
３２０７３１１月２７日 晴 良 （２２京都６）第７日 第１競走 ��
��１，８００�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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

５７ アドマイヤトリック 牡２黒鹿５５ M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４５４± ０１：５５．３ １．１�
（伊）

３４ ラインレグルス 牡２鹿 ５５ 和田 竜二大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８８－ ４１：５６．０４ １７．８�
３３ ドリームガイド 牡２青鹿５５ 田中 健セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 平山牧場 ４６４± ０１：５６．２１� ４４．９�
１１ ハタノゼフィロス 牡２栗 ５５ D．ボニヤ �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７８－ ２１：５６．６２� ５５．８�
（仏）

６１０ 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 ５００＋ ８１：５６．９１� ２９．４�
８１４ エーシンミラージュ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９６－ ４１：５７．１１� ２０．１	
２２ ラプスドール 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４１：５７．２クビ ３９．７

８１３ カリスマミッキー 牡２栗 ５５

５２ ▲川須 栄彦三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４６２－ ２１：５７．７３ １６７．０�
６９ 	 エーシンビショップ 牡２鹿 ５５ 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米 Ron Stolich ４９６＋ ４１：５８．３３� ２３．９�
４６ アグネススコール 牡２栗 ５５

５２ ▲国分 優作渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B４８６＋１６１：５８．６２ １６１．６
４５ テンベアハート 牡２栗 ５５ 上村 洋行天白 泰司氏 牧 光二 浦河 小倉牧場 ４５０－ ２１：５９．２３� １８．１�
５８ レッドジュバ 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉杉本千賀子氏 高橋 隆 新ひだか 中村 和夫 ４６６＋ ６ 〃 アタマ ３９９．０�
７１１ クリノイメルダ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 田中 裕之 ５００－ ４１：５９．４１� ３４１．８�
７１２ コンペキノウミ 牝２青鹿５４ 江田 照男平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４４６－ ２１：５９．９３ １８１．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，８０８，４００円 複勝： ７７，１９１，０００円 枠連： １１，２２５，４００円

普通馬連： ３４，７８９，９００円 馬単： ４０，４１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２１６，６００円

３連複： ５９，６０３，９００円 ３連単： １２０，５５９，８００円 計： ３８８，８０７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � １７０円 � ４１０円 枠 連（３－５） ３３０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５００円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� １，７００円 ３ 連 単 ��� ４，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２４８０８４ 的中 � １８４３５０（１番人気）
複勝票数 計 ７７１９１０ 的中 � ５９６０２２（１番人気）� ４５６８１（２番人気）� １２７７１（７番人気）
枠連票数 計 １１２２５４ 的中 （３－５） ２５７７７（１番人気）
普通馬連票数 計 ３４７８９９ 的中 �� ６１７４７（１番人気）
馬単票数 計 ４０４１２５ 的中 �� ５９１６５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２１６６ 的中 �� ３２２６４（１番人気）�� ９２５５（６番人気）�� ２８３８（１５番人気）
３連複票数 計 ５９６０３９ 的中 ��� ２６０１５（４番人気）
３連単票数 計１２０５５９８ 的中 ��� ２１０４５（９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１３．１―１３．２―１３．２―１２．９―１２．９―１３．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３７．０―５０．２―１：０３．４―１：１６．３―１：２９．２―１：４２．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤトリック �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．９．２６ 阪神４着

２００８．２．４生 牡２黒鹿 母 ノーザンマイア 母母 マ イ ア ４戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
※コンペキノウミ号は，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。



３２０７４１１月２７日 晴 良 （２２京都６）第７日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３５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

６９ リリーファイアー 牡２鹿 ５５ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９２＋ ６１：２５．３ ３．１�

４５ マイユクール 牝２黒鹿５４ 北村 友一�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４４０－ ６ 〃 クビ ５．８�
５７ サカジロゴールド 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 宮内牧場 ４９８－ ４１：２５．９３� ２．１�
１１ ユウキマリアッチ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４８８＋１０１：２６．０クビ １９．４�
６８ ゼ ロ セ ン �２鹿 ５５ 酒井 学長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 ヒダカフアーム ４５８± ０１：２６．７４ ２１．９�
３３ 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 ４６４＋ ４１：２６．９� ６７．２�
７１１ メロウメロディ 牝２鹿 ５４ 幸 英明吉田 和子氏 鈴木 孝志 日高 小西ファーム ４８２± ０１：２７．１１� １８．６	
２２ ニシノチャンピオン 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介西山 茂行氏 田所 秀孝 むかわ 西山牧場 ４８２＋ ２１：２７．３１� ７８．５

８１３ キンショーオーロラ 牝２青 ５４

５２ △高倉 稜礒野日出夫氏 中村 均 新ひだか 本桐牧場 ４３４－１４ 〃 アタマ １４５．４�
４４ サンレイワイルド 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 ４９６－１２１：２８．４７ １１．７�
５６ セッカチクイーン 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 優作松田 整二氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 ４３４± ０１：２８．８２� １８３．３
８１２ 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 ４８０－１６１：２９．４３� １６５．１�
７１０ ナムラダッシュ 牡２黒鹿５５ 石橋 守奈村 信重氏 目野 哲也 えりも 上島牧場 B４６６＋ ４１：３０．１４ ２３２．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，９８０，１００円 複勝： ４１，６７１，７００円 枠連： １１，７３２，２００円

普通馬連： ４０，９７３，６００円 馬単： ３２，３０１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３６５，３００円

３連複： ６１，９４３，６００円 ３連単： １０６，９５１，１００円 計： ３２９，９１９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（４－６） ６５０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １４０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ４３０円 ３ 連 単 ��� ３，３７０円

票 数

単勝票数 計 １４９８０１ 的中 � ３９１６０（２番人気）
複勝票数 計 ４１６７１７ 的中 � ５９７００（２番人気）� ４２２７３（３番人気）� ２３８３０３（１番人気）
枠連票数 計 １１７３２２ 的中 （４－６） １３５００（３番人気）
普通馬連票数 計 ４０９７３６ 的中 �� ２４６２０（３番人気）
馬単票数 計 ３２３０１４ 的中 �� １２９８８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３６５３ 的中 �� １０３９３（４番人気）�� ４４８９２（１番人気）�� ２２２８２（２番人気）
３連複票数 計 ６１９４３６ 的中 ��� １０８１６８（１番人気）
３連単票数 計１０６９５１１ 的中 ��� ２３４８６（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１２．１―１２．５―１２．０―１２．４―１２．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーファイアー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Dubai Millennium デビュー ２０１０．８．２２ 小倉３着

２００８．４．３生 牡２鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation ６戦１勝 賞金 １２，０５０，０００円



３２０７５１１月２７日 晴 良 （２２京都６）第７日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時０５分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ３，５００，０００
３，５００，０００

円
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 ハッピーグラス 牝２鹿 ５４ 池添 謙一下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４６－ ６１：３５．４ ６．２�

４８ ユースティティア 牝２青鹿５４ 佐藤 哲三前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０± ０ 〃 同着 ５．９�
１１ クローバーリーフ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ６１：３５．７２ ３．９�

（伊）

５９ 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 ４１８－ ４１：３５．８クビ ３７．４�
７１３ 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 ４４２－ ２ 〃 アタマ ４．９�
８１６ ボウシュウローズ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊吉田都枝江氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４４８＋ ２ 〃 ハナ １４．２�
１２ ウインルキア 牝２青鹿５４ 岩田 康誠	ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム ４３０－ ６１：３６．０１� １５．１

７１４ イイデステップ 牝２鹿 ５４ 北村 友一 	アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム ４８０＋ ４１：３６．２１� １８．４�
３５ マ ギ ス ト ラ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４４＋１２１：３６．３クビ １１．７
２４ ファランギース 牝２鹿 ５４ 和田 竜二�村田牧場 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４４２－ ６ 〃 ハナ １２１．１�
８１７ エーシンサクショー 牝２栗 ５４ D．ボニヤ 	栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 B４３２＋ ４１：３６．４� ７３．８�

（仏）

５１０ ユウキオジョウー 牝２栗 ５４ 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４３２＋ ４１：３６．５� ２４９．８�
４７ リトルエデン 牝２青鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４４０± ０ 〃 クビ ３７．３�
６１２ トップルビー 牝２黒鹿５４ 小牧 太�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４４４－ ４１：３６．７１� １７．４�
８１８ タガノエベンヌ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４５８± ０１：３７．０２ ２９．６�

３６ クラウンリバー 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文矢野 悦三氏 飯田 雄三 宮崎 田上 勝雄 ４７２－ ４１：３７．２１� ２０４．０�
７１５ マウンテンパール 牝２栗 ５４

５２ △高倉 稜山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ３９６＋ ４１：３７．８３� ３１９．２�
６１１ マイネプルメリア 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 	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 ４１８＋ ６１：３７．９� ７１．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，３４７，３００円 複勝： ３６，２３４，７００円 枠連： １５，０５７，８００円

普通馬連： ５１，３４０，８００円 馬単： ３２，７７６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２０２，７００円

３連複： ７４，２６１，８００円 ３連単： １０２，９３０，７００円 計： ３５４，１５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

３１０円
３００円 複 勝 �

�
１９０円
１７０円 � １６０円 枠 連（２－４） １，４５０円

普通馬連 �� １，５００円 馬 単 ��
��

１，５５０円
１，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 ��

��
３７０円
４４０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ���
���

５，３３０円
５，６２０円

票 数

単勝票数 計 １８３４７３ 的中 � ２３５７３（４番人気）� ２４６２８（３番人気）
複勝票数 計 ３６２３４７ 的中 � ４９１００（４番人気）� ５７２４４（２番人気）� ６３９９０（１番人気）
枠連票数 計 １５０５７８ 的中 （２－４） ７６７６（７番人気）
普通馬連票数 計 ５１３４０８ 的中 �� ２５４２５（６番人気）
馬単票数 計 ３２７７６２ 的中 �� ７８３５（１０番人気）�� ７０６７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２０２７ 的中 �� ９９７３（６番人気）�� １６１８９（１番人気）�� １３１２３（３番人気）
３連複票数 計 ７４２６１８ 的中 ��� ３３２４６（１番人気）
３連単票数 計１０２９３０７ 的中 ��� ７１３０（１５番人気）��� ６７６５（１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１１．９―１２．４―１２．０―１１．５―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２４．０―３５．９―４８．３―１：００．３―１：１１．８―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーグラス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．１０．３１ 京都２着

２００８．４．２７生 牝２鹿 母 ビッグハッピー 母母 モルゲンロート ２戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
ユースティティア �

�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１０．９ 京都４着

２００８．５．８生 牝２青鹿 母 ソブストーリー 母母 シ リ ー ズ ４戦１勝 賞金 ８，２５０，０００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。



３２０７６１１月２７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２京都６）第７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

８１４ マサノブルース �３鹿 ５８ 佐久間寛志猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 ４３４± ０３：１５．３ １７．６�

７１１ キシュウグラシア 牝４黒鹿５８ 中村 将之木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９８＋２０３：１５．４� ２０．０�
８１３ ヒカリアライブ 牡４鹿 ６０ 高野 容輔當山 �則氏 須貝 彦三 日高 中川牧場 ４４０＋ ６３：１６．１４ ６．３�
４６ ロードアルファード 牡７鹿 ６０ 高田 潤 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ５０８± ０３：１６．５２� １３．９�
６１０� タガノブラックヒル 牡５黒鹿６０ 北沢 伸也八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１８＋１２ 〃 クビ ２３．５�
３３ 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 ５０６＋ ２３：１６．８１� ２．０

７１２ 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 ４８２＋ ４ 〃 クビ ５．１�
４５ 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 ４８０＋ ４３：１７．０１	 １１．０�
２２ � タ ラ リ ア 牝４栗 ５８ 岩崎 祐己栗本 博晴氏 高橋 隆 日高 佐々木 直孝 ４４２＋ ４３：１７．５３ ４３．５
５８ シュウホーサンデー 牝４芦 ５８ 金折 知則山田 英男氏 木原 一良 浦河 田中スタッド ４６２＋ ８３：１８．０３ ３２．６�
５７ スズカオペック 牝４栗 ５８ 植野 貴也永井 啓弍氏 武 宏平 鵡川 新井牧場 ４４８＋１６３：２０．４大差 ５４．５�
６９ メイショウワダツミ 牡３鹿 ５８ 南井 大志松本 好�氏 小島 貞博 浦河 林 孝輝 ４３０－ ４３：２４．３大差 １９１．８�
１１ テイエムキャンドル 牝３栗 ５６ 黒岩 悠竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 野村 正 ５０４＋ ８３：３０．６大差 １１８．９�
３４ トウケイトニー 牡３黒鹿５８ 仲田 雅興木村 信彦氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 ４７２＋２０３：４３．４大差 １８１．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，７６４，３００円 複勝： ２５，１６６，０００円 枠連： １４，７１２，６００円

普通馬連： ３６，２１５，４００円 馬単： ３０，４７９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４１２，６００円

３連複： ５７，１７２，１００円 ３連単： ９４，２８０，７００円 計： ２９１，２０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７６０円 複 勝 � ４９０円 � １，０００円 � ２１０円 枠 連（７－８） ９５０円

普通馬連 �� １３，３００円 馬 単 �� ３３，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，８８０円 �� １，２９０円 �� ２，４４０円

３ 連 複 ��� ３１，４７０円 ３ 連 単 ��� ２５３，０２０円

票 数

単勝票数 計 １５７６４３ 的中 � ７０７８（６番人気）
複勝票数 計 ２５１６６０ 的中 � １２５７５（７番人気）� ５６３８（９番人気）� ４００４４（２番人気）
枠連票数 計 １４７１２６ 的中 （７－８） １１４７２（５番人気）
普通馬連票数 計 ３６２１５４ 的中 �� ２０１１（３２番人気）
馬単票数 計 ３０４７９３ 的中 �� ６７１（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４１２６ 的中 �� ８６２（４１番人気）�� ３４０９（１２番人気）�� １７４９（２４番人気）
３連複票数 計 ５７１７２１ 的中 ��� １３４１（７３番人気）
３連単票数 計 ９４２８０７ 的中 ��� ２７５（４７０番人気）

上り １マイル １：４８．７ ４F ５３．６－３F ４０．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マサノブルース �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．１．１７ 京都９着

２００７．３．２０生 �３鹿 母 パルティシオン 母母 ポーラリヴァール 障害：２戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４０分に変更。
〔制裁〕 テイエムキャンドル号の騎手黒岩悠は，１周目３号障害〔いけ垣〕を外側に斜飛したことについて過怠金１０，０００円。（３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ブチカマシ号



３２０７７１１月２７日 晴 良 （２２京都６）第７日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時２５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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

３５ メイショウツガル 牡２鹿 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４５０ ―１：１５．７ ４．９�

１１ マルブツマスター 牡２栗 ５５ 和田 竜二大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４８６ ―１：１５．９１� １２．７�
８１５� アップヒルティガー 牡２芦 ５５ 岩田 康誠林 正道氏 松田 博資 米 R & R King

Stable ５００ ―１：１６．０クビ １２．０�
６１０ マーブルジャック 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム ４５０ ―１：１６．１� ７４．６�

７１３ ベルモントベロニカ 牝２栗 ５４ 秋山真一郎 �ベルモントファーム 須貝 彦三 新冠 ベルモント
ファーム ４３２ ―１：１６．８４ ４２．８�

２２ キョウワジョリー 牝２鹿 ５４ 上野 翔�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 ４２６ ―１：１７．０１� ５６．３�
４６ マコトハドロン 牡２黒鹿５５ 浜中 俊尾田左知子氏 須貝 尚介 様似 出口 繁夫 ４７４ ― 〃 クビ ６０．７	
８１４ メインアヴェニュー 牡２青鹿５５ 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 浦河 本巣 敦 ４３８ ―１：１７．１� １３．５

５９ マッシヴリーダー 牡２栗 ５５ 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８６ ―１：１７．２� １００．５�
７１２ キャニオンリバティ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一�谷川牧場 鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４２４ ―１：１７．３� ５６．６�
５８ マキシムカムイ 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦小田 廣美氏 田島 良保 むかわ エスティウィンファーム ４３８ ―１：１８．０４ ７１．４
３４ ハマノローズマリー 牝２栗 ５４ 酒井 学浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４２８ ― 〃 ハナ １１０．３�
６１１ ソニックフリート 牝２鹿 ５４ M．デムーロ中村 浩章氏 牧浦 充徳 平取 高橋 啓 ４２２ ―１：１８．４２� ２．５�

（伊）

４７ シゲルヤクイン 牡２黒鹿５５ 藤岡 康太森中 蕃氏 宮 徹 新ひだか 谷口育成牧場 ４７０ ― （競走中止） ２９．３�
２３ ディナーラッシュ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文吉田 和美氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ５４０ ― （競走中止） ４．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，６５０，７００円 複勝： ２２，０３０，６００円 枠連： １３，０９８，０００円

普通馬連： ３４，９４０，１００円 馬単： ２９，１４３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５０１，６００円

３連複： ５０，１４２，４００円 ３連単： ８１，３８６，０００円 計： ２６１，８９３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � ２９０円 � ３２０円 枠 連（１－３） ２，６６０円

普通馬連 �� ２，２５０円 馬 単 �� ３，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� １，０８０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ７，０００円 ３ 連 単 ��� ３８，４６０円

票 数

単勝票数 計 １４６５０７ 的中 � ２３７４５（３番人気）
複勝票数 計 ２２０３０６ 的中 � ３２６９８（３番人気）� １９６５７（４番人気）� １６７０８（６番人気）
枠連票数 計 １３０９８０ 的中 （１－３） ３６４０（９番人気）
普通馬連票数 計 ３４９４０１ 的中 �� １１４６７（９番人気）
馬単票数 計 ２９１４３７ 的中 �� ５８８７（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５０１６ 的中 �� ４６１１（９番人気）�� ３８０２（１２番人気）�� ２４１７（１７番人気）
３連複票数 計 ５０１４２４ 的中 ��� ５２９０（１９番人気）
３連単票数 計 ８１３８６０ 的中 ��� １５６２（９８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．１―１２．２―１２．５―１４．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．６―３６．７―４８．９―１：０１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツガル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Mountain Cat 初出走

２００８．１．２５生 牡２鹿 母 フラワーキャット 母母 デヴィルインフライト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ディナーラッシュ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。

シゲルヤクイン号は，最後の直線コースで，競走を中止した「ディナーラッシュ」号の影響で，騎手が落馬したため競走
中止。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ディナーラッシュ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避したことについて平成２２年１１月２８日
から平成２２年１２月１９日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。

※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。



３２０７８１１月２７日 晴 良 （２２京都６）第７日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時５５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．７
１：３３．１

良

良

５１０ ナリタキングロード 牡２鹿 ５５ 武 豊�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ４９２ ―１：３６．０ ３．９�

３６ シルヴァースプーン 牝２黒鹿５４ M．デムーロ吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：３６．２１� １６．２�
（伊）

５９ メ デ タ シ 牝２鹿 ５４ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４３４ ― 〃 クビ ２０．４�
７１４ セレブリティ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７２ ―１：３６．４１� ７．０�
８１７ スターコレクション 牝２青 ５４ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４５８ ― 〃 クビ ２．６�
６１１ レオパルドゥス 牡２栗 ５５ D．ボニヤ �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：３６．７１� ６６．８	

（仏）

２３ メイショウシレトコ 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４６２ ― 〃 クビ ２１４．３

１２ メイショウビワコ 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５０２ ―１：３７．２３ １０８．８�
８１８ オーソーキューティ 牝２栗 ５４

５３ ☆松山 弘平 �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 ４４４ ―１：３７．４１� ７８．１�

４７ オーヴァージョイド 牡２鹿 ５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５１６ ― 〃 ハナ ６．１
４８ ノアパワフル 牡２栗 ５５ 鷹野 宏史佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 向別牧場 ５０２ ― 〃 アタマ ２０４．５�
１１ エーティーブラボー 牡２栗 ５５ 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 石川 新一 ４８０ ― 〃 アタマ ５２．８�
２４ タグファンタジー 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介田口 廣氏 佐山 優 安平 田口 廣 ４８６ ―１：３７．８２� ２３８．４�
７１５ ベローチェベリーニ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：３７．９� ５９．３�
７１３ リアリーザワールド 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４７６ ―１：３８．６４ １７１．０�
８１６ マイネルシトラス 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 長浜牧場 ４９２ ―１：３８．７クビ ２３３．４�
３５ ローザアルラヴィス 牡２鹿 ５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４４０ ―１：３９．３３� １０．３�
６１２ タガノルビコン 牡２鹿 ５５ 浜中 俊八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９２ ―１：４５．１大差 ９５．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，９２６，７００円 複勝： ３３，９５１，７００円 枠連： １６，９３４，３００円

普通馬連： ４９，７１２，８００円 馬単： ３７，８０２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６４４，５００円

３連複： ６５，２２３，９００円 ３連単： ９９，０７８，４００円 計： ３４８，２７５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � ３４０円 � ４５０円 枠 連（３－５） １，０１０円

普通馬連 �� ２，６００円 馬 単 �� ４，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ８７０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� ９，７５０円 ３ 連 単 ��� ４０，２００円

票 数

単勝票数 計 ２３９２６７ 的中 � ４８９３５（２番人気）
複勝票数 計 ３３９５１７ 的中 � ６４７３３（２番人気）� ２４５６３（６番人気）� １６７７４（７番人気）
枠連票数 計 １６９３４３ 的中 （３－５） １２４５９（５番人気）
普通馬連票数 計 ４９７１２８ 的中 �� １４１２５（１０番人気）
馬単票数 計 ３７８０２９ 的中 �� ６５７４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６４４５ 的中 �� ６０７３（９番人気）�� ６２５０（７番人気）�� ２２０２（２１番人気）
３連複票数 計 ６５２２３９ 的中 ��� ４９３７（２７番人気）
３連単票数 計 ９９０７８４ 的中 ��� １８１９（１０４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．１―１２．２―１２．５―１２．０―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３６．０―４８．２―１：００．７―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４F４７．８―３F３５．３
３ １，６（９，１４）２（１０，１２，１７）（３，１６）（４，８，１１）１８（７，１３）（５，１５） ４ ・（１，６）（９，１４）２，１０（３，１７）（４，１１）１６－（８，１８）（１２，７）（１３，１５）５

勝馬の
紹 介

ナリタキングロード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フサイチコンコルド 初出走

２００８．３．１２生 牡２鹿 母 オースミハルカ 母母 ホッコーオウカ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 タガノルビコン号の騎手藤岡康太は，第５競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。

セレブリティ号の騎手四位洋文は，第５競走での落馬負傷のため池添謙一に変更。
〔発走状況〕 ベローチェベリーニ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノルビコン号は，平成２２年１２月２７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。
（非当選馬） １頭 ジェントルマン号
※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。



３２０７９１１月２７日 晴 良 （２２京都６）第７日 第７競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２５分 （芝・右・外）

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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

８１７ ヒカルアカツキ 牡３青鹿５５ 武 豊高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４５８－ ４２：１３．５ ４．７�

８１６ ナムラアーガス 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４９４＋１４２：１３．６� ３０．５�
７１５ アドマイヤショット 牡４青鹿５７ M．デムーロ近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５３４－ ２ 〃 クビ １．５�

（伊）

１１ ヒットメーカー 牡３青鹿 ５５
５４ ☆国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４４６＋１６２：１３．７� ２８．５�

１２ ピエナファンタスト 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４６０－ ４ 〃 ハナ ４４．１�
３５ ハートシューター 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲国分 優作吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ５２８＋１０２：１３．８クビ １０１．３�
４８ イコールパートナー 牝５栗 ５５ 中村 将之�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００＋１６ 〃 ハナ ６３．２	
６１２ ロ ッ ソ ネ ロ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二 
キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B５３２＋ ２ 〃 クビ ２８．３�
２３ メイショウベーネ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４５８－１２２：１４．１１� ２８３．９�
７１３ アイウォントユー 牡３栗 ５５ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４６０＋２２ 〃 アタマ １３．５
２４ シャイニングデイ 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 浦河 上田 五十詞 ４８６＋１０２：１４．５２� １１８．９�
５１０ ドナフュージョン 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦山田 貢一氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 ４６４＋ ２２：１４．６� １７６．１�
３６ スナークスペイン 牡３青鹿５５ 秋山真一郎杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 ４５４－ ４２：１４．８１� ５９．０�
６１１	 マッキースチール 牡４栗 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４９４－ ３２：１４．９クビ ２１０．５�
４７ ヴ ィ ジ レ 牡５青 ５７ 熊沢 重文藤田 孟司氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ６２：１５．０� ８２．１�
７１４ メイショウユウシャ 牡５栗 ５７

５５ △高倉 稜松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ５０２＋ ４２：１５．３２ ３５．７�
５９ ナリタジャングル 牡４黒鹿５７ 北村 友一�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４７４＋２８２：１５．６１� ２１．５�

（１７頭）
８１８ サンライズトリプル 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２９，１０３，６００円 複勝： ７６，１０９，４００円 枠連： ２０，７６９，０００円

普通馬連： ５８，７９２，９００円 馬単： ４９，３２８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５２８，６００円

３連複： ７９，５７９，８００円 ３連単： １６８，３５４，８００円 計： ５１１，５６６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � １１０円 枠 連（８－８） ２，９００円

普通馬連 �� ５，６４０円 馬 単 �� ９，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� １６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ２２，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２９１０３６ 的中 � ４９５５０（２番人気）
複勝票数 計 ７６１０９４ 的中 � ８７１５５（２番人気）� ２４９９７（４番人気）� ４９１０９８（１番人気）
枠連票数 計 ２０７６９０ 的中 （８－８） ５２９０（９番人気）
普通馬連票数 計 ５８７９２９ 的中 �� ７６９８（１５番人気）
馬単票数 計 ４９３２８１ 的中 �� ３８７６（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５２８６ 的中 �� ５２０９（１１番人気）�� ６６８２１（１番人気）�� １４５３８（３番人気）
３連複票数 計 ７９５７９８ 的中 ��� ３７５０８（２番人気）
３連単票数 計１６８３５４８ 的中 ��� ５４４６（５４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１１．７―１２．０―１２．４―１３．０―１３．０―１２．３―１１．８―１２．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．０―３４．７―４６．７―５９．１―１：１２．１―１：２５．１―１：３７．４―１：４９．２―２：０１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１
１
３
６（９，１４）＝１２，７，１０（４，１５）（５，１７）１３－（８，１６）１（３，１１）２
６（９，１４）（７，１２）（４，１０，１７）１５，５（１３，１６）８，１（３，２）－１１

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

勝馬の
紹 介

ヒカルアカツキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１．３０ 東京５着

２００７．３．３０生 牡３青鹿 母 ヒカルパッション 母母 ゴールデンローズ ７戦２勝 賞金 １８，１００，０００円
〔出走取消〕 サンライズトリプル号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 メイショウベーネ号の騎手藤岡康太は，第５競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
※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。



３２０８０１１月２７日 晴 良 （２２京都６）第７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

２４ スーサンストリーム 牡３芦 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４８＋１２１：５３．４ １０．２�

４８ ア ル バ ト ン 牡３栗 ５５ 岩田 康誠�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７８－ ２１：５３．５� １０．７�
１１ ビーチランデブー 牡３黒鹿５５ M．デムーロ 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 ４５０－ ６１：５３．６クビ ６．９�

（伊）

２３ マーリンシチー 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ ３．２�
７１４ ローレルレガリス 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４５６＋１２ 〃 クビ ３．０�
３６ テ ラ ボ ル ト �３鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介青山 洋一氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４８４－１４ 〃 ハナ ８０．９	
３５ � ボリュームゾーン 牡３鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４７２－１２１：５３．８１� ９０．４

７１３ ツルマルシルバー 牡６芦 ５７ 幸 英明鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８４± ０１：５３．９クビ １１．７�
５１０ タマモビート 牡４鹿 ５７ 酒井 学タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム ４８８＋ ６１：５４．１１� ６０．６�
６１１ スプリングミント 牝３栗 ５３ 佐久間寛志�日進牧場 鶴留 明雄 様似 スイートフアーム ４７６－ ６１：５４．２� ２３．５
４７ � ピースオブキング 牡３黒鹿５５ 上村 洋行前原 敏行氏 牧 光二 日高 出口牧場 ４８６＋ ２１：５４．４１ １０８．２�
１２ メイショウロッコー 牡４栗 ５７ 北村 友一松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ５０４＋ ２１：５４．６１	 ３３．９�
８１５ マイネルプロートス 牡４黒鹿５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 コスモヴューファーム ５１４＋ ２ 〃 ハナ ５３．３�
８１６ ケイオースター 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信ジャパンフードビジネス� 高木 登 門別 下河辺牧場 ４８０－ ２１：５５．４５ ７９．５�
６１２ シンボリカンヌ 牡３鹿 ５５ 浜中 俊シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１２＋ ２１：５５．７１� ８９．４�
５９ アドバンスペリー 牡３鹿 ５５ 江田 照男西川 隆士氏 池上 昌弘 新冠 川上牧場 B４８０± ０１：５５．８� ６２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６６５，０００円 複勝： ３８，００２，３００円 枠連： ２３，３７３，５００円

普通馬連： ６５，９８０，６００円 馬単： ４５，４１０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４９１，８００円

３連複： ９８，６０３，６００円 ３連単： １５３，０８６，３００円 計： ４７２，６１３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３７０円 � ３５０円 � ３４０円 枠 連（２－４） １，９３０円

普通馬連 �� ７，０４０円 馬 単 �� １３，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１４０円 �� １，４７０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ２０，９３０円 ３ 連 単 ��� １１７，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２０６６５０ 的中 � １６０５２（４番人気）
複勝票数 計 ３８００２３ 的中 � ２６８８１（６番人気）� ２９５０３（５番人気）� ２９８４５（４番人気）
枠連票数 計 ２３３７３５ 的中 （２－４） ８９５０（７番人気）
普通馬連票数 計 ６５９８０６ 的中 �� ６９２６（１９番人気）
馬単票数 計 ４５４１０５ 的中 �� ２４９６（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４９１８ 的中 �� ３１４８（１９番人気）�� ４６６１（１４番人気）�� ３４２８（１７番人気）
３連複票数 計 ９８６０３６ 的中 ��� ３４７７（４９番人気）
３連単票数 計１５３０８６３ 的中 ��� ９６０（２９５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１３．１―１３．０―１３．２―１２．８―１２．２―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．９―４９．９―１：０３．１―１：１５．９―１：２８．１―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スーサンストリーム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．７．１８ 小倉５着

２００７．５．２３生 牡３芦 母 レイナシンフォニー 母母 レイナロバリー １６戦２勝 賞金 ２３，０００，０００円
〔騎手変更〕 アルバトン号の騎手四位洋文は，第５競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ソニックブレード号・タガノシューマン号・マジェスティバイオ号
※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。



３２０８１１１月２７日 晴 良 （２２京都６）第７日 第９競走 ��
��２，０００�京都２歳ステークス

発走１４時３０分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．７
１：５９．９

良

良

５５ マーベラスカイザー 牡２栗 ５５ 和田 竜二笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 ４７８＋ ２２：０１．６ ６２．１�

３３ プ レ イ 牡２青鹿５５ 津村 明秀岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ４ 〃 クビ １４．８�
６６ ダノンバラード 牡２黒鹿５５ 武 豊�ダノックス 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４６６＋ ２２：０１．７クビ １．８�
７８ ゴールドブライアン 牡２青鹿５５ 北村 友一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４２－１０２：０１．８� １９．７�
７７ レッドセインツ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４２８± ０ 〃 ハナ ８．８�
８９ ダーズンローズ 牡２青 ５５ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７２± ０２：０１．９� ３２．４	
８１０ サ ン ビ ー ム 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ５０２－ ８２：０２．４３ ４．２

１１ ヴ ィ ジ ャ イ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ 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 ４９６－ ２２：０３．０３� ６．２�

（伊）

２２ 	 ロージーライト 牡２青鹿５５ 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 メイプルファーム ４６８± ０２：０３．１� ２３７．７�
４４ アスカノバッハ 
２黒鹿５５ 幸 英明豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５８＋１２２：０４．４８ １９０．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ５０，７４８，３００円 複勝： １１０，２７４，７００円 枠連： ２０，７９８，９００円

普通馬連： １０７，２６０，５００円 馬単： ９６，０３２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，６３８，４００円

３連複： １３４，２４２，２００円 ３連単： ３８３，３２３，６００円 計： ９４３，３１９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，２１０円 複 勝 � ９００円 � ３４０円 � １１０円 枠 連（３－５） １８，１９０円

普通馬連 �� ２３，４４０円 馬 単 �� ４６，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３５０円 �� １，６２０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １４，８２０円 ３ 連 単 ��� ２１２，３９０円

票 数

単勝票数 計 ５０７４８３ 的中 � ６４４８（８番人気）
複勝票数 計１１０２７４７ 的中 � １４５１７（８番人気）� ４６１０８（５番人気）� ６３０３３６（１番人気）
枠連票数 計 ２０７９８９ 的中 （３－５） ８４４（２０番人気）
普通馬連票数 計１０７２６０５ 的中 �� ３３７８（２８番人気）
馬単票数 計 ９６０３２４ 的中 �� １５２９（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０６３８４ 的中 �� ２１５０（２７番人気）�� ５９３９（１６番人気）�� ２５３０５（５番人気）
３連複票数 計１３４２４２２ 的中 ��� ６６８８（３１番人気）
３連単票数 計３８３３２３６ 的中 ��� １３３２（２７２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１３．１―１２．８―１２．０―１１．９―１２．０―１１．８―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．５―３７．６―５０．４―１：０２．４―１：１４．３―１：２６．３―１：３８．１―１：４９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

マーベラスカイザー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．７．１０ 阪神９着

２００８．４．２９生 牡２栗 母 マーベラスウーマン 母母 ノンダムール ６戦２勝 賞金 ２３，６２４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。
〔騎手変更〕 レッドセインツ号の騎手四位洋文は，第５競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
※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。



３２０８２１１月２７日 晴 良 （２２京都６）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�

だ い ご

醍醐ステークス
発走１５時０５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２１．１１．２８以降２２．１１．２１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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２４ ユキノハボタン 牝５栗 ５４ 北村 友一遠藤 宗義氏 領家 政蔵 門別 川端 正博 ４８４＋ ４１：０８．４ １０．５�

７１３ サクラミモザ 牝４黒鹿５５ D．ボニヤ �さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４６６＋ ２ 〃 クビ ５．７�
（仏）

１１ ケンブリッジエル 牡４黒鹿５５ 佐藤 哲三中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ５０６± ０１：０８．６１� １６．４�

８１６ プレンティフェスタ 牝５青 ５２ 幸 英明 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：０８．７クビ ９８．０�
５９ リーチコンセンサス 牝４鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７６－ ８ 〃 アタマ ２．５�
６１２ ダブルウェッジ 牡４鹿 ５７ M．デムーロ深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 B５４２－ ２ 〃 クビ ５．５	

（伊）

６１１ タイセイハニー 牝７芦 ５２ 江田 照男田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４８８－ ６ 〃 アタマ １３４．６

８１７ セブンシークィーン 牝４栗 ５５ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７４± ０１：０８．８クビ １４．１�
３５ ゲットブラック 牡６栗 ５４ 鮫島 良太幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４９８－ ２１：０８．９� ４１．２�
３６ マヤノロシュニ 牝４芦 ５２ 津村 明秀田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４３６＋ ６ 〃 クビ ２７．８
４７ � スーパーワシントン 牡７鹿 ５５ 石橋 守�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４８０＋ ６ 〃 アタマ ３１．７�
７１５ ギ ン ゲ イ 牡５芦 ５５ 秋山真一郎加藤 信之氏 高市 圭二 新冠 長浜 忠 ４９６＋ ４１：０９．０クビ １５．１�
１２ ヒシハイグレード 牡７栗 ５２ 酒井 学阿部雅一郎氏 小林 常泰 門別 シンコーファーム ５３６－ ４ 〃 ハナ ２０４．０�
４８ エ ス カ ー ダ 牡３青鹿５３ 西田雄一郎山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 B４５２± ０ 〃 同着 １５４．４�
５１０� リッターヴォルト 牡６鹿 ５４ 上村 洋行石瀬 浩三氏 橋口弘次郎 米 Hokuyou

Farm ４９２－ ６ 〃 クビ ８５．８�
２３ ジョウショーアロー 牡５鹿 ５３ 渡辺 薫彦熊田 義孝氏 西橋 豊治 静内 野坂牧場 ４９８± ０１：０９．３２ ２２５．９�
８１８ ミスクリアモン 牝４鹿 ５４ 中舘 英二平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７６± ０１：０９．６１	 ２７．３�
７１４ イセノスバル 牡４青 ５７ 小林 徹弥大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２２－ ２１：０９．７� ３４．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，２４５，３００円 複勝： ５５，０４６，４００円 枠連： ３５，６４７，９００円

普通馬連： １３４，６０９，２００円 馬単： ８０，８８３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，５１８，６００円

３連複： １７９，７４９，８００円 ３連単： ３１４，５８９，８００円 計： ８８３，２９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ２７０円 � ２６０円 � ４３０円 枠 連（２－７） １，０５０円

普通馬連 �� ２，５１０円 馬 単 �� ５，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� １，６６０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� １４，０４０円 ３ 連 単 ��� ８１，７５０円

票 数

単勝票数 計 ３４２４５３ 的中 � ２５８４１（４番人気）
複勝票数 計 ５５０４６４ 的中 � ５５９９８（４番人気）� ５８５４５（３番人気）� ３０７５９（７番人気）
枠連票数 計 ３５６４７９ 的中 （２－７） ２５１６８（５番人気）
普通馬連票数 計１３４６０９２ 的中 �� ３９６５４（９番人気）
馬単票数 計 ８０８８３８ 的中 �� １０７８０（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８５１８６ 的中 �� １２９９３（９番人気）�� ７１４８（１９番人気）�� ６３３３（２２番人気）
３連複票数 計１７９７４９８ 的中 ��� ９４４９（４３番人気）
３連単票数 計３１４５８９８ 的中 ��� ２８４０（２３０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．０―１１．１―１１．４―１１．８

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．３―３F３４．３
３ ・（１，１８）１７（６，８，１０）（４，１３，１６）１２（２，３，７）（９，１４）１５（５，１１） ４ ・（１，１８）１７（６，１０）８（４，１６）１３（２，１２）３（７，９）（５，１４）（１１，１５）

勝馬の
紹 介

ユキノハボタン �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．３ 京都４着

２００５．３．２８生 牝５栗 母 タイキエンプレス 母母 サウンドビューティ ３１戦５勝 賞金 １０６，３５０，０００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 アルーリングライフ号・ファルクス号・メイショウカーター号
※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。



３２０８３１１月２７日 晴 良 （２２京都６）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�第５５回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （芝・右）
３歳以上；負担重量は，日本馬：３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，収得賞金３，０００万
円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

京阪電気鉄道株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

３５ スプリングソング 牡５青鹿５６ 池添 謙一吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５２０－１０１：０８．０ ７．４�

４８ ケイアイアストン 牡５鹿 ５６ 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 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ４７．１�
５１０� モルトグランデ 牡６鹿 ５６ 田辺 裕信櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock ４８０－ ４１：０８．１	 １１．９�
４７ スカイノダン 牝４黒鹿５４ 国分 恭介江 賦晨氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ２１：０８．２	 １２．９�
６１２ ジェイケイセラヴィ 
６鹿 ５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８６± ０ 〃 クビ ９．７�
８１７ エイシンタイガー 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ５００± ０１：０８．４１� １５．１�
７１５ トウカイミステリー 牝４栗 ５４ 武 幸四郎内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 ４５６－ ４１：０８．５	 ８６．２	
２３ ストリートスタイル 牝５鹿 ５４ 浜中 俊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４３２＋ ６ 〃 アタマ ３６．１

２４ � アポロドルチェ 牡５青鹿５６ 小牧 太アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm ４６６－ ４ 〃 アタマ １７０．２�
７１３ ダッシャーゴーゴー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５１６＋ ６ 〃 ハナ ２．５
１１ エーシンダックマン 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４８６＋ ８ 〃 アタマ ３５．３�
３６ プレミアムボックス 牡７鹿 ５９ 幸 英明 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５３６－ ２１：０８．６	 ４７．４�
６１１ コパノオーシャンズ 牝６黒鹿５４ 武 豊小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４３４－ ６１：０８．７	 ５９．０�
１２ ティファニーケイス 牝３鹿 ５３ 津村 明秀�辻牧場 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 ４７６＋ ６１：０８．９１	 １６．１�
５９ アーバンストリート 牡６芦 ５７ 太宰 啓介佐藤 幸彦氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５６± ０１：０９．０	 ２８．６�
８１６� シンボリグラン 牡８芦 ５８ D．ボニヤ シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５４６± ０１：０９．２１ ３０．６�
（仏）

８１８ アポロフェニックス 牡５黒鹿５６ 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４８６＋１４ 〃 ハナ ９４．０�
７１４ グランプリエンゼル 牝４栃栗５４ M．デムーロ北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 B４５２＋ ６１：０９．６２	 ９．１�

（伊）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １００，３５６，８００円 複勝： １６２，６８１，７００円 枠連： ９９，４４６，７００円

普通馬連： ４７３，０４２，３００円 馬単： ２３５，２３６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５５，９６１，７００円

３連複： ６５２，２８２，１００円 ３連単： １，１２４，４４９，４００円 計： ３，００３，４５７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２９０円 � １，１８０円 � ３５０円 枠 連（３－４） ３，４６０円

普通馬連 �� ２６，６５０円 馬 単 �� ３０，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，６５０円 �� １，５５０円 �� ７，０２０円

３ 連 複 ��� ６５，０７０円 ３ 連 単 ��� ３９６，４９０円

票 数

単勝票数 計１００３５６８ 的中 � １０７４３０（２番人気）
複勝票数 計１６２６８１７ 的中 � １６２３１２（２番人気）� ３１６４２（１３番人気）� １２６８７７（４番人気）
枠連票数 計 ９９４４６７ 的中 （３－４） ２１２５５（１９番人気）
普通馬連票数 計４７３０４２３ 的中 �� １３１０２（６６番人気）
馬単票数 計２３５２３６７ 的中 �� ５７８１（９２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５５９６１７ 的中 �� ６７２１（６２番人気）�� ２５３８０（１８番人気）�� ５３９２（７０番人気）
３連複票数 計６５２２８２１ 的中 ��� ７３９９（１９０番人気）
３連単票数 計１１２４４４９４ 的中 ��� ２０９３（１０５７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．０―１１．０―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３３．９―４４．９―５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．１―３F３４．１
３ １（２，５）３（８，１８）１５（７，１７，１４，１６）（１０，１２）１３，４（６，１１）９ ４ １（２，５）３（８，１５，１８）１０（７，１４，１６）１７，１２，１３（４，６，１１）９

勝馬の
紹 介

スプリングソング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．２．２ 小倉１着

２００５．２．２７生 牡５青鹿 母 スプリングチケット 母母 カズミハルコマ １３戦６勝 賞金 １５２，８２７，０００円
〔騎手変更〕 アポロフェニックス号の騎手四位洋文は，第５競走での落馬負傷のため中舘英二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 グッドキララ号・ステラリード号・ダンスフォーウィン号・ファリダット号
※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。



３２０８４１１月２７日 晴 良 （２２京都６）第７日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１５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
１：２１．８

重

稍重

５９ ハードウォン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４７４± ０１：２４．７ ２０．４�

１１ ティアップゴールド 牡４鹿 ５７ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４７２＋ ２ 〃 クビ ６．３�
８１６ ナリタスプリング 牡３青鹿５６ 浜中 俊�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４９８＋ ２１：２５．０１� ２．７�
６１１ トーセンピングス 牡４芦 ５７ M．デムーロ島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ５６２＋１４１：２５．１� ６．３�

（伊）

３５ � ネオファロス 牡５栗 ５７ 秋山真一郎小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B４９６＋１２１：２５．３１ １５３．７�
２３ メイショウトリノ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４９６＋ ６ 〃 クビ ４．０	
４７ ピ ノ ブ ラ ン 牝３芦 ５４

５１ ▲川須 栄彦 
サンデーレーシング 梅内 忍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４＋ ２１：２５．４クビ ３２．３�

１２ グリッターエルフ 牝６黒鹿５５ 酒井 学 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４８２＋ ８ 〃 ハナ ３６．０�

７１４ ホクセツキングオー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ４８６－ ４ 〃 同着 ８．９
６１２� ナビエストークス 牡４鹿 ５７ 高田 潤 
キャロットファーム 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４ 〃 クビ ２４３．５�
２４ ブラックイレブン 牡３黒鹿５６ 北村 友一吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４４０＋１４１：２５．５� ４８．６�
４８ ファルネーゼ 牝５栗 ５５

５３ △高倉 稜 
サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０＋１０１：２５．７１	 ４２．２�

８１５ ク ナ ン ガ ン 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲国分 優作加藤 信之氏 斎藤 誠 日高 いとう牧場 ４８２＋ ８１：２６．３３
 ６８．４�

３６ アップカントリー 牡５鹿 ５７ D．ボニヤ 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 ５１２＋ ２１：２７．２５ ２２８．８�

（仏）

５１０� ボストンカラーズ 牡６栗 ５７
５６ ☆松山 弘平
�昭牧場 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 B５７６＋２４１：２９．３大差 ２９０．０�

７１３ シゲルタダカツ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５２０＋２２ 〃 ハナ ６９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，８３４，７００円 複勝： ６４，２４０，５００円 枠連： ３８，０５６，３００円

普通馬連： １５７，２３９，８００円 馬単： ９４，０４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，０１２，２００円

３連複： １９７，１３８，５００円 ３連単： ３７８，１３０，４００円 計： １，０３５，７０２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０４０円 複 勝 � ３４０円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（１－５） ５，７００円

普通馬連 �� ６，３６０円 馬 単 �� １４，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９１０円 �� ９４０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ５，６３０円 ３ 連 単 ��� ６１，６３０円

票 数

単勝票数 計 ４８８３４７ 的中 � １８８７６（６番人気）
複勝票数 計 ６４２４０５ 的中 � ３９４９８（６番人気）� ６９１８３（５番人気）� １６１０５２（１番人気）
枠連票数 計 ３８０５６３ 的中 （１－５） ４９３０（２１番人気）
普通馬連票数 計１５７２３９８ 的中 �� １８２５６（２０番人気）
馬単票数 計 ９４０４９７ 的中 �� ４６３４（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８０１２２ 的中 �� ６９９９（２１番人気）�� １４９５０（１０番人気）�� ３６０３６（４番人気）
３連複票数 計１９７１３８５ 的中 ��� ２５８４２（１４番人気）
３連単票数 計３７８１３０４ 的中 ��� ４５２８（１７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．４―５９．６―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハードウォン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２００９．１．５ 京都３着

２００６．２．１３生 牡４鹿 母 ファンシーオレンジ 母母 ブランチリーヴス ２０戦４勝 賞金 ４２，９８０，０００円
〔発走状況〕 シゲルタダカツ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ハニーメロンチャン号・ミニーバローズ号
（非抽選馬） １頭 スマートアーサイト号
※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。



（２２京都６）第７日 １１月２７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

２５８，８４０，０００円
４，２６０，０００円
１６，５２０，０００円
１，８００，０００円
２５，６８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，２９３，０００円
５，８４２，８００円
１，８５１，３００円

勝馬投票券売得金
３９６，４３１，２００円
７４２，６００，７００円
３２０，８５２，６００円
１，２４４，８９７，９００円
８０３，８５７，２００円
４７８，４９４，６００円
１，７０９，９４３，７００円
３，１２７，１２１，０００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 ８，８２４，１９８，９００円

総入場人員 ２１，６３３名 （有料入場人員 １９，７４４名）




