
３２０６１１１月２２日 晴 良 （２１京都５）第６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）

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

中央レコード

１：１１．０
１：１０．９

重

不良

２３ ヴェリタスローズ 牝２青 ５４ 後藤 浩輝松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５０± ０１：１２．９ ３．６�

１１ サウンドバリアー 牝２芦 ５４ 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 ４７６－ ２１：１３．６４ ３．３�
１２ マストバイアイテム 牝２黒鹿５４ 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４４８± ０１：１３．７� ５．６�
５９ ハートフルボディ 牝２鹿 ５４ 武 豊西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ４６２－ ６１：１３．９１� ５．５�
２４ シ ュ ン セ イ 牝２栗 ５４ 川田 将雅石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４５２＋１０１：１４．２１� ６３．１�
７１３ スマートメビウス 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ２０．５�
５１０ タイキフレンチキス 牝２鹿 ５４

５２ △田中 健�大樹ファーム 柴田 光陽 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４３４± ０１：１４．６２� １２４．２	

３５ サダムキャラメル 牝２鹿 ５４ 浜中 俊大西 定氏 中村 均 新ひだか 折手牧場 ４７２－ ６ 〃 アタマ ２３．６

４７ 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 ４３４＋ ６ 〃 ハナ ６４．４�
６１１ メイプルリボーン 牝２黒鹿５４ 佐久間寛志�ケイアイホース鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４１４＋ ２１：１４．７クビ ２８．５�
８１６ キリシマウイング 牝２栗 ５４

５２ △松山 弘平土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋 修孝 ４５８± ０１：１５．０２ ３０．１
６１２ アイアンアタック 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一池上 一馬氏 野元 昭 新ひだか 城地 清満 ４４２＋ ６１：１５．３１� ２９１．３�
８１５ ベ ル エ ー ル 牝２黒鹿５４ 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 アサヒ牧場 ４６０＋ ２１：１５．６２ ４３．４�
４８ エーシンフレンド 牝２鹿 ５４ 福永 祐一�栄進堂 岡田 稲男 浦河 栄進牧場 ４５８－ ２１：１５．７クビ １５．６�
７１４ クールパーソン 牝２鹿 ５４ 吉田 豊川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 久井牧場 ４２６± ０１：１６．０２ ６４．６�
３６ リ ュ ウ ジ ョ 牝２芦 ５４ 角田 晃一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム B４４６－ ４１：１６．８５ １１９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，３４１，６００円 複勝： ２４，４８９，６００円 枠連： １２，５１３，３００円

普通馬連： ４０，２５９，８００円 馬単： ２８，５５６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４６０，９００円

３連複： ６１，５５２，９００円 ３連単： ８８，５６７，４００円 計： ２８７，７４２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（１－２） ３２０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３６０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 ��� ３，５３０円

票 数

単勝票数 計 １４３４１６ 的中 � ３２２１７（２番人気）
複勝票数 計 ２４４８９６ 的中 � ５７４８８（１番人気）� ４０６４８（２番人気）� ３９７０５（３番人気）
枠連票数 計 １２５１３３ 的中 （１－２） ２９７５７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０２５９８ 的中 �� ５１７９４（１番人気）
馬単票数 計 ２８５５６７ 的中 �� １９０６３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４６０９ 的中 �� １９３５０（１番人気）�� １１８５２（２番人気）�� ８８９４（４番人気）
３連複票数 計 ６１５５２９ 的中 ��� ５０５１５（１番人気）
３連単票数 計 ８８５６７４ 的中 ��� １８５２６（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．８―１２．４―１２．４―１３．０

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェリタスローズ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２００９．７．１１ 阪神５着

２００７．３．１８生 牝２青 母 レイジングカホー 母母 シーズレイジング ７戦１勝 賞金 １２，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミッキーマドラー号



３２０６２１１月２２日 晴 良 （２１京都５）第６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

４８ ブルーライトニング 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：５４．３ ４．４�

３５ シルクターンベリー 牡２鹿 ５５
５３ △松山 弘平有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４８０± ０１：５４．４� ２．８�

２４ マージービート 牡２栗 ５５ 武 豊 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２ 〃 ハナ ３．３�
１２ グッドカレラ 牡２青 ５５ 福永 祐一杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５２０－ ６１：５４．７１� １３０．１�
１１ ツルマルヤマト 牡２栗 ５５ A．スボリッチ 鶴田 任男氏 坂口 正則 新ひだか 折手牧場 ４７６＋ ２１：５５．１２� ８６．６�

（独）

８１５ ジ ン ダ リ ー 牡２芦 ５５ 内田 博幸吉田 和美氏 斎藤 誠 新ひだか タイヘイ牧場 B４６６＋１２ 〃 アタマ ８．９�
３６ メイショウシャイン 牡２鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４６０± ０１：５５．５２� ４３．５	
２３ マイネヴィント 牝２栗 ５４ 吉田 豊 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ６ 〃 クビ １１１．１�
８１６ サイドエッジ 牡２芦 ５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４３６－２６１：５５．６クビ ７３．９�
７１４ マイネスペラーレ 牝２栗 ５４ 和田 竜二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４５８± ０１：５７．０９ ４３．２
４７ ビートブラック 牡２青 ５５ 浜中 俊 �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 ５０４－ ４１：５７．７４ ２４．２�
５９ マルタカユビキタス 牡２鹿 ５５ 川田 将雅�橋まゆみ氏 山内 研二 新ひだか 池田牧場 ５４０± ０１：５８．１２� ５６．６�
６１１ メイショウオスパー 牡２鹿 ５５ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ４４８＋ ２１：５９．２７ ４０３．８�
６１２ テーオーガンダム 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 小笹 公也氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５０２＋ ４１：５９．８３� ２４．７�

（仏）

５１０ コングラチュレート 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎谷田 元彦氏 須貝 尚介 新ひだか 福岡 清 ４４６± ０１：５９．９クビ ２９．１�
７１３ テイエムバイタル 牡２青鹿５５ 村島 俊策竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 的場牧場 ４９８＋ ４２：００．４３ ２５．１�

（荒尾）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，２４５，４００円 複勝： ２３，５９６，６００円 枠連： １１，６０５，４００円

普通馬連： ４０，５３８，４００円 馬単： ３０，７０８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，００３，２００円

３連複： ６１，３５９，０００円 ３連単： ９３，６２８，４００円 計： ２９３，６８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（３－４） ５００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２２０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 ��� ２，９４０円

票 数

単勝票数 計 １４２４５４ 的中 � ２５６７６（３番人気）
複勝票数 計 ２３５９６６ 的中 � ４０２６４（３番人気）� ６６３６５（１番人気）� ５２８９４（２番人気）
枠連票数 計 １１６０５４ 的中 （３－４） １７３４７（２番人気）
普通馬連票数 計 ４０５３８４ 的中 �� ５３６９６（２番人気）
馬単票数 計 ３０７０８１ 的中 �� １８２１８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８００３２ 的中 �� １８９７０（３番人気）�� ２０６５２（２番人気）�� ２３１７９（１番人気）
３連複票数 計 ６１３５９０ 的中 ��� １１１６８７（１番人気）
３連単票数 計 ９３６２８４ 的中 ��� ２３５５７（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．４―１２．８―１２．８―１３．３―１３．１―１３．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３５．７―４８．５―１：０１．３―１：１４．６―１：２７．７―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F３９．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーライトニング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Gulch デビュー ２００９．１０．１１ 京都４着

２００７．５．１０生 牡２栗 母 ムーディーサンダー 母母 Line of Thunder ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔発走状況〕 テイエムバイタル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 テイエムバイタル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーガンダム号・コングラチュレート号・テイエムバイタル号は，平成２１年１２月２２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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アクティビューティ号・キョウワバーニング号・セイピーシーズ号
※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。



３２０６３１１月２２日 晴 良 （２１京都５）第６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

２３ セレスロンディー 牡２青 ５５ 和田 竜二岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４５４± ０１：３６．１ ３．１�

８１５ カネトシディオス 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４３４± ０１：３６．３１ ４．０�
６１１ フラッパーウィング 牝２鹿 ５４ 福永 祐一畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４４８－ ４１：３６．４� １４．６�
８１７ シャイニーナイト 牡２栗 ５５ C．ルメール 小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４７２－ ２１：３６．５� ４２．０�

（仏）

５１０ ジョーヴァリアント 牡２鹿 ５５ 武 豊上田けい子氏 村山 明 浦河 大成牧場 ４５２＋ ２ 〃 アタマ ４．５�
３６ リバーハイランド 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４８０＋ ２１：３６．８１� １７．１�
４７ プラチナソング 牝２栗 ５４ 四位 洋文スター・ホースメンズクラブ 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４２６－ ４ 〃 ハナ ８．５�
１２ テイエムフジスター 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 日高大洋牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ １３８．０	
２４ スティーヴイモン 牡２栗 ５５

５３ △田中 健井門 敏雄氏 柴田 光陽 日高 新井 弘幸 ４３０－ ２１：３７．０１� ３９４．８

７１３ メメビーナス 牝２青鹿５４ 幸 英明本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７６－ ６１：３７．１� １１８．８�
４８ クリーンダイアナ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝石橋 和夫氏 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム ４９８± ０ 〃 ハナ １０３．５�
３５ クニフォフィア 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ４３０－ ２１：３７．３１� ２３．９�
６１２ ナムラウォーリアー 牡２青鹿５５ 小林慎一郎奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 ４５２＋ ４ 〃 ハナ １８０．２�
５９ スプリングヴォイス 牡２鹿 ５５ 生野 賢一加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４５４± ０１：３７．７２� ４７７．６�
７１４ ドリームヒーロー 牡２青鹿５５ 安藤 勝己田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４２０－ ６ 〃 アタマ ９．８�
８１６ コンゴウシャトル �２栗 ５５ 岩田 康誠金岡 久夫氏 山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４６６－ ４１：３８．７６ １０５．９�
１１ マスターウィル 牝２鹿 ５４

５２ △松山 弘平岡田 隆寛氏 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 ４３６± ０１：３８．８クビ ３１７．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １４，７２７，０００円 複勝： ２４，９０６，７００円 枠連： １２，１０６，６００円

普通馬連： ４２，１９１，５００円 馬単： ３１，１６０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９７６，４００円

３連複： ６０，８６５，７００円 ３連単： ８９，２２７，７００円 計： ２９３，１６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ３１０円 枠 連（２－８） ４５０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ６２０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，８９０円 ３ 連 単 ��� ６，７８０円

票 数

単勝票数 計 １４７２７０ 的中 � ３８５８２（１番人気）
複勝票数 計 ２４９０６７ 的中 � ６４９７６（１番人気）� ４４６７９（２番人気）� １４８２４（６番人気）
枠連票数 計 １２１０６６ 的中 （２－８） １９８９５（１番人気）
普通馬連票数 計 ４２１９１５ 的中 �� ６２９１７（１番人気）
馬単票数 計 ３１１６０４ 的中 �� ２７９７４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９７６４ 的中 �� ２７０５１（１番人気）�� ６３３９（６番人気）�� ６０２９（８番人気）
３連複票数 計 ６０８６５７ 的中 ��� ２３８１９（４番人気）
３連単票数 計 ８９２２７７ 的中 ��� ９７１３（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．３―４７．８―１：００．４―１：１２．７―１：２４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セレスロンディー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．６．２１ 阪神４着

２００７．４．５生 牡２青 母 ロンドインディ 母母 アンブローシア ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔制裁〕 スプリングヴォイス号の騎手生野賢一は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１０番・１４番・１５番への進路影響）
※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。



３２０６４１１月２２日 晴 良 （２１京都５）第６日 第４競走 ��１，４００�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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

５１０ エアラフォン 牡２栗 ５５ C．スミヨン �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６２ ―１：２２．１ １．５�
（仏）

６１２ ショウリュウムーン 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４６４ ―１：２２．２� ２０．８�
１１ ユメミルテーラー 牝２黒鹿５４ 武 豊中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４６８ ―１：２２．４１� １０．２�
２３ アキノグローブ 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新冠 斉藤 安行 ４６４ ―１：２２．７２ ７１．３�
７１５ トップミノル 牡２青鹿５５ 南井 大志吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６４ ― 〃 クビ １７．７�
７１３ ピンクジャスミン 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４４０ ―１：２２．８クビ １５．６�
２４ ワキノレジェンド 牡２鹿 ５５ 浜中 俊脇山 良之氏 大根田裕之 新ひだか 田原橋本牧場 ４９０ ― 〃 クビ ６７．３	
４８ ヒダカタイザン 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史藤井 謙氏 飯田 明弘 浦河 日東牧場 ４２４ ―１：２２．９クビ １５．８

８１７ ケージーモモタロウ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一川井 五郎氏 梅内 忍 新ひだか 松本牧場 ４６４ ―１：２３．０� ２５．１�
７１４ ケイアイプレジャー 牝２黒鹿５４ 池添 謙一 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 新ひだか 松田 三千雄 ４６０ ―１：２３．１� １１５．４�
１２ ブリジッドブルー 牝２栗 ５４ 田中 克典 �ブルーマネジメント松永 昌博 新冠 タニグチ牧場 ４０２ ―１：２３．２� ８２．６
５９ メイキングドリーム 牡２黒鹿５５ C．ルメール �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４６６ ―１：２３．５２ １０．６�

（仏）

６１１ マキハタビリケン 牡２栗 ５５ 川島 信二�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５１０ ―１：２３．６クビ ２２５．３�
３６ シーフィアレス 牡２黒鹿５５ 和田 竜二藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ５１０ ― 〃 クビ １８６．４�
３５ ナリタレジーナ 牝２栗 ５４ 内田 博幸�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 ５２２ ―１：２３．７クビ ４０．０�
８１８ ネヴァセイネヴァー 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介�ティーエイチ 梅田 智之 新冠 川上牧場 ４３２ ―１：２３．９１� １０６．１�
８１６ デンコウウインディ 牝２芦 ５４

５２ △松山 弘平田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４５８ ― 〃 クビ ２１８．８�
４７ ノワールエルージュ 牝２鹿 ５４ 上野 翔 �サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０ ―１：２４．８５ １１０．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，４９１，２００円 複勝： ２６，８５６，９００円 枠連： １４，７４１，５００円

普通馬連： ３８，７６６，９００円 馬単： ３６，５００，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７２６，４００円

３連複： ５４，６４２，１００円 ３連単： ９３，３２２，５００円 計： ３０１，０４７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ２６０円 枠 連（５－６） １，０５０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ４６０円 �� ２，２５０円

３ 連 複 ��� ４，２５０円 ３ 連 単 ��� １１，７１０円

票 数

単勝票数 計 １９４９１２ 的中 � １０６８０１（１番人気）
複勝票数 計 ２６８５６９ 的中 � １３４２８１（１番人気）� １６７６５（３番人気）� １５８７７（５番人気）
枠連票数 計 １４７４１５ 的中 （５－６） １０３７３（６番人気）
普通馬連票数 計 ３８７６６９ 的中 �� ２９０７７（３番人気）
馬単票数 計 ３６５００２ 的中 �� １９０１０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７２６４ 的中 �� １２２４６（２番人気）�� ９２８１（４番人気）�� １６３２（２９番人気）
３連複票数 計 ５４６４２１ 的中 ��� ９４９６（１６番人気）
３連単票数 計 ９３３２２５ 的中 ��� ５８８４（３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．０―４６．６―５８．４―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアラフォン �
�
父 デュランダル �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００７．２．２生 牡２栗 母 プリティタイディ 母母 ミスタイモア 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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シャイニーブレーヴ号
※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。



３２０６５１１月２２日 晴 良 （２１京都５）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

１：４６．７
１：４６．６

良

良

８１２ ダノンシャンティ 牡２黒鹿５５ 内田 博幸�ダノックス 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７０ ―１：５２．５ ３．１�

５６ セイルラージ 牡２鹿 ５５ C．ルメール �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２ ―１：５２．６� ４．０�

（仏）

８１１ トウショウフリーク 牡２鹿 ５５ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５２ ―１：５２．９１� ２１．８�
４４ シンコープリンス 牡２青鹿５５ 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４３８ ―１：５３．０� ３３．７�
６７ マンノプレミアム 牝２鹿 ５４

５２ △松山 弘平萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４３６ ―１：５３．４２� ３５．９�
２２ エーシンサスケハナ 牝２芦 ５４ 浜中 俊�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４９６ ― 〃 クビ １１．６	
３３ バ ル ト ー ロ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３２ ―１：５３．７２ ２．７

７１０ テイエムキャンドル 牝２栗 ５４

５１ ▲国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 野村 正 ４９０ ―１：５３．８� ２７．２�
５５ エリモシシオー 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦山本 慎一氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４９０ ―１：５４．２２� １７１．２�
７９ ロージークラウド 牡２黒鹿５５ 武 豊岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４７８ ―１：５４．３� １６．３
１１ メイショウヘイゾウ 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 大柳ファーム ４８２ ―１：５４．４� ７２．９�
６８ カネトシメボン 牡２黒鹿５５ A．スボリッチ 兼松 利男氏 村山 明 新冠 サンローゼン ５００ ―１：５４．６１� １４７．５�

（独）

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，７２７，７００円 複勝： ２０，１４１，３００円 枠連： １０，８４４，６００円

普通馬連： ３９，７６８，９００円 馬単： ３４，１４３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０８９，６００円

３連複： ５２，８５１，７００円 ３連単： ９３，４０９，８００円 計： ２８２，９７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ４７０円 枠 連（５－８） ６５０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １，２１０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ５，５２０円 ３ 連 単 ��� １６，４６０円

票 数

単勝票数 計 １６７２７７ 的中 � ４３１２１（２番人気）
複勝票数 計 ２０１４１３ 的中 � ４７５６８（２番人気）� ３６５６０（３番人気）� ７６７４（８番人気）
枠連票数 計 １０８４４６ 的中 （５－８） １２４１８（３番人気）
普通馬連票数 計 ３９７６８９ 的中 �� ４４９６８（３番人気）
馬単票数 計 ３４１４３７ 的中 �� ２０５５７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０８９６ 的中 �� １４８５１（３番人気）�� ２８４２（１７番人気）�� ２６０４（２０番人気）
３連複票数 計 ５２８５１７ 的中 ��� ７０７４（１９番人気）
３連単票数 計 ９３４０９８ 的中 ��� ４１９０（５１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１２．９―１３．８―１３．８―１３．１―１２．３―１１．０―１０．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３７．６―５１．４―１：０５．２―１：１８．３―１：３０．６―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンシャンティ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mark of Esteem 初出走

２００７．４．２８生 牡２黒鹿 母 シャンソネット 母母 Glorious Song １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 マンノプレミアム号の騎手金折知則は，第５日第４競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３２０６６１１月２２日 曇 良 （２１京都５）第６日 第６競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３５ ユノゾフィー 牡３栗 ５６ 横山 典弘細川祐季子氏 伊藤 正徳 平取 稲原牧場 ４７４－ ４１：２４．４ ４．３�

４８ ライフストリーム 牡５栗 ５７
５４ ▲国分 恭介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４８８＋ ２１：２４．６１� ２２．７�

８１６ クレスコワンダー 牡６栗 ５７ 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５０２＋１２ 〃 ハナ ２．３�
４７ ザ ド ラ イ ブ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �千葉パブリックゴ

ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４６６－ ４１：２４．７� ９．０�
２３ ル ナ キ ッ ズ 牡３栗 ５６ C．スミヨン 畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６８＋ ６ 〃 クビ １２．５�

（仏）

１２ サウンドアクシス 牡３栗 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B４８６＋１４１：２４．９１ ２８．０	
７１３ スプラッシュエンド 牡３栗 ５６ 岩田 康誠広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ４７８＋ ６１：２５．０� ８．０

１１ 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 ４４８－ ６１：２５．３１� ３０．１�
５１０ メイショウモネ 牡３芦 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４４６＋ ８ 〃 ハナ １５０．７�
６１１� キャナレット 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦香川 憲次氏 木原 一良 門別 白井牧場 ４５６－ ６１：２５．５１� ４０６．８
６１２ エルチョコレート 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４６０＋ ６１：２５．６� ４２．７�
８１５ アベニールシチー 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 清水 出美 三石 幌村牧場 ４５８＋ ６ 〃 アタマ １５６．７�
２４ ランスロットル 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�アカデミー 南井 克巳 新冠 清水 克則 ５６６－ ４１：２６．１３ ９．２�
７１４ ガッチリガッチリ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４７６＋１２１：２６．５２� １６９．８�
３６ ニホンピロイーグル 牡３栗 ５６ A．スボリッチ 小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 ４９０＋２４１：２７．０３ １８５．６�

（独）

５９ � ゴールドベガ 牝４青 ５５ 高野 容輔中島 稔氏 吉岡 八郎 静内 西川富岡牧場 ４１４－１８１：３２．５大差 ３５８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，００８，２００円 複勝： ３３，７４７，０００円 枠連： １６，２４４，５００円

普通馬連： ６１，１２０，５００円 馬単： ４１，８４１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８２２，５００円

３連複： ８１，９４７，６００円 ３連単： １２５，６２６，３００円 計： ４０５，３５８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � １２０円 枠 連（３－４） １，０７０円

普通馬連 �� ３，９６０円 馬 単 �� ５，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� ２８０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 ��� １９，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２１００８２ 的中 � ３９１９４（２番人気）
複勝票数 計 ３３７４７０ 的中 � ６４４２２（２番人気）� １９１４７（６番人気）� ９７１３４（１番人気）
枠連票数 計 １６２４４５ 的中 （３－４） １１２７７（５番人気）
普通馬連票数 計 ６１１２０５ 的中 �� １１４１２（１４番人気）
馬単票数 計 ４１８４１７ 的中 �� ５１５８（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８２２５ 的中 �� ４８０５（１６番人気）�� ２４７９４（１番人気）�� ８２８３（８番人気）
３連複票数 計 ８１９４７６ 的中 ��� ２６７０３（５番人気）
３連単票数 計１２５６２６３ 的中 ��� ４７５７（５３番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユノゾフィー �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Royal Academy デビュー ２００９．２．７ 東京３着

２００６．４．１９生 牡３栗 母 マチカネベニザクラ 母母 Doff the Derby ６戦２勝 賞金 ２３，１１２，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドベガ号は，平成２１年１２月２２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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アンクルトップ号・エンジェルフェザー号・ジョウショーリズム号・マサヤマト号・マルブツエンペラー号
※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。



３２０６７１１月２２日 曇 良 （２１京都５）第６日 第７競走 ��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６９ ダイシンオレンジ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ４９２＋ ２１：５１．０ １．３�

４６ フロムジオリエント 牡３青鹿５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５００± ０１：５１．９５ １９．６�
７１１ オーミプレシャス 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介岩� 僖澄氏 田島 良保 様似 山本 和彦 ４５８＋ ８ 〃 クビ １２．７�
４５ ナックルパート 牡５鹿 ５７ 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８４－ ６１：５２．０クビ １５．２�
１１ サ バ ス デ イ 牡５黒鹿５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 野中 賢二 早来 ノーザンファーム ５００－ ２１：５２．３１� ２８．６�
６１０ ハイローラー 牡３鹿 ５５

５３ △田中 健加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４８４＋ ４ 〃 アタマ １０．９�
３３ ホワイトショウフク 牡４芦 ５７ A．スボリッチ 山本 廣氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４７２＋ ６ 〃 クビ ６５．５	

（独）

３４ ホワイトベッセル 牡５白 ５７ C．スミヨン 金子真人ホール
ディングス
 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９０＋１０ 〃 ハナ ３５．７�

（仏）

８１３� ト ラ ン プ 牡５鹿 ５７
５５ △松山 弘平冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ４９６± ０１：５２．６１� ５２．８�

８１４ クリスマスキング 牡３鹿 ５５ C．ルメール 吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４７８＋ ８１：５３．３４ １９．９
（仏）

５８ ゼンノモナルカ 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 B４７６－ ６ 〃 ハナ ８３．５�
５７ グロッケンライン 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一 �キャロットファーム 中尾 秀正 三石 片山 修 ４５６＋ ４１：５３．５１� ８７．２�
２２ ショーファイトダダ 牡３栗 ５５ 池添 謙一小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 ４９０＋２０１：５３．９２� １０１．７�
７１２ ナ リ タ ベ ガ 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三
オースミ 藤沢 則雄 白老 白老ファーム B５０８＋ ４１：５４．５３� １２９．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，０１２，７００円 複勝： ６４，０１７，９００円 枠連： １７，８９７，６００円

普通馬連： ６０，９６４，７００円 馬単： ４８，５９４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６０７，５００円

３連複： ７３，５２６，１００円 ３連単： １４８，７２９，１００円 計： ４５５，３５０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � ３２０円 � ２００円 枠 連（４－６） ４００円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２４０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� ２，４３０円 ３ 連 単 ��� ８，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２１０１２７ 的中 � １３１０９９（１番人気）
複勝票数 計 ６４０１７９ 的中 � ４８６２５４（１番人気）� １５２３２（６番人気）� ３０４３７（２番人気）
枠連票数 計 １７８９７６ 的中 （４－６） ３３４７１（１番人気）
普通馬連票数 計 ６０９６４７ 的中 �� ４２８８３（５番人気）
馬単票数 計 ４８５９４９ 的中 �� ２７１３９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６０７５ 的中 �� １２２９０（４番人気）�� ２５６４７（１番人気）�� ２６６７（１９番人気）
３連複票数 計 ７３５２６１ 的中 ��� ２２３９９（７番人気）
３連単票数 計１４８７２９１ 的中 ��� １３６０４（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３６．０―４８．４―１：０１．１―１：１３．６―１：２６．１―１：３８．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイシンオレンジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００８．４．５ 阪神８着

２００５．４．１生 牡４鹿 母 アシヤマダム 母母 キヤツトロンシヤン １３戦４勝 賞金 ４７，３９５，０００円
※グロッケンライン号は，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を表示している。



３２０６８１１月２２日 曇 良 （２１京都５）第６日 第８競走 ��
��１，８００�

き

も ち の 木 賞
発走１３時５０分 （ダート・右）

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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

５７ サンライズクォリア 牡２鹿 ５５ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４５２± ０１：５３．４ １６．７�

３３ エイシンナナツボシ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド ５０４－ ４１：５３．６１ １４．５�
５６ エースインザホール 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４９８＋１２ 〃 クビ １．６�
４５ トウシンボルト 牡２黒鹿５５ C．ルメール 佐藤 新吾氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：５３．８１� ５．６�

（仏）

４４ ウイントランザム 牡２鹿 ５５ 内田 博幸�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４５２± ０１：５４．０１� ５４．８�
８１３ ク ロ ガ ネ 牡２芦 ５５ 池添 謙一橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 浦河 笠松牧場 ４５６－ ６１：５４．５３ ３６．７�
７１０� エベレストオー 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 中川牧場 B４７８－ ２１：５５．２４ ７２．４	
６９ バ ル ー ン 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４７４－ ２１：５５．５１	 ８．５


（仏）

７１１
 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 ４９４－ ６１：５５．６� １２．９�
８１２ セトノメジャー 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ４９２＋ ８１：５５．７クビ ２８．５�
２２ ピサロナイト 牡２黒鹿５５ A．スボリッチ 市川 義美氏 安達 昭夫 えりも 能登 浩 ４６６＋ ６１：５６．２３ ８２．５�

（独）

１１ � パラダイスラビーダ 牡２鹿 ５５ 戸部 尚実太田美津子氏 新山 広道 新冠 三村 卓也 ４８２－１６１：５６．３� １１４．９�
（愛知） （愛知）

６８ � ヴィットドラゴン 牡２鹿 ５５ 村島 俊策横瀬 寛子氏 平山 良一 新冠 グリー牧場 ４５６－ ２１：５６．４クビ ２３５．５�
（荒尾） （荒尾）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３１，９３６，７００円 複勝： ６０，５９１，６００円 枠連： １８，２８４，９００円

普通馬連： ７８，８１１，１００円 馬単： ７１，１１１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，５２６，４００円

３連複： ９７，７５３，８００円 ３連単： ２１６，６４９，２００円 計： ６０３，６６５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６７０円 複 勝 � ２８０円 � ２５０円 � １１０円 枠 連（３－５） ８３０円

普通馬連 �� ４，９２０円 馬 単 �� １４，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� ４１０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，３００円 ３ 連 単 ��� ２９，７５０円

票 数

単勝票数 計 ３１９３６７ 的中 � １５０８２（６番人気）
複勝票数 計 ６０５９１６ 的中 � ３１２６６（６番人気）� ３５１６１（５番人気）� ３３００４４（１番人気）
枠連票数 計 １８２８４９ 的中 （３－５） １６４２９（５番人気）
普通馬連票数 計 ７８８１１１ 的中 �� １１８４３（１６番人気）
馬単票数 計 ７１１１１９ 的中 �� ３６２３（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８５２６４ 的中 �� ５４６０（１３番人気）�� １８３７６（４番人気）�� １６９７５（５番人気）
３連複票数 計 ９７７５３８ 的中 ��� ３１４５２（８番人気）
３連単票数 計２１６６４９２ 的中 ��� ５３７６（９０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．９―１２．２―１２．８―１３．１―１３．４―１３．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３５．３―４７．５―１：００．３―１：１３．４―１：２６．８―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F４０．０
１
３
１０－（３，９）－（６，１２）１３（１，４，２）（８，１１）－７，５
１０＝９（６，３）１２，１３，１，４，２（８，１１）（７，５）

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

勝馬の
紹 介

サンライズクォリア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．７．１１ 阪神７着

２００７．３．４生 牡２鹿 母 プレシャスキール 母母 マルゼンキール ５戦２勝 賞金 １７，７９４，０００円
〔発走状況〕 サンライズクォリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



３２０６９１１月２２日 曇 良 （２１京都５）第６日 第９競走 ��
��１，４００�

た か ら が い け

宝 ケ 池 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．１１．２２以降２１．１１．１５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 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

７１３� セトノアンテウス 牡４鹿 ５７．５ 安藤 勝己難波 澄子氏 鮫島 一歩 豪 Mr F Peisah ４７８＋ ４１：２１．２ ５．０�

２４ ヒカルジョディー 牡３栗 ５４ 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 ４６２＋ ４ 〃 クビ ７．８�

６１２ フェスティヴマロン 牝５鹿 ５２ 浜中 俊臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ４２．２�
１１ メイショウコウセイ 牡３鹿 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８２＋ ４１：２１．４１ １０．９�
８１７ ナリタシリカ 牝３黒鹿５４ 川島 信二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４４２－ ２ 〃 ハナ ５．５�
３５ ハイフィールド 牝３鹿 ５１ 酒井 学服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４２０＋ ２１：２１．６１ ９２．７�
２３ ミルクトーレル 牝５鹿 ５４ 四位 洋文宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ５００＋ ６ 〃 クビ ２７．３	
５９ マイネルオークベイ 牡５鹿 ５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ４１：２１．８１ １９２．４

１２ クレバーデューク 牡５鹿 ５４ 和田 竜二田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ １６．３�
４８ クリノゴールド 牡６栗 ５０ 生野 賢一栗本 守氏 田所 秀孝 平取 広川牧場 ４６４＋ ２１：２１．９� １２０．２
３６ アドマイヤダーリン 牡６栃栗５５ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２１：２２．０� ９１．５�
８１８ エイシンフェアリー 牝３栗 ５２ 国分 恭介平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４５０＋ ６１：２２．２１	 ２９．４�
７１４ ス ワ ン 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ２９．３�
８１６ ホシシャトル 牡６黒鹿５４ 横山 典弘永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５２８＋ ２１：２２．４１	 １６３．１�
６１１ エーシンビーエル 牡５鹿 ５５ 幸 英明�栄進堂 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５３８＋ ６ 〃 クビ ４２．２�
５１０ ウインキングストン 牡４栗 ５６ 武 豊�ウイン 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 ５００＋ ４ 〃 ハナ ３．１�
４７ セレブラール 牝５栗 ５２ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 三石 土居 忠吉 ４９０＋ ２ 〃 アタマ １１７．１�
７１５ ワンダーフウラン 牝３鹿 ５３ 三浦 皇成山本 信行氏 領家 政蔵 三石 城地 清満 ４５６－１０１：２２．８２� １４．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，９６０，８００円 複勝： ５０，５３３，１００円 枠連： ３１，５８６，４００円

普通馬連： １２７，２９８，７００円 馬単： ７４，４６６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，２３１，２００円

３連複： １５６，０２９，８００円 ３連単： ２７８，９１５，９００円 計： ７９１，０２２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � ３３０円 � ８３０円 枠 連（２－７） １，３８０円

普通馬連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ５，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� １，９１０円 �� ４，２００円

３ 連 複 ��� ２８，２３０円 ３ 連 単 ��� １２４，５３０円

票 数

単勝票数 計 ３１９６０８ 的中 � ５０７０９（２番人気）
複勝票数 計 ５０５３３１ 的中 � ８２６２５（２番人気）� ３９３１５（５番人気）� １３２４９（１１番人気）
枠連票数 計 ３１５８６４ 的中 （２－７） １６９５１（８番人気）
普通馬連票数 計１２７２９８７ 的中 �� ３１２７５（１０番人気）
馬単票数 計 ７４４６６１ 的中 �� １０１１２（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０２３１２ 的中 �� ８０３２（１０番人気）�� ５１８６（２２番人気）�� ２３０９（４８番人気）
３連複票数 計１５６０２９８ 的中 ��� ４０７９（９３番人気）
３連単票数 計２７８９１５９ 的中 ��� １６５３（３４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．２―４６．９―５８．５―１：０９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．３
３ ７，１３（２，１８）（１２，１７）１（８，１５，１６）（４，９）（３，１４，１０）５（６，１１） ４ ７，１３（２，１８）（１２，１７）（１，９）８（４，１５）（３，５，１６）（１４，１０）（６，１１）

勝馬の
紹 介

�セトノアンテウス �
�
父 Rock of Gibraltar �

�
母父 Splendent デビュー ２００８．２．１６ 京都２着

２００５．８．２２生 牡４鹿 母 Miss Chanel 母母 Ever Elegant ２２戦４勝 賞金 ９８，４３９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ヴンダー号・ジョイフルスマイル号



３２０７０１１月２２日 小雨 良 （２１京都５）第６日 第１０競走 ��
��２，０００�

しゅうがくいん

修学院ステークス
発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２０．１１．２２以降２１．１１．１５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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

７１２ 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 ４５４＋ ８２：００．４ １１．５�

６１０ ナリタクリスタル 牡３黒鹿５４ 武 豊�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６－ ４ 〃 クビ ５．３�

８１５ シゲルタック 牡５鹿 ５５ 藤岡 佑介森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７６＋ ２２：００．６１� ８４．１�
４７ スペルバインド 牝４鹿 ５５ C．スミヨン �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ５０６＋ ４２：００．７� ６．２�

（仏）

２２ マッハヴェロシティ 牡３青 ５４ 内田 博幸井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５１６－ ８２：００．８� ５．６�
８１４ アドマイヤメジャー 牡３青鹿５５ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２ 〃 アタマ ２．７	
２３ タイセイファイター 牡５鹿 ５５ 幸 英明田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５２８－ ２ 〃 クビ ５５．５

３４ デンコウミサイル 牡６栗 ５３ 武 幸四郎田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５１８± ０２：０１．０１� １４９．３�
６１１ アグネススターチ 牡４鹿 ５６ 赤木高太郎渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２ 〃 クビ １２．３�
７１３ ルールプロスパー 牡４青鹿５６ 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７６＋ ６ 〃 ハナ ２４．４
１１ ハギノプリンセス 牝６栗 ５１ 酒井 学安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４７０＋ ４ 〃 アタマ ４６．２�
４６ ニュービギニング 牡５鹿 ５５ A．スボリッチ 金子真人ホールディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６０－ ２２：０１．１クビ ２９．２�

（独）

５９ ブリトマルティス 牝５鹿 ５３ 三浦 皇成吉田 和美氏 西園 正都 三石 斉藤スタッド ４５４－ ８２：０１．８４ １６３．０�
５８ ロードアンセム 牡７栗 ５２ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 門別 日高大洋牧場 ５０４－ ８ 〃 クビ １８９．６�
３５ ノットアローン 牡４青 ５７ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７０－ ４２：０２．４３� ２５．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，８１５，０００円 複勝： ５８，０７５，６００円 枠連： ３６，５９３，３００円

普通馬連： １６６，９６１，５００円 馬単： ９２，２３６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，２０５，２００円

３連複： １８１，８８６，５００円 ３連単： ３５０，２８９，９００円 計： ９７２，０６３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ３１０円 � ２２０円 � １，３８０円 枠 連（６－７） １，２８０円

普通馬連 �� ２，４４０円 馬 単 �� ５，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ６，８７０円 �� ４，４９０円

３ 連 複 ��� ５１，４５０円 ３ 連 単 ��� ２１１，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３９８１５０ 的中 � ２７４２６（５番人気）
複勝票数 計 ５８０７５６ 的中 � ５０２８０（５番人気）� ８３９２２（２番人気）� ９０２６（１２番人気）
枠連票数 計 ３６５９３３ 的中 （６－７） ２１１８５（７番人気）
普通馬連票数 計１６６９６１５ 的中 �� ５０６４１（９番人気）
馬単票数 計 ９２２３６８ 的中 �� １１８８２（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６２０５２ 的中 �� １２７４７（１０番人気）�� １６１３（５７番人気）�� ２４８４（４６番人気）
３連複票数 計１８１８８６５ 的中 ��� ２６０９（１２６番人気）
３連単票数 計３５０２８９９ 的中 ��� １２２５（５３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３５．９―４８．１―１：００．５―１：１３．３―１：２５．６―１：３７．２―１：４８．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーパンプキン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Alzao デビュー ２００８．１０．１１ 京都１着

２００６．３．２生 牡３鹿 母 エスユーエフシー 母母 Familiar １０戦３勝 賞金 ６７，８７８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３２０７１１１月２２日 小雨 良 （２１京都５）第６日 第１１競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��１，６００�第２６回マイルチャンピオンシップ（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

３歳以上；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １００，０００，０００円 ４０，０００，０００円 ２５，０００，０００円 １５，０００，０００円 １０，０００，０００円
付 加 賞 ４，１５８，０００円 １，１８８，０００円 ５９４，０００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

１：３２．１
１：３１．５
１：３２．１

良

良

良

２４ カ ン パ ニ ー 牡８鹿 ５７ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６６± ０１：３３．２ ２．３�

７１３ マイネルファルケ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５２２－ ８１：３３．４１� ３９．８�

７１５� サ プ レ ザ 牝４鹿 ５５ O．ペリエ D．マッキンタイア氏 R．コレ 米 Douglas Owen
McIntyre ４３６ 〃 クビ ８．７�

（Sahpresa（USA）） （仏） （仏）

５９ キャプテントゥーレ 牡４芦 ５７ 川田 将雅 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４ 〃 ハナ ８．８�
４７ アブソリュート 牡５黒鹿５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：３３．５	 １４．３�
３５ スマイルジャック 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４８４＋ ２１：３３．６クビ １０．３	
６１２ ヒカルオオゾラ 牡５青 ５７ C．スミヨン 高橋 光氏 池江 泰寿 洞爺（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６＋ ４ 〃 ハナ １８．５

（仏）

４８ フィフスペトル 牡３鹿 ５６ C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２＋ ４１：３３．７
 ３５．２�

（仏）

８１７� ライブコンサート �５黒鹿５７ 岩田 康誠グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４７２＋ ２ 〃 ハナ ３６．８�

１１ � エヴァズリクエスト 牝４栗 ５５ A．ムンロ L．マルライアン氏 M．シャノン 愛 Ballylinch
Stud ４３６ 〃 クビ ３２．９

（Eva’s Request（IRE）） （英） （英）

６１１ ザ レ マ 牝５栗 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５４４＋ ４１：３３．８クビ １３．８�
８１６ サ ン カ ル ロ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－ ４ 〃 ハナ ４３．９�
１２ トレノジュビリー 牡６鹿 ５７ A．スボリッチ 廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４７６＋ ６ 〃 クビ ７８．８�

（独）

７１４ ストロングガルーダ 牡３青鹿５６ 福永 祐一村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８８± ０１：３４．０１
 ３３．３�
３６ ファイングレイン 牡６黒鹿５７ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：３４．１
 ５９．８�
５１０ スズカコーズウェイ 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４８８－ ４１：３４．２
 ２４．３�
８１８ サンダルフォン 牡６鹿 ５７ 四位 洋文 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５３８＋ ４１：３４．４１ ６１．１�
２３ マルカシェンク 牡６黒鹿５７ 柴山 雄一河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム ５０２＋１２１：３４．７１	 ２２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４２２，６８２，４００円 複勝： ３７７，５３４，７００円 枠連： ５５６，７０１，２００円

普通馬連： ２，２３８，２６５，６００円 馬単： １，２１６，３７０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５０７，２３１，７００円

３連複： ２，７９４，９１０，７００円 ３連単： ５，９４０，３４７，３００円 計： １４，０５４，０４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ６９０円 � ２９０円 枠 連（２－７） ８９０円

普通馬連 �� ６，６９０円 馬 単 �� ９，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９６０円 �� ５５０円 �� ５，８９０円

３ 連 複 ��� ２０，７３０円 ３ 連 単 ��� １０６，６８０円

票 数

単勝票数 計４２２６８２４ 的中 � １４９４１７０（１番人気）
複勝票数 計３７７５３４７ 的中 � １３９０２０９（１番人気）� ９２２８９（１１番人気）� ２６６２０３（３番人気）
枠連票数 計５５６７０１２ 的中 （２－７） ４６５２８３（３番人気）
普通馬連票数 計２２３８２６５６ 的中 �� ２４７１６２（２４番人気）
馬単票数 計１２１６３７００ 的中 �� ９３２０１（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５０７２３１７ 的中 �� ６１９７１（２２番人気）�� ２４５３３５（２番人気）�� ２００８９（６９番人気）
３連複票数 計２７９４９１０７ 的中 ��� ９９５０３（６１番人気）
３連単票数 計５９４０３４７３ 的中 ��� ４１０９５（２９８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．８―１２．４―１１．５―１１．４―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．０―３４．８―４７．２―５８．７―１：１０．１―１：２１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．５
３ １３－９（１，１２）（１１，１５）（４，１７）（８，１４）（６，１８）５（２，１６，１０）７，３ ４ １３，９－（１，１２）１５，１１（４，１７）（８，１８）（６，１４）５（２，１６）１０（７，３）

勝馬の
紹 介

カ ン パ ニ ー �
�
父 ミラクルアドマイヤ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．１．１７ 京都１着

２００１．４．２４生 牡８鹿 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ ３５戦１２勝 賞金 ９３９，６９８，０００円
〔制裁〕 ヒカルオオゾラ号の騎手C．スミヨンは，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（１１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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 アンダーカウンター号・エノク号・オースミダイドウ号・グラスキング号・クールシャローン号・

ゲイルスパーキー号・ゲットフルマークス号・ティアップゴールド号・トライアンフマーチ号・トールポピー号
※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。



３２０７２１１月２２日 小雨 良 （２１京都５）第６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５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１２� エーシンクールディ 牝３芦 ５４ 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 米 Winches-
ter Farm ４８８± ０１：２３．３ １４．３�

５９ ワールドワイド 牡３芦 ５６ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９４＋ ４１：２３．４� ５．３�
８１５ カラメルマキアート 牡４鹿 ５７ O．ペリエ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０２＋１０１：２３．５� ８．２�

（仏）

１２ 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 ４６６－ ２ 〃 アタマ １３．８�
７１３ ルティラーレ 牡４栗 ５７

５４ ▲国分 恭介岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４７８－ ４１：２３．７１ １２．２�
８１６ キタノアラワシ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５１６＋ ６ 〃 クビ ２５．１	
４７ メイショウセンゴク 牡４栗 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４７８＋１４１：２３．８クビ １０．１

１１ 	 アグネスイカロス 牡４栗 ５７ 柴山 雄一渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 川島牧場 ５００＋ ２１：２４．０１
 ６１．５�
４８ リバーアゲイン 牡４栗 ５７ 岩田 康誠河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４７６＋ ８１：２４．１� ２９．１�
３５ メイショウイッキ 牡４鹿 ５７ 角田 晃一松本 好氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４６４＋ ２１：２４．２クビ ２４．８�
５１０	 タ コ 牡３黒鹿５６ C．スミヨン 小田切有一氏 佐々木晶三 静内 タイヘイ牧場 ４９８－ ８１：２４．６２� ２０．８�

（仏）

２３ トシザワイルド 牡３栗 ５６ 川田 将雅上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ５００＋ ２１：２４．８１
 ２．６�
７１４ シルクパスワード 牡７栗 ５７ 上野 翔有限会社シルク目野 哲也 静内 カタオカフアーム ４６２＋１０１：２４．９� ３２２．６�
３６ ア ロ ド 牡５栗 ５７

５５ △松山 弘平�アカデミー 加用 正 浦河 日優牧場 ５０２－ ２１：２５．１� ５１．３�
２４ ドリームトラベラー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２ 〃 ハナ ２７．３�
６１１	 レッドゾーン 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４８６＋ ８１：２５．２� ２５９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６５，１７４，８００円 複勝： ９４，８７５，７００円 枠連： ６４，７０５，１００円

普通馬連： ２６１，９７９，１００円 馬単： １４７，２７６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ８０，２８１，７００円

３連複： ３００，６５１，９００円 ３連単： ６３２，６２６，９００円 計： １，６４７，５７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ４１０円 � ２４０円 � ３２０円 枠 連（５－６） ３，５００円

普通馬連 �� ４，１９０円 馬 単 �� １０，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６６０円 �� ２，０８０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� １５，７４０円 ３ 連 単 ��� １１０，３００円

票 数

単勝票数 計 ６５１７４８ 的中 � ３６１５８（７番人気）
複勝票数 計 ９４８７５７ 的中 � ５６７５１（７番人気）� １１９０２９（２番人気）� ７８８５３（４番人気）
枠連票数 計 ６４７０５１ 的中 （５－６） １３６４７（１７番人気）
普通馬連票数 計２６１９７９１ 的中 �� ４６２２９（１４番人気）
馬単票数 計１４７２７６９ 的中 �� １０６２０（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８０２８１７ 的中 �� １１９３６（１９番人気）�� ９４２７（２４番人気）�� １５４０７（１１番人気）
３連複票数 計３００６５１９ 的中 ��� １４０９８（５７番人気）
３連単票数 計６３２６２６９ 的中 ��� ４２３３（３３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．７―３４．０―４６．０―５８．２―１：１０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンクールディ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．３．１５ 阪神１０着

２００６．５．９生 牝３芦 母 Catalina 母母 Carolina Saga ６戦１勝 賞金 １７，３３６，０００円
［他本会外：２戦２勝］

※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 オリエンタルロック号・ボストンカラーズ号
※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６日 １１月２２日（日曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９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

３８０，４５０，０００円
４，２６０，０００円
２６，０２０，０００円
７，４８０，０００円
４１，０３０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６７，５０９，０００円
５，５８０，０００円
１，８７１，１００円

勝馬投票券売得金
７１３，１２３，５００円
８５９，３６６，７００円
８０３，８２４，４００円
３，１９６，９２６，７００円
１，８５２，９６７，４００円
８３２，１６２，７００円
３，９７７，９７７，８００円
８，１５１，３４０，４００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 ２０，３８７，６８９，６００円

総入場人員 ４０，７８３名 （有料入場人員 ３８，０３２名）




