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー ２００８．１．１９ 京都１０着

２００５．５．１１生 牡４栗 母 マッキーチャーム 母母 イブキリセス 障害：１０戦１勝 賞金 １６，９００，０００円
〔競走中止〕 カシノアマゾネス号は，１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。



３２０５３１１月２１日 晴 良 （２１京都５）第５日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

１：２３．６
１：２３．１

重

重

５１０ ローレルレヴァータ �２鹿 ５５
５３ △松山 弘平 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４６２ ―１：２６．４ １１．６�

３５ ピサライコネン 牡２芦 ５５ 福永 祐一市川 義美氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム ４６６ ―１：２６．６１� ３．１�
２３ プリティスター 牝２栗 ５４ 池添 謙一横瀬 兼二氏 田所 清広 新ひだか 原 光彦 ４４４ ―１：２６．７クビ ４０．６�
７１３� セイウンホルス 牡２黒鹿５５ C．ルメール 西山 茂行氏 河内 洋 米 Dixiana

Stables, Inc. ４６６ ―１：２７．０２ ３．０�
（仏）

１１ グランブリーズ 牡２栗 ５５ 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 今井 秀樹 ４７０ ―１：２７．３２ ３０．０�
６１１� ビジュアルショック 牝２鹿 ５４ 四位 洋文山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Hidetoshi

Yamamoto ４８６ ―１：２７．４� ４．７�
２４ トキノイタダキ 牡２黒鹿５５ 小坂 忠士中野 正則氏 境 直行 新冠 芳住 革二 ４７６ ―１：２７．７２ １２４．４	
１２ トップアテンション 牡２鹿 ５５ 幸 英明
コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６２ ―１：２８．４４ ２９．９�
７１４ ミスズファンシー 牝２黒鹿５４ 武 豊永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 ４５６ ― 〃 アタマ ７．５�
４８ シゲルコイヒメ 牝２黒鹿５４ 岩崎 祐己森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 出羽牧場 ４４２ ―１：２８．７１	 ２１７．８
８１５ シゲルシンゲン 牡２栗 ５５ 中村 将之森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 沖田 繁 ４５０ ―１：２８．９１
 ７９．１�
５９ ヤマカツセイリュウ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一山田 博康氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 ４７０ ―１：２９．４３ １００．５�
６１２ テイエムプラネット 牡２栗 ５５ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４９２ ―１：２９．８２� ２１１．９�
８１６ ゴールドリマンド 牝２鹿 ５４ 安部 幸夫ロイヤルパーク 新川 恵 浦河 成隆牧場 B４７２ ―１：３０．０１
 ３９．８�

（愛知）

４７ ヤマノタイテイ 牡２栗 ５５
５２ ▲国分 恭介澤村 敏雄氏 崎山 博樹 浦河 笹島 政信 ４７８ ―１：３１．１７ １３７．８�

３６ キョウワゴコウ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊
協和牧場 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４７６ ―１：３２．３７ １２９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９０１，９００円 複勝： １９，４９８，０００円 枠連： １３，６７３，９００円

普通馬連： ３２，６４４，６００円 馬単： ２７，３２９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，２９６，９００円

３連複： ４２，２９６，５００円 ３連単： ６８，３７６，４００円 計： ２３１，０１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � ８７０円 枠 連（３－５） １，６９０円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ４，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ３，９９０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� １４，３２０円 ３ 連 単 ��� １０５，７９０円

票 数

単勝票数 計 １３９０１９ 的中 � ９５２５（５番人気）
複勝票数 計 １９４９８０ 的中 � ２１３２３（５番人気）� ４３５９６（１番人気）� ４３３８（９番人気）
枠連票数 計 １３６７３９ 的中 （３－５） ６０００（６番人気）
普通馬連票数 計 ３２６４４６ 的中 �� １３３６２（６番人気）
馬単票数 計 ２７３２９４ 的中 �� ４２２８（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３２９６９ 的中 �� ５２３５（６番人気）�� ７８５（３３番人気）�� ２１３７（１３番人気）
３連複票数 計 ４２２９６５ 的中 ��� ２１８０（３８番人気）
３連単票数 計 ６８３７６４ 的中 ��� ４７７（２４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．８―４８．４―１：０１．４―１：１３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．６―３F３８．０
３ ２（３，１０）（５，１１）８，１３（４，１４，１６）１５，９，１－１２＝７－６ ４ ・（２，３，１０）（５，１１）８（４，１３）１６（１５，１４）１，９－１２＝７，６

勝馬の
紹 介

ローレルレヴァータ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００７．４．１４生 �２鹿 母 ラブリーサンライズ 母母 ナイトブリーズ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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） ４頭 イッツアチャンス号・シンシンキエイ号・ナリタキョウジン号・ネイルダウン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０５４１１月２１日 晴 良 （２１京都５）第５日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時５０分 （芝・右）

牝，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

１：３３．７
１：３３．１

良

良

３５ マシュケナーダ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一西尾誠一郎氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４５６ ―１：３５．７ ３．１�

５９ ラフェクレール 牝２栗 ５４
５１ ▲国分 恭介 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４６４ ― 〃 クビ ６．８�

１２ レディアルバローザ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４６６ ―１：３６．３３� ２５．４�
６１２ ドリームレディ 牝２青 ５４ C．ルメールロイヤルファーム� 野中 賢二 新冠 松浦牧場 ４６２ ―１：３６．５１� ３７．４�

（仏）

４８ アンフィルージュ 牝２栗 ５４
５３ ☆藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４７８ ―１：３６．７１� ５．２�
２４ ノースアグネス 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三北村実地子氏 田所 清広 浦河 猿橋 義昭 ４３６ ―１：３６．８� ７８．７	
８１６ スリーインパクト 牝２鹿 ５４

５２ △田中 健永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 ４４４ ―１：３６．９� ４７．６

５１０ エリモレインボー 牝２鹿 ５４ 石橋 守山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４３０ ―１：３７．０� ３９．７�
４７ タキオンコウショウ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６６ ―１：３７．３１� ４．０�
７１４ サンマルバンベール 牝２青鹿 ５４

５２ △松山 弘平相馬 勇氏 池添 兼雄 浦河 中村 雅明 ４２０ ― 〃 ハナ １０４．７
７１３ ノアスカーレット 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 中神牧場 ４６０ ―１：３７．５１� １９５．３�
７１５ アドマイヤジュノー 牝２黒鹿５４ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４２８ ―１：３８．４５ ３３．５�
３６ ペイデュソレイユ 牝２黒鹿５４ 武 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：３８．６１� １６．４�
２３ ムーンライトペスカ 牝２黒鹿５４ 角田 晃一山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４３６ ― 〃 クビ １７．６�
８１８ ケイエスショークン 牝２鹿 ５４ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４４６ ―１：３９．２３� ５０．２�
１１ スナークリボン 牝２栗 ５４ 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 ４６０ ―１：３９．５１� １７９．６�
８１７ レディスピカ 牝２青鹿５４ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム ４７６ ―１：３９．６� ３７．６�
６１１ シゲルキクヒメ 牝２青鹿５４ 川島 信二森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 町屋 勝幸 ４５０ ―１：３９．８１� ２９３．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，５６６，８００円 複勝： １９，８０６，４００円 枠連： １７，６０２，９００円

普通馬連： ３８，９１７，９００円 馬単： ２９，５５３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５６３，０００円

３連複： ４９，６５９，５００円 ３連単： ７３，３１５，６００円 計： ２６１，９８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � ５８０円 枠 連（３－５） ９３０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，３６０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� ７，８９０円 ３ 連 単 ��� ２７，７４０円

票 数

単勝票数 計 １７５６６８ 的中 � ４５７３２（１番人気）
複勝票数 計 １９８０６４ 的中 � ４５９６８（１番人気）� ２４２９６（４番人気）� ６６３５（７番人気）
枠連票数 計 １７６０２９ 的中 （３－５） １４０６８（３番人気）
普通馬連票数 計 ３８９１７９ 的中 �� ３０７９４（２番人気）
馬単票数 計 ２９５５３０ 的中 �� １５６６９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５６３０ 的中 �� ８２８６（４番人気）�� ２７４０（１１番人気）�� １５５８（２７番人気）
３連複票数 計 ４９６５９５ 的中 ��� ４６４８（２０番人気）
３連単票数 計 ７３３１５６ 的中 ��� １９５１（５３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．５―１２．３―１２．５―１２．３―１２．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３５．０―４７．３―５９．８―１：１２．１―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３５．９
３ ・（２，３，１０）（１，８，１６，１８）５（４，９）（１３，１２）７，１７－（６，１４）１５－１１ ４ ２（３，１０）（８，１６）（１，５，１８）（４，９）（１３，１２）７－（６，１４）－（１５，１７）－１１

勝馬の
紹 介

マシュケナーダ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Last Tycoon 初出走

２００７．１．２１生 牝２鹿 母 ケイウーマン 母母 Friendly Finance １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スティールパス号・プリンセスエリー号・ユニバーサルサンド号
※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。



３２０５５１１月２１日 晴 良 （２１京都５）第５日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１３時２０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．７
１：２０．３

良

良

７９ メイショウデイム 牝２黒鹿５４ 福永 祐一松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４３０± ０１：２１．７ １２．４�

４４ ダノンカスガ 牡２青鹿５５ C．ルメール�ダノックス 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：２１．８� １１．２�
（仏）

６７ フェブスカイ 牡２鹿 ５５ 幸 英明釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４４４＋ ４１：２２．１１� １１．８�
２２ ドリームバレンチノ 牡２青 ５５

５３ △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 ４６２± ０１：２２．２� ５．７�
５５ エーシンダックマン 牡２鹿 ５５ 四位 洋文�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ １１．０�
８１１ ドリームフォワード 牡２栗 ５５ 川田 将雅セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ２ 〃 ハナ ３．９�
７１０ カシノピストン 牡２芦 ５５ 和田 竜二柏木 務氏 福永 甲 熊本 竹原 孝昭 ４４２－ ２１：２２．４１ １３８．３	
５６ � メジャーテースト 牡２黒鹿５５ 田中 博康阿部榮乃進氏 崎山 博樹 日高 森本牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ２５８．６

３３ テイエムハエゲナ 牡２鹿 ５５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ２０６．１�
１１ � ホワイトランナー 牡２芦 ５５

５４ ☆藤岡 康太水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４６４＋ ２１：２２．６１	 ９７．７�
６８ 
 プティフルリール 牝２黒鹿５４ 安部 幸夫ホースケア 山中 輝久 浦河 一珍棒牧場 ３７８－ ９１：２３．０２� ３５７．９�

（笠松） （愛知）

８１２ スズカベラミー 牝２栗 ５４ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４５２± ０１：２４．２７ ２．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，９３２，９００円 複勝： ３０，２４５，４００円 枠連： １３，８９６，７００円

普通馬連： ４９，９７０，８００円 馬単： ４１，３２５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１９２，５００円

３連複： ６０，０６３，６００円 ３連単： １１８，３２５，０００円 計： ３５４，９５２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ２９０円 � ２９０円 � ３２０円 枠 連（４－７） ４，３２０円

普通馬連 �� ４，４４０円 馬 単 �� ９，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３２０円 �� ７３０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ７，７５０円 ３ 連 単 ��� ６６，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２２９３２９ 的中 � １４５８１（７番人気）
複勝票数 計 ３０２４５４ 的中 � ２８５８７（４番人気）� ２８２７４（５番人気）� ２４２８９（６番人気）
枠連票数 計 １３８９６７ 的中 （４－７） ２３７９（１４番人気）
普通馬連票数 計 ４９９７０８ 的中 �� ８３１３（２１番人気）
馬単票数 計 ４１３２５３ 的中 �� ３２１０（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１９２５ 的中 �� ３３５３（２０番人気）�� ６４０３（１１番人気）�� ３４３６（１９番人気）
３連複票数 計 ６００６３６ 的中 ��� ５７２０（３３番人気）
３連単票数 計１１８３２５０ 的中 ��� １３１３（２０８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．２―１１．７―１１．７―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．４―４６．１―５７．８―１：０９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウデイム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．８．２２ 小倉１着

２００７．３．２６生 牝２黒鹿 母 メイショウカガヤキ 母母 ハツノナタリー ４戦２勝 賞金 １５，５００，０００円
※出走取消馬 ブラックイレブン号（疾病〔感冒〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０５６１１月２１日 晴 良 （２１京都５）第５日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５５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

１１ キャプテンマジン 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５０２－ ２１：５２．２ ３．２�

３６ サクラヒストリー 牡３鹿 ５５ 福永 祐一�さくらコマース梅田 智之 新ひだか 新和牧場 ５３２－ ２ 〃 クビ １７．１�
６１１ 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 ４６６± ０１：５２．４� ９．０�
４８ ベルモントゴラッソ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント

ファーム ５３２＋ ４ 〃 ハナ ９．９�
４７ シ ャ ア 牡３栗 ５５ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４４８＋ ４１：５２．５� ４．９�
１２ チョップチョップ 牡３青鹿５５ C．ルメール 西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 近藤牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ３．４	

（仏）

５１０ ハギノリベラ 牡３鹿 ５５ 松岡 正海安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５０８＋ ６１：５２．７１ ２８．８

３５ トミケンプライマリ 牝３栗 ５３

５０ ▲国分 恭介冨樫 賢二氏 坂口 正則 浦河 平成ファーム ４５６－ ２１：５２．８� ４３．３�
２３ � キクノトップラン 牡４芦 ５７ 熊沢 重文菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 南部 功 ４８４＋ ２１：５３．６５ ７７．８�
８１６� カ プ リ ー ス 牝４栗 ５５ 浜中 俊近藤 英子氏 飯田 雄三 新冠 秋田牧場 ４５８＋ ２１：５４．２３	 ５０．７
２４ コパノタイマネ 牝５栗 ５５ 安部 幸夫小林 祥晃氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ４８０－ ４１：５４．３	 １１８．５�

（愛知）

６１２ ベストルート 牡４栗 ５７
５５ △松山 弘平�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４７６＋ ６１：５４．８３ ２２．０�

７１４
� スマートパーティー 牡４栗 ５７ 田中 博康大川 徹氏 小崎 憲 米 WinStar
Farm, LLC ４８６± ０ 〃 クビ １５５．６�

５９ ウォーターリメイン 牝４栗 ５５ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４１４－ ４ 〃 ハナ １４６．６�
８１５ ドリームドリーマー 牝４黒鹿５５ 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７４＋ ６１：５５．９７ ２１８．６�
７１３ ゼンノベリル 牡５青鹿５７ 池添 謙一大迫久美子氏 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４３４＋ ２１：５６．１１ １２２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１６２，１００円 複勝： ３３，１２４，５００円 枠連： ２０，９４３，９００円

普通馬連： ５６，９０５，０００円 馬単： ３９，００８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６９０，９００円

３連複： ７４，１７０，８００円 ３連単： １２５，６８７，０００円 計： ３９１，６９２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ４２０円 � ２４０円 枠 連（１－３） １，２３０円

普通馬連 �� ３，６２０円 馬 単 �� ５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ６００円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ８，９３０円 ３ 連 単 ��� ４１，３４０円

票 数

単勝票数 計 １９１６２１ 的中 � ４７９８４（１番人気）
複勝票数 計 ３３１２４５ 的中 � ７７５１８（１番人気）� １６０９８（６番人気）� ３４６１５（４番人気）
枠連票数 計 ２０９４３９ 的中 （１－３） １２５７７（５番人気）
普通馬連票数 計 ５６９０５０ 的中 �� １１６０８（１０番人気）
馬単票数 計 ３９００８５ 的中 �� ５４６７（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６９０９ 的中 �� ４２６４（１２番人気）�� ９８３２（５番人気）�� ２７７２（２１番人気）
３連複票数 計 ７４１７０８ 的中 ��� ６１３３（２７番人気）
３連単票数 計１２５６８７０ 的中 ��� ２２４４（１０６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．６―１２．７―１２．７―１２．５―１２．９―１２．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３６．１―４８．８―１：０１．５―１：１４．０―１：２６．９―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

キャプテンマジン �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００７．７．２２ 函館９着

２００５．２．１１生 牡４黒鹿 母 リキアイワンダー 母母 リキアイノーザン １７戦３勝 賞金 ２６，２８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 クオン号・クレセントシップ号・シゲルレスポワール号・ドンドドーン号・ピサノプリヴェ号・ファイアナカヤマ号・

マイネソシオ号・メイショウスクラム号・メモリージャグラー号
（非抽選馬） １頭 ミフユ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０５７１１月２１日 晴 良 （２１京都５）第５日 第９競走 ��
��２，４００�

や せ

八 瀬 特 別
発走１４時３０分 （芝・右・外）

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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

４５ ジ ャ ミ ー ル 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４５２＋ ４２：２６．５ １．８�

７１２ コパノジングー 牡４黒鹿５７ 松岡 正海小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ５１０＋ ６ 〃 ハナ １６．８�
１１ キタサンアミーゴ 牡３栗 ５５ 川田 将雅�大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４３８－ ２２：２６．７� ５．２�
４６ フィニステール 牡５鹿 ５７ 福永 祐一�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１８＋ ６２：２６．９１� ４．９�
５８ カルカソンヌ 牡３芦 ５５ 藤岡 康太 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５００＋１０２：２７．３２	 １２．８�
３４ マイネルプリマス 牡３芦 ５５ 和田 竜二 �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 ５０２＋ ４２：２７．６２ ２１．３	
８１４ マ ナ ク ー ラ 牡３黒鹿５５ C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７２＋１８ 〃 アタマ ２９．４

（仏）

６９ 
 エターナルクラウン 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ５０２－１０２：２７．９２ ３６．８�
６１０ マルタカドリーム 牡７黒鹿５７ 小坂 忠士�橋まゆみ氏 境 直行 三石 本桐牧場 ４８０± ０２：２８．０クビ ４３４．０�
７１１ ワシャモノタリン 牡３黒鹿５５ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ４８８＋ ８２：２８．３２ １３７．５
３３ タガノバッチグー 牡３鹿 ５５ 四位 洋文八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋ ６ 〃 アタマ ９９．６�
２２ タイカーリアン 牡５鹿 ５７ 武 豊�名鯛興業 加藤 敬二 新冠 メイタイ牧場 ４８６＋１４２：２８．６１� ５９．５�
５７ �
 ウィッシングデュー 牝５黒鹿５５ 角田 晃一中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-

vestments LLC ４９０－ ２２：２８．９１� １１８．６�
８１３ ニ キ テ ィ ス 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫田中 晴夫氏 矢作 芳人 静内 藤平 和実 ４９８－ ８２：３０．８大差 ７８．１�

（愛知）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，２３５，２００円 複勝： ８５，６２３，５００円 枠連： ２６，０５４，７００円

普通馬連： １０２，３８２，７００円 馬単： ７３，９３６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５５６，５００円

３連複： １２１，８１６，１００円 ３連単： ２５７，９０６，９００円 計： ７３０，５１２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １５０円 枠 連（４－７） １，０５０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� １９０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� ６，７７０円

票 数

単勝票数 計 ３０２３５２ 的中 � １３４３７７（１番人気）
複勝票数 計 ８５６２３５ 的中 � ５４５７２３（１番人気）� ３５３７１（５番人気）� ８２１６４（２番人気）
枠連票数 計 ２６０５４７ 的中 （４－７） １８３２２（５番人気）
普通馬連票数 計１０２３８２７ 的中 �� ６５３５３（４番人気）
馬単票数 計 ７３９３６７ 的中 �� ３４４３３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５５６５ 的中 �� １５４０８（５番人気）�� ５３１２６（２番人気）�� ７７３６（１０番人気）
３連複票数 計１２１８１６１ 的中 ��� ５５６６５（５番人気）
３連単票数 計２５７９０６９ 的中 ��� ２８１３５（１６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．４―１２．７―１２．７―１２．９―１３．１―１２．５―１２．２―１２．１―１２．１―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．２―２３．３―３４．７―４７．４―１：００．１―１：１３．０―１：２６．１―１：３８．６―１：５０．８―２：０２．９―２：１５．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジ ャ ミ ー ル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．１０．４ 阪神６着

２００６．３．９生 牡３鹿 母 ジャスーラー 母母 Fenney Mill １２戦３勝 賞金 ４６，９１１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０５８１１月２１日 曇 良 （２１京都５）第５日 第１０競走 ��
��１，２００�

き ぶ ね

貴船ステークス
発走１５時０５分 （ダート・右）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１２ ラインプレアー 牡４芦 ５７ 角田 晃一大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５２６± ０１：１１．１ １８．６�

４８ � サ ラ ト ガ 牝５芦 ５５ 池添 謙一平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４９４± ０ 〃 クビ ３７．７�
７１４ インプルーヴ 牡４黒鹿５７ C．ルメール 武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 ５４０± ０１：１１．２� ３．１�

（仏）

３６ スペシャルクイン 牝３青鹿５４ 福永 祐一菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４６２± ０１：１１．４１	 ４．４�
１２ ストーリーテリング 牝４鹿 ５５ 松岡 正海�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４９２＋ ４１：１１．６１
 ５．７�
７１３ スリーサンフレンチ 牡６鹿 ５７ 武 豊永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８４＋ ２ 〃 アタマ ２３．４	
２４ クリノビリオネア 牝３黒鹿５４ 浜中 俊栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４８４－ ８１：１１．７� １５．５

６１１ ブラックシャドウ 牡６青 ５７ 熊沢 重文田畑 法賢氏 崎山 博樹 新冠 川上 悦夫 ５４２＋ ６１：１１．８クビ １５．９�
８１６ リボンノキシ 牝５青 ５５ 国分 恭介森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４５８－ ６１：１１．９� ２５１．１�
５９ イセノスバル 牡３青 ５６ 小林 徹弥大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２０＋ ６ 〃 アタマ １６．０
２３ シーアクロス 牡４鹿 ５７ 大下 智藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５０４＋ ４１：１２．１１
 ３０．３�
１１ リンリンリン 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫榮 義則氏 森 秀行 門別 三城牧場 B４８０－ ２１：１２．５２	 ５４．４�

（愛知）

４７ スーサンライダー 牡５栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８４± ０１：１２．７１	 ７．６�
８１５ サザンビューティー 牝６芦 ５５ 田嶋 翔南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４８４－２０１：１２．８	 ７４．１�
３５ プリモローズ 牝３芦 ５４ 川島 信二�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６８± ０１：１３．１２ ５９．４�
５１０ ウインスペンサー 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦�ウイン 牧浦 充徳 浦河 丸幸小林牧場 ５１８＋ ４１：１３．２クビ ２１５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，９７７，８００円 複勝： ４５，９２７，８００円 枠連： ２８，３１１，７００円

普通馬連： １２５，３５３，３００円 馬単： ７２，０６７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，００４，４００円

３連複： １４４，９９７，５００円 ３連単： ２５８，１８１，０００円 計： ７４３，８２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８６０円 複 勝 � ４７０円 � ８２０円 � ２１０円 枠 連（４－６） １，７４０円

普通馬連 �� １７，６５０円 馬 単 �� ３１，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７００円 �� １，０２０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� １９，６４０円 ３ 連 単 ��� １７４，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２９９７７８ 的中 � １２７１７（８番人気）
複勝票数 計 ４５９２７８ 的中 � ２３７８６（７番人気）� １２６１３（１１番人気）� ７３４４３（２番人気）
枠連票数 計 ２８３１１７ 的中 （４－６） １２０３３（９番人気）
普通馬連票数 計１２５３５３３ 的中 �� ５２４４（５１番人気）
馬単票数 計 ７２０６７３ 的中 �� １６７７（９８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９００４４ 的中 �� ２５２５（４５番人気）�� ９６７０（９番人気）�� ６６６６（１６番人気）
３連複票数 計１４４９９７５ 的中 ��� ５４５１（６９番人気）
３連単票数 計２５８１８１０ 的中 ��� １０９１（５４３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１２．２―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．１―４６．３―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３７．０
３ １，６（５，７）９（２，３）（１４，１５）８（１１，１６）４，１２，１０－１３ ４ ・（１，６）７（２，９）３（８，１４，１５）５（１１，１６，１２）４，１０，１３

勝馬の
紹 介

ラインプレアー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Diesis デビュー ２００７．１０．７ 京都１着

２００５．３．１９生 牡４芦 母 スラボンスカ 母母 Slavonia ２１戦５勝 賞金 ８６，７４０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アートオブウォー号・ウインサウザー号・スマートブレード号・セイクリムズン号・ティアップハーレー号・

トーワユメジ号・ハイエモーション号・バトルサクヤビメ号・マンテンハット号・メトロノース号・ラッキーバニヤン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０５９１１月２１日 曇 良 （２１京都５）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�トパーズステークス

発走１５時４５分 （ダート・右）
３歳以上；負担重量は，３歳５４�４歳以上５６�，牝馬２�減，２０．１１．２２以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２０．１１．２１以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１１ シルクメビウス 牡３鹿 ５５ 田中 博康有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４８２＋ ６１：４９．６ ５．９�

４７ アドバンスウェイ 牡３鹿 ５４ 松岡 正海西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４９４＋ ６１：５０．４５ ３．２�
６１２ トーセンアーチャー 牡５鹿 ５６ 四位 洋文島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４９８－ ４１：５０．５� ４０．２�
７１３ クリールパッション 牡４鹿 ５６ 川田 将雅横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４７２＋ ６１：５０．７１� １２．４�
３６ ウォータクティクス 牡４黒鹿５７ C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７４－ ６ 〃 クビ ３．７�

（仏）

３５ フリートアドミラル 牡５鹿 ５６ 池添 謙一 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ５０８＋ ６１：５０．８クビ ４９．０


８１６ オーロマイスター 牡４鹿 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ５００＋ ６ 〃 クビ ５．３�
５９ ク リ ー ン 牡５鹿 ５６ 安部 幸夫小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６０４＋ ６ 〃 ハナ １１９．３�

（愛知）

２３ ワキノエクセル 牡７青鹿５６ 浜中 俊脇山 良之氏 村山 明 追分 追分ファーム ５２０＋ ８１：５１．４３	 ３６３．０
５１０ タガノサイクロン 牡６黒鹿５６ 松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 門別 藤本 直弘 ４９８＋ ６１：５１．６１� ６９．０�
１２ メイショウクオリア 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４８２＋１０１：５１．８１ １０．９�
７１４ ユウキタイティ 牡５栗 ５６ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５１２－ ２ 〃 クビ １８１．３�
４８ キングブレーヴ 牡５鹿 ５６ 藤岡 康太辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 ヒダカフアーム ４７８＋ ２１：５１．９クビ １５５．４�
８１５ タガノエクリプス 牡６青 ５６ 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５１６＋ ２１：５２．０	 ９４．１�
２４ エリモエクスパイア 牡６鹿 ５６ 福永 祐一山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ５０４＋ ４１：５３．３８ １４１．６�
６１１ タカオセンチュリー 牡６栗 ５６ 熊沢 重文櫻井 登氏 矢作 芳人 新冠 川上 悦夫 B５２０＋２２１：５５．２大差 ２４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，４４７，５００円 複勝： ８２，６２２，４００円 枠連： ６０，４４８，３００円

普通馬連： ２７４，５１１，０００円 馬単： １４９，１１５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ７１，９１７，８００円

３連複： ２９８，０４０，２００円 ３連単： ６００，８１０，７００円 計： １，５９８，９１３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ６６０円 枠 連（１－４） ８３０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ２，９００円 �� ２，１３０円

３ 連 複 ��� １２，３１０円 ３ 連 単 ��� ６０，１１０円

票 数

単勝票数 計 ６１４４７５ 的中 � ８３３６３（４番人気）
複勝票数 計 ８２６２２４ 的中 � １１９８４１（４番人気）� １６２２２７（１番人気）� ２４１７３（８番人気）
枠連票数 計 ６０４４８３ 的中 （１－４） ５３９４４（３番人気）
普通馬連票数 計２７４５１１０ 的中 �� １６７９９２（４番人気）
馬単票数 計１４９１１５９ 的中 �� ４０４２５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７１９１７８ 的中 �� ４２０１４（４番人気）�� ５７９４（２９番人気）�� ７９４９（２２番人気）
３連複票数 計２９８０４０２ 的中 ��� １７８７９（３６番人気）
３連単票数 計６００８１０７ 的中 ��� ７３７７（１７９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１２．２―１２．１―１２．３―１２．２―１２．４―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．４―３５．６―４７．７―１：００．０―１：１２．２―１：２４．６―１：３７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクメビウス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー ２００８．８．３ 函館４着

２００６．４．１６生 牡３鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ １２戦５勝 賞金 １０２，７２２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 タカオセンチュリー号は，平成２１年１２月２１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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１１頭 アーリーロブスト号・ゴールデンチケット号・ダイシンプラン号・タマモサポート号・ダークメッセージ号・

トーセンジョーダン号・トーホウドルチェ号・ナムラハンター号・フサイチピージェイ号・マイケルバローズ号・
ロールオブザダイス号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０６０１１月２１日 曇 良 （２１京都５）第５日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・右・外）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６７ 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－ ２１：４７．０ ４．１�

８１１� ヒカリベルサイユ 牝５芦 ５５
５２ ▲国分 恭介當山 �則氏 谷 潔 浦河 笠松牧場 ４４４± ０１：４７．３１� ２７．８�

２２ ピサノジュバン 牝４黒鹿５５ 福永 祐一市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４６６－ ２ 〃 ハナ １１．２�
１１ シングライクバード 牝４鹿 ５５ C．ルメール �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６１：４７．４� ３．２�

（仏）

５５ キンショーオトヒメ 牝４栗 ５５ 松岡 正海礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４４２± ０１：４７．６１� ３０．０�
６８ ブライティアパルス 牝４鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６２－１２１：４７．７クビ ３．０	
４４ アディアフォーン 牝３黒鹿５３ 幸 英明 �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 ４４４－１０ 〃 クビ ９．９

７１０ シゲルキリガミネ 牝３青 ５３

５１ △田中 健森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ４７８± ０１：４８．２３ １６．７�
８１２ 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 ４７４－ ２１：４８．６２� １６２．９�
３３ � カミヒコーキ 牝４黒鹿 ５５

５３ △松山 弘平迎 徹氏 庄野 靖志 門別 沖田牧場 ４９８＋ ２ 〃 クビ ４１．２
７９ ジョイフルスマイル 牝４栗 ５５ 安部 幸夫上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム B４６４－ ２１：４８．７クビ １７８．８�

（愛知）

５６ カネトシレジアス 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：４９．５５ １５７．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３９，５８８，９００円 複勝： ５３，３２６，９００円 枠連： ３５，９３５，５００円

普通馬連： １３０，２４３，９００円 馬単： ８９，４１６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，８３９，４００円

３連複： １４８，４０４，３００円 ３連単： ３６４，５６１，５００円 計： ９０２，３１７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ５２０円 � ２９０円 枠 連（６－８） ２，０４０円

普通馬連 �� ５，２１０円 馬 単 �� ７，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� ６１０円 �� ２，０５０円

３ 連 複 ��� １０，６３０円 ３ 連 単 ��� ６１，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３９５８８９ 的中 � ７６７９３（３番人気）
複勝票数 計 ５３３２６９ 的中 � １０４９６９（３番人気）� ２２２１４（８番人気）� ４６２８６（５番人気）
枠連票数 計 ３５９３５５ 的中 （６－８） １３０１９（８番人気）
普通馬連票数 計１３０２４３９ 的中 �� １８４６３（１９番人気）
馬単票数 計 ８９４１６９ 的中 �� ８３１３（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０８３９４ 的中 �� ８５０７（１４番人気）�� １７５３１（５番人気）�� ４７１３（２４番人気）
３連複票数 計１４８４０４３ 的中 ��� １０３０４（３２番人気）
３連単票数 計３６４５６１５ 的中 ��� ４３６２（１７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．０―３４．４―４６．３―５８．４―１：１０．６―１：２２．６―１：３４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルティンスターク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．１０ 京都２着

２００５．４．１４生 牝４鹿 母 ラ テ ル ネ 母母 ヨシオカザン １７戦４勝 賞金 ６１，８３３，０００円
〔発走状況〕 ブライティアパルス号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔調教再審査〕 ブライティアパルス号は，発走調教再審査。
※ジョイフルスマイル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２１京都５）第５日 １１月２１日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２３，５８０，０００円
８，５２０，０００円
１１，７５０，０００円
１，５５０，０００円
２１，１４０，０００円
６４，８０３，０００円
５，１８８，０００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
２９８，９０２，５００円
４９２，５９１，３００円
２６６，７９９，７００円
９６３，３８０，９００円
６３８，４１８，６００円
３１５，７１０，８００円
１，１４３，６４７，９００円
２，１９９，４１９，１００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 ６，３１８，８７０，８００円

総入場人員 ２０，４３２名 （有料入場人員 １８，７４８名）




