
３２０１３１１月７日 曇 良 （２２京都６）第２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
１：１０．２

重

不良

４４ ワイルドビート 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ６１：１３．６ ４．３�

８１０ ナムラドリーミー 牝２鹿 ５４ 北村 友一奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４８４－１０１：１３．８１� ２．３�
１１ ショウナンタスク 牡２芦 ５５ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６± ０１：１３．９� ２．８�
２２ エーシンラッシング 牡２黒鹿５５ 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 松本牧場 ４９０± ０１：１４．３２� ６９．７�
５５ マンテンマックス 牡２鹿 ５５ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４４０＋ ２１：１４．７２� ２２４．６�
７９ シゲルトウカツカン 牡２鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦森中 蕃氏 小原伊佐美 様似 清水スタッド ４６０＋ ８１：１４．９１� ５５．１	
６６ ブラウンシュガー 牡２青鹿５５ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４７２－ ６１：１５．０� ９．９

８１１ ユメノアイリス 牝２鹿 ５４

５２ △高倉 稜玉井 宏和氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４６２＋１６１：１５．２１� １９．７�
３３ ニューセレクト 牡２栗 ５５ 小林 徹弥高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４３２＋ ６１：１５．３� ５１．０�
６７ ホクザンヴィリル 牡２栗 ５５ 野元 昭嘉木本 弘孝氏 野元 昭 浦河 原 敏明 ４７８－ ６１：１６．８９ １９１．３�
７８ リバースターリング 牡２栗 ５５ 秋山真一郎河越 武治氏 須貝 彦三 日高 豊洋牧場 ４６４－ ２ （競走中止） １５１．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，４２６，３００円 複勝： ２４，６５６，３００円 枠連： ８，７２５，１００円

普通馬連： ３３，４０７，９００円 馬単： ２８，４７１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０９１，５００円

３連複： ４７，５２９，９００円 ３連単： ９５，７２３，５００円 計： ２６５，０３１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（４－８） ３８０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２００円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ２７０円 ３ 連 単 ��� ２，２２０円

票 数

単勝票数 計 １２４２６３ 的中 � ２３２７５（３番人気）
複勝票数 計 ２４６５６３ 的中 � ３７１８２（３番人気）� １１０９２１（１番人気）� ５０７４８（２番人気）
枠連票数 計 ８７２５１ 的中 （４－８） １７２８８（２番人気）
普通馬連票数 計 ３３４０７９ 的中 �� ６２１３５（２番人気）
馬単票数 計 ２８４７１４ 的中 �� ２１１７０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０９１５ 的中 �� ２１５６４（２番人気）�� １５４０４（３番人気）�� ３１１５９（１番人気）
３連複票数 計 ４７５２９９ 的中 ��� １３４３０３（１番人気）
３連単票数 計 ９５７２３５ 的中 ��� ３１９３４（７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．１―１２．５―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．０―３６．１―４８．６―１：００．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイルドビート �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 クリエイター デビュー ２０１０．９．２６ 阪神８着

２００８．４．２８生 牡２鹿 母 アフタービート 母母 ビ ー バ ッ プ ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔競走中止〕 リバースターリング号は，発走直後にバランスをくずし，騎手が落馬したため競走中止。



３２０１４１１月７日 曇 良 （２２京都６）第２日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３５分 （芝・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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

５１０ ツカサリボン 牝２栗 ５４ 小牧 太中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４３２－ ８１：２２．１ ４．８�

７１４ プリティアクィーン 牝２鹿 ５４
５１ ▲川須 栄彦�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ４５６＋ ８１：２２．２� ５．７�

５９ マイネエレーナ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４２２＋ ６１：２２．３� １０９．６�

６１１ コウエイオトメ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４６８± ０１：２２．６１� １１．４�
８１８ アンクレット 牝２栗 ５４ 武 豊山本 英俊氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４２２－ ２１：２２．７� ８．９�
７１５ チアフルアイズ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介�アカデミー 池江 泰郎 新ひだか フジワラフアーム ４１６＋２４１：２２．８� ６．０�
４８ ミヤジメーテル 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 笹島 政信 ４７８－ ４１：２２．９クビ １５．７	
１２ ディアアプローズ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２＋１６ 〃 クビ ７３．７

３５ メジロマリシテン 牝２鹿 ５４ 四位 洋文�メジロ牧場 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８－ ２ 〃 ハナ １４．９�
６１２ キッスオブドラゴン 牝２芦 ５４ 浜中 俊小田切 光氏 須貝 尚介 浦河 木村牧場 ４５０＋１０１：２３．２１� ３１．８
８１６ ツ ナ ミ 牝２黒鹿 ５４

５２ △高倉 稜水上ふじ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４１８－ ２１：２３．３� １９．７�
１１ マルデデルマ 牝２栗 ５４ 古川 吉洋吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４４４＋ ８１：２３．８３ ２４．５�
２３ ル ン デ ィ ー 牝２芦 ５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 日高 豊洋牧場 ４３０± ０ 〃 クビ ２２４．１�
８１７ シェイクラブハート 牝２栗 ５４ 藤田 伸二飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４４２＋ ６１：２３．９クビ １９．９�
２４ ウエスタンジェミー 牝２鹿 ５４ 北村 友一西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４３８＋ ８ 〃 アタマ １９９．４�
７１３ エーシンマギー 牝２黒鹿５４ 川田 将雅�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 築紫 洋 ４３２＋ ４１：２４．０� ６．２�
４７ メイショウモンシロ 牝２鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 林 孝輝 ５００－ ２１：２４．３２ １６１．７�
３６ クリノダイヤモンド 牝２芦 ５４ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 永村 侑 ４８６－ ２１：２４．９３� １６７．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，７６１，８００円 複勝： ２４，４６５，３００円 枠連： １７，７４７，３００円

普通馬連： ４２，９５１，２００円 馬単： ２７，３７６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０７３，１００円

３連複： ６５，１４４，９００円 ３連単： ９０，８３０，８００円 計： ３０１，３５０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � １，８６０円 枠 連（５－７） ５００円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ７，３８０円 �� ９，２６０円

３ 連 複 ��� ６５，８６０円 ３ 連 単 ��� ２２７，２４０円

票 数

単勝票数 計 １３７６１８ 的中 � ２２９５７（１番人気）
複勝票数 計 ２４４６５３ 的中 � ４５８４２（１番人気）� ３２６９１（２番人気）� ２４９１（１３番人気）
枠連票数 計 １７７４７３ 的中 （５－７） ２６２１２（２番人気）
普通馬連票数 計 ４２９５１２ 的中 �� ２３９９３（１番人気）
馬単票数 計 ２７３７６２ 的中 �� ８３５６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０７３１ 的中 �� ９６７４（２番人気）�� ６０６（６２番人気）�� ４８２（６９番人気）
３連複票数 計 ６５１４４９ 的中 ��� ７３０（１７１番人気）
３連単票数 計 ９０８３０８ 的中 ��� ２９５（７４４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．５―１１．７―１１．９―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３４．６―４６．３―５８．２―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツカサリボン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．１０．２３ 京都３着

２００８．２．１６生 牝２栗 母 エターナルシャイン 母母 マークプロミス ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



３２０１５１１月７日 曇 良 （２２京都６）第２日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時０５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

４５ レッドデイヴィス �２鹿 ５５ 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４１：３５．４ ３．０�

６１０ ロードハリアー 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 ４７６＋ ２１：３５．５� ３．８�
２２ ツルマルレオン 牡２鹿 ５５ 武 豊鶴田 任男氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５０６＋ ８１：３５．６� ３．８�
７１１ エーシンサクショー 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 B４２８－ ６１：３５．８１� １８７．７�
６９ ダノンハロー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４８± ０ 〃 クビ ９．８�
３４ タガノエベンヌ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５８＋ ２１：３５．９	 ６．８�
３３ セルリアンディンゴ 牡２黒鹿５５ 熊沢 重文	イクタ 田所 秀孝 むかわ フラット牧場 ４９０± ０１：３６．０クビ ３５．８

８１３ アルドワーズ 牡２芦 ５５ 幸 英明 	キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム ４３０± ０１：３６．３１	 ４２．３�
８１４ キョウワシリウス 牝２鹿 ５４ 川島 信二	協和牧場 荒川 義之 新冠 協和牧場 ４６０－ ６１：３６．５１� １１１．７�
７１２ ハーイスマイル 牡２黒鹿５５ 小牧 太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 ４７０＋ ６１：３６．８１	 １５．９
４６ ミッキーソング 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋三木 久史氏 福島 信晴 青森 伊藤牧場 ４６４＋ ２１：３６．９� １７９．３�
５８ キングウェリナ 牡２鹿 ５５

５３ △高倉 稜宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４６４＋１０ 〃 ハナ １４０．９�
１１ レ リ シ ェ ス 牝２栗 ５４ 小坂 忠士	日進牧場 佐山 優 新ひだか 坂本牧場 ４５６± ０１：３８．６大差 ３１１．２�

（１３頭）
５７ ラ ン デ ブ ー 牝２栗 ５４ 浜中 俊 �ローレルレーシング 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４３０－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，８５８，８００円 複勝： ２８，９８２，５００円 枠連： １２，６０１，９００円

普通馬連： ４０，４１２，５００円 馬単： ３０，９６０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８１０，９００円

３連複： ５５，８３５，５００円 ３連単： ９５，８３７，２００円 計： ２９９，３００，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（４－６） ４００円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２３０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ３，２５０円

票 数

単勝票数 差引計 １６８５８８（返還計 ２０８１） 的中 � ４５２９１（１番人気）
複勝票数 差引計 ２８９８２５（返還計 ３１４６） 的中 � ８５９１３（１番人気）� ４９８４８（２番人気）� ４３２７４（３番人気）
枠連票数 差引計 １２６０１９（返還計 １１９） 的中 （４－６） ２３７７７（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ４０４１２５（返還計 ７９６９） 的中 �� ５４３９０（１番人気）
馬単票数 差引計 ３０９６０９（返還計 ６０５９） 的中 �� ２４３７３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １７８１０９（返還計 ６０４８） 的中 �� ２２６０８（１番人気）�� ２０３４２（２番人気）�� １０８８５（５番人気）
３連複票数 差引計 ５５８３５５（返還計 ２３６２０） 的中 ��� ６９９２１（１番人気）
３連単票数 差引計 ９５８３７２（返還計 ３９０９０） 的中 ��� ２１７６９（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１２．４―１２．４―１２．０―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．９―４７．３―５９．７―１：１１．７―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドデイヴィス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．９．１９ 阪神２着

２００８．２．２２生 �２鹿 母 ディクシージャズ 母母 ディクシースプラッシュ ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走除外〕 ランデブー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。



３２０１６１１月７日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２京都６）第２日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３５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

４６ マーベラスパレード 牡７栗 ６０ 岩崎 祐己笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４８２＋ ６３：１７．８ １４．５�

１１ ビービースカット 牡３青鹿５８ 西谷 誠�坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ５０４＋ ２３：１８．０１� ２．２�
５８ ハマノツーステップ 牡３栗 ５８ 難波 剛健浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４７６± ０３：１８．１クビ １９．９�
６９ � ジェンティリティー �５栗 ６０ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４４± ０３：１８．２� ３．８�
７１１ リアルヴィクトリー 牡５鹿 ６０ 白浜 雄造杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４７８＋ ６３：１８．８３� ７．５�
４５ テイエムリュウジン 牡４芦 ６０ 佐久間寛志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８２＋ ２３：１９．８６ ６．４�
６１０ ゴーカイフォンテン 牡４鹿 ６０ 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 ４７６－１０３：２０．２２� ５１．５	
８１４ テンシノアスター 牡３栗 ５８ 中村 将之杉谷 桝夫氏 松元 茂樹 浦河 金成吉田牧場 ４６４＋ ６３：２０．６２� ８４．７

３４ ゴールデンダニエル 牡３栗 ５８ 石神 深一�協栄 中島 敏文 日高 タバタファーム ４２８－ ２３：２３．２大差 １１３．１�
５７ スズカフェロー 牡７鹿 ６０ 高野 容輔永井 啓弍氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４９８＋１０３：２４．３７ ７６．６
８１３ オンワードフレスコ 牝３栗 ５６ 今村 康成�オンワード牧場 清水 出美 浦河 オンワード牧場 ４８６＋１８３：２５．７９ １２１．２�
７１２ テイエムロウラン 牝３栗 ５６ 黒岩 悠竹園 正繼氏 鹿戸 明 新ひだか テイエム牧場静内分場 ４５４ ―３：２９．２大差 ３５．０�
２２ ホウネンマンサク 牝３黒鹿５６ 五十嵐雄祐鳴田 啓志氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 ４８４－ ２ （競走中止） １１５．４�
３３ エーティードン 牡５鹿 ６０ 金折 知則荒木 徹氏 木原 一良 門別 法理牧場 ５０６＋１４ （競走中止） ４１．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，７０３，２００円 複勝： １４，１５４，７００円 枠連： １１，３６６，１００円

普通馬連： ３２，４４１，７００円 馬単： ２８，９８６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８３３，８００円

３連複： ４９，５１４，５００円 ３連単： ８９，３７９，８００円 計： ２５３，３８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ３１０円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（１－４） ４９０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ４，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� １，７７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ４，３３０円 ３ 連 単 ��� ２５，９１０円

票 数

単勝票数 計 １３７０３２ 的中 � ７４６３（５番人気）
複勝票数 計 １４１５４７ 的中 � ９７５４（５番人気）� ４２０１８（１番人気）� ９１８７（６番人気）
枠連票数 計 １１３６６１ 的中 （１－４） １７２５０（２番人気）
普通馬連票数 計 ３２４４１７ 的中 �� １８０５８（４番人気）
馬単票数 計 ２８９８６９ 的中 �� ４８２８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８３３８ 的中 �� ６６２６（５番人気）�� １８０４（１９番人気）�� ５７１３（７番人気）
３連複票数 計 ４９５１４５ 的中 ��� ８４４３（１３番人気）
３連単票数 計 ８９３７９８ 的中 ��� ２５４６（７１番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５２．５－３F ３８．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーベラスパレード �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．１２．４ 阪神３着

２００３．３．８生 牡７栗 母 マーベラスウーマン 母母 ノンダムール 障害：７戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔競走中止〕 エーティードン号は，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。

ホウネンマンサク号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため２周目２コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ハマノツーステップ号の騎手難波剛健は，２周目４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番への進路

影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 テイエムブユウデン号・メイショウズイカク号
（非抽選馬） ２頭 アラタマポケット号・デアモント号



３２０１７１１月７日 曇 良 （２２京都６）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０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

５５ タ ナ ト ス 牡２黒鹿５５ 武 豊榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４４ ―１：５６．４ ３．５�

３３ � テーオーブユウデン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一小笹 公也氏 笹田 和秀 米 Yanagawa
Stud Ltd. ５２０ ―１：５７．１４ ３．７�

８８ ホワイトアルバム 牝２芦 ５４ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９２ ―１：５７．４２ ２１．７�
４４ カネトシマーシャル 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ４７８ ―１：５７．６１� ５．４�
１１ � フ ィ オ リ ア 牡２鹿 ５５

５３ △高倉 稜藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.
Partners ４７０ ―１：５７．８１� ４．５�

８９ ローレルマキバオー 牡２栗 ５５ 熊沢 重文 �ローレルレーシング 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６６ ―１：５８．５４ ３１．２�
６６ ドリームマキシマム 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介セゾンレースホース� 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４９６ ―１：５９．５６ ５．６	
２２ クールファルコン 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 ５０８ ― 〃 ハナ ８４．０

７７ ホッコーキングダム 牡２栗 ５５ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４９６ ―１：５９．６� ４４．５�

（９頭）

売 得 金

単勝： １３，６２９，６００円 複勝： １８，４２２，４００円 枠連： ９，０６０，８００円

普通馬連： ３１，２３３，４００円 馬単： ２６，５７５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，４５３，０００円

３連複： ３９，２８３，８００円 ３連単： ８９，０４２，９００円 計： ２３９，７０１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ４６０円 枠 連（３－５） ６９０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，０９０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ３，８１０円 ３ 連 単 ��� １５，２７０円

票 数

単勝票数 計 １３６２９６ 的中 � ３１３０５（１番人気）
複勝票数 計 １８４２２４ 的中 � ３７０２３（２番人気）� ４７８６５（１番人気）� ６７４４（６番人気）
枠連票数 計 ９０６０８ 的中 （３－５） ９７５７（１番人気）
普通馬連票数 計 ３１２３３４ 的中 �� ３９２２５（１番人気）
馬単票数 計 ２６５７５８ 的中 �� １７０５２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２４５３０ 的中 �� １３６８７（１番人気）�� ２５６１（１２番人気）�� ２７２９（１１番人気）
３連複票数 計 ３９２８３８ 的中 ��� ７６２０（１１番人気）
３連単票数 計 ８９０４２９ 的中 ��� ４３０４（５８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１４．１―１３．４―１２．８―１２．５―１２．８―１３．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３８．５―５１．９―１：０４．７―１：１７．２―１：３０．０―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．２
１
３
１，３，６，８，４，９，５，７，２
１（３，６）（４，８）＝９－５（７，２）

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

勝馬の
紹 介

タ ナ ト ス �

父 シンボリクリスエス �


母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．４．１２生 牡２黒鹿 母 ジョウノビクトリア 母母 ミヤビサクラコ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ホワイトアルバム号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番への進路影

響）
※出走取消馬 サンライズスター号（疾病〔両後肢挫創〕のため）



３２０１８１１月７日 曇 良 （２２京都６）第２日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１３時００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

６８ トーセンラー 牡２黒鹿５５ 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３８ ―１：５１．４ １．５�

８１３ ハーバーコマンド 牡２青 ５５ 藤田 伸二谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６８ ― 〃 クビ ６．５�
４５ マコトサンパギータ 牝２栗 ５４ 四位 洋文眞壁 明氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４４４ ―１：５１．５� １３．５�
５７ カレンミロティック 牡２栗 ５５ 浜中 俊鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４６８ ―１：５１．６クビ ３２．１�
６９ エスカナール 牝２黒鹿５４ 福永 祐一下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４７４ ―１：５１．８１� １１．３�
３３ サクラライジング 牡２鹿 ５５ 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４６０ ―１：５２．３３ １９．７	
８１２ アドマイヤサイモン 牡２栗 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６４ ―１：５２．４� ９．７

５６ メイショウリョウマ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一松本 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 ５３０ ―１：５２．６１� ５１．６�
２２ マイネルリベルテ 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 平取 北島牧場 ４８６ ―１：５２．９１� ７６．９�
４４ スマートアルタス 牡２栗 ５５ 小牧 太大川 徹氏 小崎 憲 日高 坂田牧場 ４７６ ―１：５３．２２ ９４．６
７１１ エーシンサンファン 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎�栄進堂 野元 昭 浦河 山田 昇史 ４７０ ―１：５３．６２� １２０．８�
７１０ ト リ ノ 牡２栗 ５５

５３ △高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４８０ ―１：５３．７� １５７．３�
１１ ウーシエンダー 牡２黒鹿５５ 田中 克典�樽さゆり氏 松永 昌博 新冠 ヒノデファーム ４７０ ―１：５４．１２� ２１１．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，６４０，８００円 複勝： ６０，３７６，８００円 枠連： １７，３１９，５００円

普通馬連： ４４，３０９，６００円 馬単： ４６，４３８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，００８，４００円

３連複： ５７，６１１，４００円 ３連単： １３５，２６９，０００円 計： ４０８，９７３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（６－８） ２１０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ３３０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� ３，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２７６４０８ 的中 � １５２８５２（１番人気）
複勝票数 計 ６０３７６８ 的中 � ４１３９６８（１番人気）� ４６６１６（２番人気）� ２５９２５（４番人気）
枠連票数 計 １７３１９５ 的中 （６－８） ６３００４（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４３０９６ 的中 �� ８２５６５（１番人気）
馬単票数 計 ４６４３８１ 的中 �� ６４７３５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０００８４ 的中 �� ２８６４６（１番人気）�� １４９２４（４番人気）�� ５２２８（９番人気）
３連複票数 計 ５７６１１４ 的中 ��� ２９６０９（４番人気）
３連単票数 計１３５２６９０ 的中 ��� ２７６９９（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．６―２５．６―３８．３―５１．４―１：０４．６―１：１７．４―１：２９．２―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンラー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lycius 初出走

２００８．４．２１生 牡２黒鹿 母 プリンセスオリビア 母母 Dance Image １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。



３２０１９１１月７日 曇 良 （２２京都６）第２日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０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
１：２１．８

重

稍重

５８ アクティビューティ 牝３芦 ５４ 熊沢 重文�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５０８＋ ８１：２４．４ １０．６�

６１０ トウカイレジーナ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４４８－ ４１：２５．３５ ８．７�
７１３ トップオブザヘヴン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４５２＋ ４１：２５．４� ４．３�
３４ ピサノプリヴェ 牝４栗 ５５ 福永 祐一市川 義美氏 坂口 正大 日高 下河辺牧場 ４８８＋ ４１：２５．６１� １．９�
２３ ヴンダーゾンネ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド ４８０＋ ８１：２５．７クビ ２８．５�
５９ フェイズシフト 牝４黒鹿５５ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４５２－１０ 〃 クビ １２．９�
８１５ ワンダーフウラン 牝４鹿 ５５

５３ △高倉 稜山本 信行氏 領家 政蔵 三石 城地 清満 ４７４＋ ４ 〃 ハナ １８．７	
４６ マストバイアイテム 牝３黒鹿５４ 幸 英明�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４４８－ ６１：２６．３３� ２９．３

８１４� メイショウフェーヴ 牝５栗 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４６２± ０ 〃 クビ １０９．０�
２２ � スズカスコール 牝４栗 ５５ 田島 裕和永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４７４－ ６１：２６．５１� ２７８．７�
３５ � スウィングダンス 牝３黒鹿５４ 石橋 守原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４２４－ ７１：２６．６� ７６．８
６１１ ピエナリリー 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝本谷 兼三氏 藤沢 則雄 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：２６．９１� ７７．５�
４７ スナークチェリー 牝３栗 ５４ 浜中 俊杉本仙次郎氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４４８－ ８１：２７．２１� ８５．５�
１１ � オリオンザドーター 牝３栗 ５４ 北村 友一平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４５０＋ ４１：２７．３クビ ３４２．４�
７１２ キタサンスズラン 牝３黒鹿５４ 小牧 太�大野商事 須貝 尚介 新ひだか カタオカステーブル ４６６－ ８１：２８．０４ ２４．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，４２２，７００円 複勝： ３７，５９１，９００円 枠連： １６，４３１，１００円

普通馬連： ５５，０７１，８００円 馬単： ４２，１５９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１５５，４００円

３連複： ７７，６３８，８００円 ３連単： １４０，３０３，９００円 計： ４０９，７７４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ３３０円 � ３８０円 � ２１０円 枠 連（５－６） ２，８００円

普通馬連 �� ４，３９０円 馬 単 �� １１，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ６８０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ８，３７０円 ３ 連 単 ��� ６１，０９０円

票 数

単勝票数 計 １８４２２７ 的中 � １３７９６（４番人気）
複勝票数 計 ３７５９１９ 的中 � ２８６２８（３番人気）� ２４３９５（４番人気）� ５３３４１（２番人気）
枠連票数 計 １６４３１１ 的中 （５－６） ４３３６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ５５０７１８ 的中 �� ９２７０（１２番人気）
馬単票数 計 ４２１５９２ 的中 �� ２７４９（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１５５４ 的中 �� ３４１０（１５番人気）�� ８３１０（５番人気）�� ６４４４（９番人気）
３連複票数 計 ７７６３８８ 的中 ��� ６８４９（２７番人気）
３連単票数 計１４０３０３９ 的中 ��� １６９５（１６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．２―４７．４―５９．５―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アクティビューティ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２００９．１１．７ 京都６着

２００７．３．１生 牝３芦 母 ファンドリオボッコ 母母 ハギノオボツコー １２戦２勝 賞金 １９，６５０，０００円



３２０２０１１月７日 曇 良 （２２京都６）第２日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００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

１１ プリンセスペスカ 牝４栗 ５５ 池添 謙一山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４６６＋１０１：５２．３ ５．１�

６６ アイアムピカイチ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅堀 紘一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５１０＋ ４１：５２．６１� ２．５�
５５ コウユーヒーロー 牡３青 ５５ 浜中 俊加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５０６－ ２１：５２．７� ４３．３�
２２ タイキジャガー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７６－ ４１：５２．８� ２０．９�
８８ キンショーダンデー 牡３栗 ５５ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４７６＋１０１：５２．９クビ ７．９�
３３ オースミイレブン 牡３芦 ５５ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 高瀬牧場 ５０２＋ ６ 〃 アタマ ３．６	
４４ 	 アストレーション 牡４栗 ５７ 福永 祐一広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock ４７６－１４１：５４．０７ １１．３

７７ ベルモントサーガ 牡４黒鹿５７ 武 豊 �ベルモントファーム 矢作 芳人 新冠 ベルモント

ファーム ５３８± ０１：５４．４２� １４．２�
８９ 	 トップジャイアンツ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二横瀬 兼二氏 山内 研二 豪

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

４９８＋ ２１：５４．５クビ ５５．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２１，４７７，７００円 複勝： ３６，５５５，８００円 枠連： １２，４４０，６００円

普通馬連： ６１，５６３，５００円 馬単： ４３，５７５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９８２，７００円

３連複： ７２，５１６，６００円 ３連単： １５６，８７２，０００円 計： ４２５，９８３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � ６１０円 枠 連（１－６） ５５０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，７４０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ５，２３０円 ３ 連 単 ��� ２５，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２１４７７７ 的中 � ３３７４２（３番人気）
複勝票数 計 ３６５５５８ 的中 � ５５２６５（３番人気）� １３１０９７（１番人気）� ９１０２（９番人気）
枠連票数 計 １２４４０６ 的中 （１－６） １６９６１（２番人気）
普通馬連票数 計 ６１５６３５ 的中 �� ９４２２７（２番人気）
馬単票数 計 ４３５７５０ 的中 �� ２４０８５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９８２７ 的中 �� ２８２０５（２番人気）�� ２５８４（２２番人気）�� ４３９５（１４番人気）
３連複票数 計 ７２５１６６ 的中 ��� １０２５１（１９番人気）
３連単票数 計１５６８７２０ 的中 ��� ４４７３（８２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．２―３５．９―４８．８―１：０１．７―１：１４．４―１：２６．７―１：３９．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プリンセスペスカ 
�
父 チーフベアハート 

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２００８．８．２３ 小倉７着

２００６．３．２１生 牝４栗 母 テンザンキラリ 母母 テンザンタカネ ２２戦４勝 賞金 ４６，９３４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



３２０２１１１月７日 曇 良 （２２京都６）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

や さ か

八坂ステークス
発走１４時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，２１．１１．７以降２２．１１．１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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１０ オートドラゴン 牡６栗 ５６ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５１０＋ ２１：４６．５ ５．３�

１１ � モエレビクトリー 牡４黒鹿５６ 秋山真一郎西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 中村 和夫 ５１２＋ ２１：４６．７１� ５．１�
７１１� エーシンコンファー 牝５青鹿５１ 高倉 稜�栄進堂 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ４８４＋ ２１：４６．８クビ ４７．５�
６９ マッシヴエンペラー 牡５栗 ５４ 和田 竜二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４９８＋ ６ 〃 クビ ２２．８�
６８ ダンツホウテイ 牡５黒鹿５６ 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４６４－ ６１：４６．９	 ９．５�
５６ ミッキーパンプキン 牡４鹿 ５７ 四位 洋文野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４４６－ ２１：４７．０� ３．５�
４４ マッハヴェロシティ 牡４青 ５６ 武 豊井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５３０± ０１：４７．２１ ３．９	
３３ ブーケフレグランス 牝５栗 ５３ 後藤 浩輝 
社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２６＋１０１：４７．４１� ３８．０�
４５ アペリティフ 
７鹿 ５５ 幸 英明前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６１：４７．５	 ８１．９�
２２ ゴールデンガッツ 牡５栗 ５４ 福永 祐一�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４８８－１２ 〃 クビ ２３．４
８１３ タイセイファイター 牡６鹿 ５５ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５２２－１４１：４７．７１� １０３．７�
８１２ アグネススターチ 牡５鹿 ５４ 浜中 俊渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：４７．８クビ １１７．２�
５７ レッドスパークル 牡３栗 ５３ 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 B４８２＋ ２１：４８．１１	 １５．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，６２２，８００円 複勝： ４５，６４４，０００円 枠連： ２１，６８９，４００円

普通馬連： １０８，７４６，７００円 馬単： ６３，４３３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，４２４，３００円

３連複： １２７，１７５，８００円 ３連単： ２５４，０９０，３００円 計： ６８１，８２６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ８３０円 枠 連（１－７） １，０５０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ２，５３０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� １３，８６０円 ３ 連 単 ��� ３４，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２６６２２８ 的中 � ３９８８６（４番人気）
複勝票数 計 ４５６４４０ 的中 � ７３２１７（４番人気）� ７８０８０（３番人気）� １０７１５（９番人気）
枠連票数 計 ２１６８９４ 的中 （１－７） １５２６６（７番人気）
普通馬連票数 計１０８７４６７ 的中 �� ８４４３６（４番人気）
馬単票数 計 ６３４３３６ 的中 �� ２５８３８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４４２４３ 的中 �� １９９２８（５番人気）�� ３１８６（３１番人気）�� ３７９５（２５番人気）
３連複票数 計１２７１７５８ 的中 ��� ６７７５（４８番人気）
３連単票数 計２５４０９０３ 的中 ��� ５３７１（１０４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．４―１１．９―１２．４―１２．０―１１．４―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．２―４７．１―５９．５―１：１１．５―１：２２．９―１：３４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．０
３ １，１１－１３（８，７）９，１０（３，４，１２）６，２，５ ４ １，１１，１３（８，７）（９，１０）（３，６）（４，１２）（２，５）

勝馬の
紹 介

オートドラゴン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００６．１２．９ 中京６着

２００４．２．２２生 牡６栗 母 アルパインカーリー 母母 アルパイントレジャー １５戦５勝 賞金 ８１，０８０，０００円



３２０２２１１月７日 曇 良 （２２京都６）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

きょうらく

京洛ステークス
発走１５時１０分 （芝・右）

３歳以上，２１．１１．７以降２２．１１．１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 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

６８ アーバンストリート 牡６芦 ５４ 幸 英明佐藤 幸彦氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５６＋ ６１：０８．４ １０．４�

８１１� ヤマカツマリリン 牝６栗 ５１ 小林 徹弥山田 和夫氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５３８＋ ８１：０８．５� ２３．４�
７９ ケイアイアストン 牡５鹿 ５５ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４７０－ ４ 〃 ハナ １２．２�
６７ エーシンダックマン 牡３鹿 ５４ 四位 洋文�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ ３．３�
５５ � シンボリグラン 牡８芦 ５６ 川田 将雅シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５４６－ ２１：０８．６	 ６．２�
４４ エイシンタイガー 牡４黒鹿５７ 池添 謙一平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ５００＋ ２ 〃 アタマ ３．４�
８１２ シャウトライン 牡６青鹿５６ 浜中 俊	協和牧場 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４９４＋ ４１：０８．７クビ １８．６

５６ ショウナンカザン 牡５鹿 ５６ 小牧 太国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４８０＋ ２１：０８．８	 ９．４�
３３ ダイシングロウ 牡６黒鹿５４ 福永 祐一大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５１０＋１０１：０９．０１
 ２５．７�
７１０ ステラリード 牝３栗 ５１ 芹沢 純一広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４３２± ０１：０９．２１ ４２．１
１１ � エフテーストライク 牝６青鹿５０ 高倉 稜深野 茂雄氏 尾関 知人 三石 斉藤 正男 ４４０＋ ６１：０９．３� １０１．５�
２２ トレノジュビリー 牡７鹿 ５６ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４７６＋１４１：０９．６２ ２１．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２９，７２０，５００円 複勝： ４３，４９７，２００円 枠連： ２５，０６８，６００円

普通馬連： １１８，６３０，７００円 馬単： ６８，８１６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，２６２，１００円

３連複： １４８，５９０，８００円 ３連単： ２８５，８８３，２００円 計： ７５７，４６９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ３８０円 � ６６０円 � ３８０円 枠 連（６－８） １，３２０円

普通馬連 �� １４，５９０円 馬 単 �� ２２，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３５０円 �� １，５５０円 �� ２，８６０円

３ 連 複 ��� ３０，３６０円 ３ 連 単 ��� １９０，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２９７２０５ 的中 � ２２５３３（５番人気）
複勝票数 計 ４３４９７２ 的中 � ３１８０７（６番人気）� １６３６８（８番人気）� ３１８８７（５番人気）
枠連票数 計 ２５０６８６ 的中 （６－８） １４０５０（５番人気）
普通馬連票数 計１１８６３０７ 的中 �� ６００１（４１番人気）
馬単票数 計 ６８８１６１ 的中 �� ２２８１（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７２６２１ 的中 �� ２７１６（４１番人気）�� ６０４２（１９番人気）�� ３１９３（３５番人気）
３連複票数 計１４８５９０８ 的中 ��� ３６１２（９５番人気）
３連単票数 計２８５８８３２ 的中 ��� １１０９（５２５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．１―１１．２―１０．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．４―３４．５―４５．７―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．０―３F３３．９
３ ７，１１（４，１２）（６，１０）（２，９）５，８，３，１ ４ ・（７，１１）（４，１２）（６，１０）９（２，５，８）３，１

勝馬の
紹 介

アーバンストリート �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Theatrical デビュー ２００６．８．１３ 小倉１着

２００４．４．４生 牡６芦 母 タイキクリスティー 母母 Certain Secret ３７戦７勝 賞金 １６０，７１６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出走取消馬 アンバージャック号（疾病〔右後球節炎〕のため）
※エフテーストライク号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３２０２３１１月７日 曇 良 （２２京都６）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第１回みやこステークス（ＧⅢ）

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，２１．１１．７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，２１．１１．６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）

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１２ トランセンド 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４＋ ６１：４９．８ ３．１�

２４ キングスエンブレム 牡５青 ５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：５０．０１� ２．９�
７１４� サクラロミオ 牡５鹿 ５６ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ５０４＋ ２１：５０．２１� ３４．０�
７１３ アドマイヤスワット 牡５栗 ５６ 古川 吉洋近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ２１：５０．４１� １４７．９�
５９ パワーストラグル 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４６０－ ３１：５０．５	 １４．１�
６１２ ワンダーアキュート 牡４鹿 ５７ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５１２＋１０ 〃 ハナ ２２．１	
２３ ク リ ー ン 牡６鹿 ５６ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６１０± ０１：５０．６クビ ２３０．２

３６ ドリームライナー 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４９２－ ２１：５０．８１	 ２７．４�
８１５ クリールパッション 牡５鹿 ５７ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４７０－ ４１：５０．９	 １３．４�
８１６ ワンダースピード 牡８黒鹿５７ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４８０± ０１：５１．１１ ３７．７
４７ ダイシンオレンジ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ５０６＋ ８１：５１．５２	 ７．２�
１１ ナニハトモアレ 牡４黒鹿５６ 池添 謙一�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５０６± ０１：５１．７１	 ４３．４�
５１０ アドマイヤシャトル 牡４鹿 ５６ 四位 洋文近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６８± ０１：５１．８
 ９．９�
３５ ロールオブザダイス 牡５栗 ５７ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：５１．９	 ８４．０�
６１１ プレファシオ 牡３芦 ５４ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８２－ ６１：５４．７大差 １９５．４�
４８ フサイチピージェイ 牡５鹿 ５６ 幸 英明吉田 千津氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：５５．１２	 １１２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２１，４８５，２００円 複勝： １６６，２５２，５００円 枠連： １０９，８９４，１００円

普通馬連： ５３５，２５１，１００円 馬単： ２９６，０２４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５６，４０７，０００円

３連複： ７２７，８９６，０００円 ３連単： １，４３６，５２９，６００円 計： ３，５４９，７４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ５５０円 枠 連（１－２） ４８０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，６７０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ４，４４０円 ３ 連 単 ��� １５，４１０円

票 数

単勝票数 計１２１４８５２ 的中 � ３１５５４７（２番人気）
複勝票数 計１６６２５２５ 的中 � ３６４３７９（２番人気）� ３８３５３９（１番人気）� ５１３３１（９番人気）
枠連票数 計１０９８９４１ 的中 （１－２） １７２３９６（１番人気）
普通馬連票数 計５３５２５１１ 的中 �� ８５７９６７（１番人気）
馬単票数 計２９６０２４８ 的中 �� ２３０５５９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５６４０７０ 的中 �� ２１４８００（１番人気）�� ２００７９（２０番人気）�� ２６３８９（１５番人気）
３連複票数 計７２７８９６０ 的中 ��� １２１２００（１１番人気）
３連単票数 計１４３６５２９６ 的中 ��� ６８７９８（３２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１２．６―１２．４―１２．５―１２．４―１２．０―１２．１―１２．７

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トランセンド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．２．１４ 京都２着

２００６．３．９生 牡４鹿 母 シネマスコープ 母母 ブルーハワイ １２戦６勝 賞金 １６２，７４４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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） １頭 エアマックール号
（非抽選馬） ９頭 エプソムアーロン号・キョウエイアシュラ号・サイキョウワールド号・スピードタッチ号・ダイワマックワン号・

ビービーファルコン号・ファルカタリア号・ペプチドルビー号・ムラマサノヨートー号



３２０２４１１月７日 曇 良 （２２京都６）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （芝・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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

３４ アルーリングライフ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－１２１：０８．７ ２．５�

８１４ エーシンヴァーゴウ 牝３栗 ５４ 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４７０＋ ６１：０８．９１� ３．４�
６９ レイクエルフ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４６＋１０ 〃 アタマ ３３．９�
６１０ トーホウシンバル 牝３青鹿５４ 浜中 俊東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４３６＋ ４ 〃 アタマ ６．６�
５８ メルシーヨーク 牝５鹿 ５５ 北村 友一永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４３６－ ２１：０９．０� ２２６．９�
７１２ メイショウシェイク 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５２０＋ ４１：０９．１	 ２３．５	
５７ 
 アーリーデイズ �３鹿 ５６ 後藤 浩輝加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette ４７２＋ ４１：０９．２クビ ２０．９

２２ レオプライム 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎�レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４４４＋１４ 〃 アタマ １６．０�
７１１ エ ト ピ リ カ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４０± ０１：０９．３� ４２．１�
８１３ ピースピース 牡４鹿 ５７ 川田 将雅��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ １３．０
３３ サンゴシック 牡４栗 ５７ 池添 謙一幅田 昌伸氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ５１２＋ ６１：０９．４クビ ４３．０�
４６ リッカスウィープ 牡３鹿 ５６ 小牧 太立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４７０－ ２ 〃 クビ ３３．７�
４５ タ バ ル ナ 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ８１：０９．７１	 １９．２�
１１ ド キ ャ ー レ 牡５栗 ５７

５４ ▲川須 栄彦浜RC組合 大橋 勇樹 静内 酒井 静男 ４７６＋ ２１：１０．４４ ５４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４８，６８８，８００円 複勝： ６３，７６５，９００円 枠連： ４６，２０９，０００円

普通馬連： １６９，０８６，９００円 馬単： １０４，２０２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，６４８，６００円

３連複： ２１８，３７２，４００円 ３連単： ４３３，１２９，８００円 計： １，１４１，１０３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ４９０円 枠 連（３－８） ３２０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ８６０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ３，８８０円 ３ 連 単 ��� １１，７６０円

票 数

単勝票数 計 ４８６８８８ 的中 � １５４１１９（１番人気）
複勝票数 計 ６３７６５９ 的中 � １７０６５３（１番人気）� １２５３１４（２番人気）� ２１６４７（９番人気）
枠連票数 計 ４６２０９０ 的中 （３－８） １０７２１８（１番人気）
普通馬連票数 計１６９０８６９ 的中 �� ３２４２７３（１番人気）
馬単票数 計１０４２０２１ 的中 �� １０７８５８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７６４８６ 的中 �� ８２４８７（１番人気）�� １４７８６（９番人気）�� ７７３８（１９番人気）
３連複票数 計２１８３７２４ 的中 ��� ４１６４０（７番人気）
３連単票数 計４３３１２９８ 的中 ��� ２７１８３（１８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．０―１１．４―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３３．９―４５．３―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルーリングライフ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１０．２．１３ 京都２着

２００７．３．１６生 牝３鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ ９戦３勝 賞金 ３８，２６４，０００円



（２２京都６）第２日 １１月７日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５７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

２７２，０５０，０００円
２，１３０，０００円
１７，２７０，０００円
１，７６０，０００円
２６，９１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５６，４３０，０００円
５，０２８，８００円
１，５５４，３００円

勝馬投票券売得金
３６４，４３８，２００円
５６４，３６５，３００円
３０８，５５３，５００円
１，２７３，１０７，０００円
８０７，０２０，１００円
４２６，１５０，８００円
１，６８７，１１０，４００円
３，３０２，８９２，０００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 ８，７３３，６３７，３００円

総入場人員 ２２，７６８名 （有料入場人員 ２０，７７３名）




