
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

３０００１１０月８日 晴 良 （２３京都５）第１日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

２３ ガ レ ノ ス 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 新冠 須崎牧場 ５３０± ０１：５６．０ ９．９�

７１４ スタンドバイミー 牡２鹿 ５５ 小牧 太石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４４４＋ ８ 〃 クビ １３．７�
５１０ トキノベストマッチ 牡２栗 ５５ 福永 祐一田中 準市氏 昆 貢 新ひだか 武 牧場 ４６８＋ ４１：５６．１� １１．９�
６１１ コウエイチャンス 牡２鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６２＋ ４１：５６．５２� ３６．３�
３５ ゼ ロ ス 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 ４７４－ ６１：５６．６クビ ８．８�
３６ クリスマスマーベル 牡２青鹿５５ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４６６＋ ２１：５７．１３ ９６．４�
１１ カレンシュガーレイ 牡２鹿 ５５ 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４５４－ ２１：５７．５２� １．３	
７１３ フミノメルキオール 牡２栗 ５５ 幸 英明谷 二氏 目野 哲也 日高 山際 辰夫 ４７６－ ２１：５７．７１ ３２．４

６１２ テイエムベンケイ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲森 一馬竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 大柳ファーム ４８４± ０１：５８．４４ ６１３．０�
８１５ エイユーミラクル 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠笹部 義則氏 高野 友和 新冠 村上 欽哉 ４７０－１４１：５８．６１� ６９．９�
１２ テイエムアバレッケ 牡２鹿 ５５ 安藤 光彰竹園 正繼氏 新川 恵 鹿児島 テイエム牧場 ４５６－ ２１：５９．１３ ３６９．９
８１６ シゲルメロン 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 長谷川 一男 ４８２＋ ２１：５９．４２ １１７．５�
５９ フェールボー 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４６８± ０１：５９．５� ２０７．６�
２４ コトノクリチャン 牝２栗 ５４ 岡部 誠栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４５２＋ ６１：５９．８１� ４４０．１�

（愛知）

４７ サチノタカチホ 牡２鹿 ５５
５２ ▲藤懸 貴志佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ４９０± ０２：００．３３ ４６８．６�

４８ シゲルナツメ 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 石川 栄一 ４６６－ ２ 〃 クビ ６２０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７３６，４００円 複勝： ７５，６５２，４００円 枠連： １１，８６４，０００円

馬連： ４０，２４９，０００円 馬単： ３８，５２１，６００円 ワイド： ２２，１７４，０００円

３連複： ５９，１９９，０００円 ３連単： １１４，４３６，４００円 計： ３８６，８３２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ８８０円 � ５７０円 � ７００円 枠 連（２－７） ３，９２０円

馬 連 �� ４，８００円 馬 単 �� ９，２４０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� １，５１０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� １０，２８０円 ３ 連 単 ��� ７４，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２４７３６４ 的中 � １９８３７（３番人気）
複勝票数 計 ７５６５２４ 的中 � ２２１８４（５番人気）� ３６３６０（３番人気）� ２８３２８（４番人気）
枠連票数 計 １１８６４０ 的中 （２－７） ２２３６（１３番人気）
馬連票数 計 ４０２４９０ 的中 �� ６１９５（１４番人気）
馬単票数 計 ３８５２１６ 的中 �� ３０７９（２５番人気）
ワイド票数 計 ２２１７４０ 的中 �� ４６６９（１３番人気）�� ３５７４（１６番人気）�� ５９４７（１１番人気）
３連複票数 計 ５９１９９０ 的中 ��� ４２５１（２９番人気）
３連単票数 計１１４４３６４ 的中 ��� １１３０（１７２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１３．４―１３．３―１３．１―１２．９―１２．８―１３．０―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３６．９―５０．２―１：０３．３―１：１６．２―１：２９．０―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F３９．８
１
３
１，３，５，１０（６，１３）（１２，１６）（４，１４）７（２，８）（１１，１５）＝９・（１，３）５（６，１０）１３，１４，１２－１６（４，８）２（７，１５）１１－９

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

勝馬の
紹 介

ガ レ ノ ス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Danzig デビュー ２０１１．７．１７ 新潟８着

２００９．３．２１生 牡２鹿 母 レ ッ ド ジ グ 母母 Red Ember ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 スペクトルジーン号
※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。

３０００２１０月８日 晴 良 （２３京都５）第１日 第２競走 ��１，６００�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

１：３３．７
１：３３．１

良

良

３５ ショウナンラムジ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９６－ ４１：３３．４レコード ５．２�

４６ グ ラ ー ネ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：３３．９３ １２．１�
３４ リュウシンアクシス 牡２栗 ５５ 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 浦河 ダイヤモンドファーム ４９４－ ４１：３４．０� ３．２�
６１１ トロピカルメジャー 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４５６＋ ６１：３４．２１� ７．２�
２２ マイネルドメニカ 牡２栗 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋１２ 〃 ハナ ２２．７	
６１０ シルクドリーマー 牡２鹿 ５５ 北村 友一有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 ４４６＋ ８１：３４．５２ ４．５

５８ シゲルヒメリンゴ 牝２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 ４４２＋ ６１：３４．９２� ４１．３�
４７ ゴールドベル 牡２黒鹿５５ 武 豊松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４５２－ ８ 〃 クビ ７．６�
８１５ クラウンエンビー 牡２栗 ５５ 酒井 学矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 ４５８－ ２１：３５．０クビ ２６８．５
２３ タマモギャラクシー 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦タマモ� 川村 禎彦 日高 新井 昭二 ４６４＋ ６ 〃 クビ ２５９．２�
８１４ バーニングジール 牡２黒鹿５５ 川田 将雅 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：３５．２１� １４．６�
７１３ メイショウマサシゲ 牡２栗 ５５

５２ ▲花田 大昂松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 新冠橋本牧場 ４９８＋ ４１：３５．６２� １３９．１�
７１２ サクラルモンド 牡２黒鹿５５ 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４９８＋１８１：３５．８１� ５０．８�
５９ サザンネスト 牡２黒鹿 ５５

５３ △国分 優作五影 慶則氏 西浦 勝一 浦河 本巣 敦 ４３２－ ４１：３７．４１０ ２１８．０�

（１４頭）
１１ ガーネットカラー 牝２栗 ５４ 福永 祐一有限会社シルク村山 明 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： １９，８６３，２００円 複勝： ３９，３２９，８００円 枠連： １４，４９７，８００円

馬連： ４１，７２７，８００円 馬単： ２８，４９９，５００円 ワイド： ２０，１９６，４００円

３連複： ５９，９５７，２００円 ３連単： ９０，３９３，１００円 計： ３１４，４６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １７０円 � ３４０円 � １５０円 枠 連（３－４） ５３０円

馬 連 �� ２，８３０円 馬 単 �� ５，０６０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� ３５０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ２，７３０円 ３ 連 単 ��� １９，９６０円

票 数

単勝票数 差引計 １９８６３２（返還計 １９３） 的中 � ３０４１４（３番人気）
複勝票数 差引計 ３９３２９８（返還計 ２７０） 的中 � ６４６９４（３番人気）� ２２６１３（７番人気）� ８９７０８（１番人気）
枠連票数 差引計 １４４９７８（返還計 １４７） 的中 （３－４） ２０３４８（２番人気）
馬連票数 差引計 ４１７２７８（返還計 １４５２） 的中 �� １０９１７（１３番人気）
馬単票数 差引計 ２８４９９５（返還計 ７６１） 的中 �� ４１６３（２３番人気）
ワイド票数 差引計 ２０１９６４（返還計 ８７４） 的中 �� ４９９３（１３番人気）�� １５７５９（２番人気）�� ６３１８（１１番人気）
３連複票数 差引計 ５９９５７２（返還計 ３２７０） 的中 ��� １６２２０（８番人気）
３連単票数 差引計 ９０３９３１（返還計 ６１１１） 的中 ��� ３３４３（６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３４．７―４６．６―５８．５―１：１０．５―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンラムジ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．９．２５ 阪神５着

２００９．１．１７生 牡２鹿 母 フォーカルスター 母母 フォーカルプレーン ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔出走取消〕 ガーネットカラー号は，疾病〔全身挫創〕のため出走取消。

第５回　京都競馬　第１日



３０００３１０月８日 晴 良 （２３京都５）第１日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

４４ キンシザイル 牡２鹿 ５５ 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 ４９０ ―１：２５．７ １．７�

５５ � コリンブレッセ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅林 正道氏 吉田 直弘 米 Caroline C
Stautberg ４９８ ―１：２５．８� ３．０�

５６ デンコウアクティブ 牡２鹿 ５５ 岡部 誠田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 ４８４ ―１：２６．９７ ４４．０�
（愛知）

２２ ペガサスフォース 牡２栗 ５５ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０ ―１：２８．４９ １１．９�

１１ マイネルブラームス 牡２栗 ５５ 幸 英明 �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 ４７４ ―１：２８．７１� ３３．０�

８１２ シゲルササグリ 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４７４ ―１：２９．３３� １６．９�

７９ コスモフレイム 牡２鹿 ５５ 浜中 俊 	ビッグレッドファーム 吉田 直弘 日高 厚賀古川牧場 ４３２ ―１：２９．５１ ６３．９

７１０ ニコニコマーク 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎西村新一郎氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム ４２４ ―１：２９．８１� ６２．４�
８１１ シゲルザクロ 	２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 長浜 秀昭 ４１０ ―１：３０．２２� ７１．４�
６８ ファイナルファング 牡２栗 ５５ N．ピンナ 広尾レース� 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ５３．３

（伊）

６７ スリーランクス 牡２鹿 ５５ 川島 信二永井商事� 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４７２ ―１：３０．３� ３０８．０�
３３ ゴーイングピース 牡２芦 ５５ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４５４ ―１：３０．６１� ２３．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，３５４，３００円 複勝： ３９，２５５，８００円 枠連： １１，４３５，６００円

馬連： ３６，１１２，０００円 馬単： ３５，０９０，０００円 ワイド： ２０，０７１，４００円

３連複： ４５，９０４，３００円 ３連単： １００，９０３，５００円 計： ３１１，１２６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ４００円 枠 連（４－５） ２２０円

馬 連 �� ２００円 馬 単 �� ３２０円

ワ イ ド �� １３０円 �� ６６０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ３，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２２３５４３ 的中 � １０９９４６（１番人気）
複勝票数 計 ３９２５５８ 的中 � ２０３１３８（１番人気）� ８２０５７（２番人気）� ９４２５（７番人気）
枠連票数 計 １１４３５６ 的中 （４－５） ３９３６２（１番人気）
馬連票数 計 ３６１１２０ 的中 �� １３６５３６（１番人気）
馬単票数 計 ３５０９００ 的中 �� ８２６３１（１番人気）
ワイド票数 計 ２００７１４ 的中 �� ６０５３８（１番人気）�� ５５６５（８番人気）�� ４０３７（１１番人気）
３連複票数 計 ４５９０４３ 的中 ��� ２４６１６（４番人気）
３連単票数 計１００９０３５ 的中 ��� ２２５１５（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．５―３６．８―４８．９―１：０１．２―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンシザイル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２００９．３．２２生 牡２鹿 母 ケイシンミツル 母母 サーストンフラッグ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３０００４１０月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都５）第１日 第４競走 ��３，１７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２８．４良・良

７１１ エルジャンクション �５鹿 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 ４７２＋ ８３：２９．８ １７．４�

５７ � タマモユニヴァース 牡５栗 ６０ 北沢 伸也タマモ� 小原伊佐美 新冠 ムラカミファーム ４９０± ０３：２９．９� ３．６�
８１３ メイショウブソン 牡４鹿 ６０ 岩崎 祐己松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４５２＋１０３：３１．４９ １５９．４�
７１２� マックスチャンプ 牡１０鹿 ６０ 高田 潤田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４８２＋１０３：３２．０３� ２０．９�
８１４� カワキタトップ 牡５芦 ６０ 植野 貴也川島 吉男氏 梅内 忍 三石 木田牧場 ４８４＋ ８３：３２．１クビ ４．２�
２２ � アナザースター 牡６黒鹿６０ 中村 将之山上 和良氏 田島 良保 静内 畠山牧場 ４６８＋ ６３：３３．３７ １４．９�
５８ マーブルジーン 牡７黒鹿６１ 小坂 忠士下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ４９４＋ ４３：３３．８３ ５４．５	
１１ キシュウグラシア 牝５黒鹿５８ 浜野谷憲尚木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９６＋ ６３：３４．９７ ４３．７

６１０ ハ ツ カ リ 牡７青鹿６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７２－ ６３：３６．３９ １３９．３�
３４ メイショウロッコー 牡５栗 ６０ 黒岩 悠松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ５０４± ０３：３６．６１� ２７．２�
４６ ヒシカツヒトリタビ 牡４芦 ６０ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 カミイスタット ５０２＋ ２３：３７．０２� ６０．７
６９ バトルブリンディス 牡６青鹿６０ 西谷 誠宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４６８± ０３：３８．２７ ３８．１�
３３ マッキーケインズ 牡６栗 ６０ 佐久間寛志薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４３２＋ ８３：４７．３大差 ２０３．９�
４５ リザーブカード 牡８鹿 ６０ 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５０２± ０ （競走中止） ２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，１０５，８００円 複勝： ２１，２２６，１００円 枠連： １２，８４４，１００円

馬連： ３５，８８７，５００円 馬単： ２６，０９１，２００円 ワイド： １６，８６５，２００円

３連複： ５６，２９５，７００円 ３連単： ９１，１０１，９００円 計： ２７５，４１７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７４０円 複 勝 � ３５０円 � ２００円 � ２，６１０円 枠 連（５－７） １，２１０円

馬 連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ６，９００円

ワ イ ド �� ８９０円 �� １１，５７０円 �� ５，１４０円

３ 連 複 ��� ７７，８１０円 ３ 連 単 ��� ５５１，１００円

票 数

単勝票数 計 １５１０５８ 的中 � ６８４５（５番人気）
複勝票数 計 ２１２２６１ 的中 � １５６０４（４番人気）� ３６２０７（３番人気）� １６８１（１３番人気）
枠連票数 計 １２８４４１ 的中 （５－７） ７８９７（６番人気）
馬連票数 計 ３５８８７５ 的中 �� １０４４８（９番人気）
馬単票数 計 ２６０９１２ 的中 �� ２７９４（２５番人気）
ワイド票数 計 １６８６５２ 的中 �� ４９１２（８番人気）�� ３４８（６３番人気）�� ７９０（４０番人気）
３連複票数 計 ５６２９５７ 的中 ��� ５３４（１２８番人気）
３連単票数 計 ９１１０１９ 的中 ��� １２２（７９６番人気）

上り １マイル １：４３．３ ４F ５１．０－３F ３８．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エルジャンクション �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．８．２３ 小倉８着

２００６．３．２２生 �５鹿 母 ラ イ ヴ 母母 Bint Pasha 障害：１４戦２勝 賞金 ４１，１００，０００円
〔競走中止〕 リザーブカード号は，２周目６号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※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 ゴールデンカイザー号



３０００５１０月８日 晴 良 （２３京都５）第１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

２２ プールマシェール 牡２黒鹿５５ 川田 将雅吉田 勝己氏 村山 明 安平 ノーザンファーム ４８２ ―１：４９．３ １９．１�

６７ ピュアソウル 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４２８ ―１：４９．５１ ８．８�
３３ ダノンムーン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２６ ―１：４９．７１� １．４�
８１１ スリーアフロディテ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 ４８６ ― 〃 クビ ２６．３�
８１０ ラブイズブーシェ 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 ４５２ ―１：５０．０１� ９９．２�
５５ フェアーフェイム 牡２鹿 ５５ 浜中 俊名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 ５２６ ―１：５０．１� ５４．７	
４４ カノヤベッピンサン 牝２黒鹿５４ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４５２ ―１：５０．２� １４７．０

１１ ダンツフォーカス 牡２鹿 ５５ 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 折手牧場 ４９２ ― 〃 クビ ８８．４�
６６ 	 エイシントラベラー 牡２芦 ５５ 武 豊平井 豊光氏 西園 正都 米 Machmer

Hall ５０６ ―１：５０．３� ４．６�
７８ テイエムオペラドン 牡２鹿 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４６２ ―１：５０．８３ ５５．２
７９ シゲルポンカン 牡２鹿 ５５

５３ △国分 優作森中 蕃氏 鶴留 明雄 新ひだか 山際牧場 ４６２ ―１：５１．４３� ７３．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３０，７２３，２００円 複勝： ７４，３１１，７００円 枠連： １４，２２１，４００円

馬連： ３９，６７０，７００円 馬単： ４３，４３３，６００円 ワイド： ２２，０７１，５００円

３連複： ５３，８９２，０００円 ３連単： １４６，４９３，６００円 計： ４２４，８１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（２－６） ２，４６０円

馬 連 �� ４，０７０円 馬 単 �� １０，９００円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ２８０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ２５，２４０円

票 数

単勝票数 計 ３０７２３２ 的中 � １２６７７（４番人気）
複勝票数 計 ７４３１１７ 的中 � ２６９０７（４番人気）� ５０９６０（３番人気）� ５２７９７６（１番人気）
枠連票数 計 １４２２１４ 的中 （２－６） ４２６９（７番人気）
馬連票数 計 ３９６７０７ 的中 �� ７２０７（１２番人気）
馬単票数 計 ４３４３３６ 的中 �� ２９４３（２２番人気）
ワイド票数 計 ２２０７１５ 的中 �� ７０７４（８番人気）�� １９７９４（３番人気）�� ２８８５７（２番人気）
３連複票数 計 ５３８９２０ 的中 ��� ３２１９５（４番人気）
３連単票数 計１４６４９３６ 的中 ��� ４２８５（６６番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．１―１１．９―１２．５―１３．１―１２．５―１１．７―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．８―３６．７―４９．２―１：０２．３―１：１４．８―１：２６．５―１：３７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．５
３ ・（５，６）（２，９）（１１，１）３，７（１０，８）４ ４ ５，６（２，９）（１，３）１１（７，８）１０，４

勝馬の
紹 介

プールマシェール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．５．１１生 牡２黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

３０００６１０月８日 晴 良 （２３京都５）第１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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

２３ ダノンプリマドンナ 牝４黒鹿５５ 小牧 太�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４６４± ０１：２４．４ ４．２�

６１２ アンティークカラー 牝３栗 ５３ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 ４４４－１２１：２４．６１� １１．１�
１１ サダムグランジュテ 牝３鹿 ５３ 後藤 浩輝大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６６＋ ２１：２４．９１� ６．９�
８１５ キクノキアラ 牝３黒鹿５３ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４４６± ０１：２５．１１� １００．９�
１２ ラブリイステラ 牝３芦 ５３ 和田 竜二�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド ４８０＋ ８１：２５．２� ４４．３�
４７ ヒノデポベーダ 牝３鹿 ５３ 幸 英明久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４３６－ ２１：２５．３クビ ４２．０�
３５ アドマイヤオンリー 牝４芦 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋ ４１：２５．７２� ２５．８	
５１０ ザッハトルテ 牝４芦 ５５

５４ ☆国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 ４４４－ ２ 〃 ハナ ３１．４

５９ � ネオスペチアーレ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４５０－１０ 〃 クビ ４０６．８�
８１６ ワンダーフウラン 牝５鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦山本 信行氏 領家 政蔵 三石 城地 清満 ４７６＋ ４１：２５．８クビ ４６．８�
７１４ キクノレジーナ 牝３青 ５３ 福永 祐一菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４５２＋ ２１：２６．０１� １０．２
６１１ ヤサシイキモチ 牝６鹿 ５５ 武 豊ユアストーリー 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ３７．１�
３６ クローバーリーフ 牝３鹿 ５３ 鮫島 良太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４ 〃 ハナ ２．２�
２４ ビューティーモズ 牝３黒鹿５３ 池添 謙一北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４８４＋１０１：２６．７４ ３２．１�
４８ セ ラ ヴ ィ 牝３黒鹿 ５３

５１ △国分 優作�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４１６＋１４１：２６．８� ７８．６�
７１３ エーシンギムレット 牝３黒鹿５３ 藤田 伸二�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４４２＋ ４１：２９．３大差 １７９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，７４２，７００円 複勝： ４１，０５２，７００円 枠連： １５，６０３，２００円

馬連： ５３，９６８，６００円 馬単： ３３，３４４，９００円 ワイド： ２６，１８８，１００円

３連複： ７１，４６６，４００円 ３連単： １１７，３１８，５００円 計： ３８２，６８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � ２８０円 � ２２０円 枠 連（２－６） １，７１０円

馬 連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ３，６２０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ５７０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ４，９００円 ３ 連 単 ��� ２５，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２３７４２７ 的中 � ４５２５８（２番人気）
複勝票数 計 ４１０５２７ 的中 � ８５１９９（２番人気）� ３２７２６（５番人気）� ４６６２７（３番人気）
枠連票数 計 １５６０３２ 的中 （２－６） ６７６２（７番人気）
馬連票数 計 ５３９６８６ 的中 �� １９２４１（７番人気）
馬単票数 計 ３３３４４９ 的中 �� ６８０９（１２番人気）
ワイド票数 計 ２６１８８１ 的中 �� ８５６９（７番人気）�� １１９０６（５番人気）�� ４８１１（１３番人気）
３連複票数 計 ７１４６６４ 的中 ��� １０７６９（１１番人気）
３連単票数 計１１７３１８５ 的中 ��� ３３７４（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２３．０―３４．４―４６．４―５８．８―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンプリマドンナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Rahy デビュー ２０１０．２．１４ 京都１着

２００７．４．１３生 牝４黒鹿 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif １４戦３勝 賞金 ３８，３００，０００円
〔制裁〕 ダノンプリマドンナ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（８番・５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヤマニンソルファ号
（非抽選馬） １頭 カノヤキャプテン号



３０００７１０月８日 晴 良 （２３京都５）第１日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１５ ユースティティア 牝３青鹿５３ 福永 祐一前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋ ６１：４５．８ １６．９�

１２ ナリタプラチナ 牡５黒鹿５７ 藤岡 康太�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２ 〃 ハナ １３．５�
２４ リリーファイアー 牡３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 ４８８－ ４１：４６．０１� ３５．２�
３６ メイショウセトウチ 牡３鹿 ５５ 武 豊松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 磯野牧場 ４５０＋ ４１：４６．１� ７．０�
６１１ ティキマハロ 牡４黒鹿５７ 幸 英明萬納寺正清氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ５０２＋１４ 〃 クビ １９．９�
８１８ ヤマニンガーゴイル 牡４鹿 ５７ 川田 将雅土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４８６＋ ２ 〃 ハナ ２．９�
５９ カピオラニパレス 牡３芦 ５５ 小牧 太横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５１６＋ ２１：４６．２� ７．１	
６１２ アドマイヤスキップ 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋２６ 〃 クビ １３．３

７１４ マグニフィセント 牡４鹿 ５７ 川島 信二野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４４６＋１４１：４６．３クビ ３５３．２�
４８ オンリーザブレイヴ 牡３鹿 ５５ 和田 竜二山本 剛史氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５２－ ２ 〃 アタマ １２．９�
３５ メイショウヤタロウ 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ８．１
１１ � フィールドダンス 牡５栗 ５７ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 静内 グランド牧場 ４８６＋ ４１：４６．４クビ １６．７�
２３ オリエンタルコール 牡４鹿 ５７ N．ピンナ 棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４４８＋１４ 〃 クビ ２９．４�
（伊）

４７ プ リ テ ィ 牝４青鹿５５ 岡部 誠 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 武 宏平 安平 ノーザンファーム ４３４－ ４１：４６．６１	 ７２．５�

（愛知）

８１７� レナプリンセス 牝５鹿 ５５
５３ △国分 優作�イクタ 田所 秀孝 池田 高橋 正三 ５０４－ ２１：４６．９２ ２５２．２�

５１０ ボ サ ノ ヴ ァ 牝３栗 ５３ 四位 洋文吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４１４－１０１：４７．４３ ９１．１�
７１３ メイショウゴモン 牡３鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４９６＋１０１：４７．５
 １７０．８�
８１６ ボウシュウローズ 牝３黒鹿５３ 後藤 浩輝吉田都枝江氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋３０１：４７．７１	 ８２．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，１３４，３００円 複勝： ３４，２６０，４００円 枠連： ２１，５１６，９００円

馬連： ６１，９１２，７００円 馬単： ３７，８８１，４００円 ワイド： ２８，０８６，０００円

３連複： ８６，２３８，０００円 ３連単： １３１，８２５，０００円 計： ４２０，８５４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ４６０円 � ４２０円 � ８３０円 枠 連（１－７） ４，３１０円

馬 連 �� ７，６３０円 馬 単 �� １８，７２０円

ワ イ ド �� １，８９０円 �� ６，８００円 �� ６，０４０円

３ 連 複 ��� １０６，０８０円 ３ 連 単 ��� ６９９，９１０円

票 数

単勝票数 計 １９１３４３ 的中 � ８９６８（９番人気）
複勝票数 計 ３４２６０４ 的中 � ２０３２２（６番人気）� ２２４６１（５番人気）� １０２８７（１２番人気）
枠連票数 計 ２１５１６９ 的中 （１－７） ３６８５（１８番人気）
馬連票数 計 ６１９１２７ 的中 �� ５９９４（３７番人気）
馬単票数 計 ３７８８１４ 的中 �� １４９４（７７番人気）
ワイド票数 計 ２８０８６０ 的中 �� ３７３５（２２番人気）�� １００７（６９番人気）�� １１３４（６２番人気）
３連複票数 計 ８６２３８０ 的中 ��� ６００（２５４番人気）
３連単票数 計１３１８２５０ 的中 ��� １３９（１５７３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．５―１１．７―１２．０―１２．０―１１．４―１１．９―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．２―４６．９―５８．９―１：１０．９―１：２２．３―１：３４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

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３青鹿 母 ソブストーリー 母母 シ リ ー ズ １１戦２勝 賞金 １９，７２６，０００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。

３０００８１０月８日 晴 良 （２３京都５）第１日 第８競走 ��１，９００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

６６ トップミノル 牡４青鹿５７ 岡部 誠吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７６＋ ２２：０２．０ １４．６�
（愛知）

６７ アイノグロー 牡４黒鹿５７ 浜中 俊礒川 正明氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５００－ ６２：０２．２１� ４．２�
８１０ メイショウカルロ 牡３鹿 ５５ 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６２＋１４ 〃 ハナ ２．０�
４４ スプリングルシオ 牡３栗 ５５ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４８８＋１２ 〃 ハナ １４．９�
７９ ヤマニンティグル 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠土井 肇氏 橋田 満 新冠 錦岡牧場 ４８０± ０２：０２．４１� ６．６�
８１１ アルデュイナ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６＋４８２：０２．６１� ２１．５�
３３ サ ー ノ 牡４鹿 ５７ 北村 友一藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４－ ４ 〃 クビ ８．３	
７８ シャインストーン 牡３鹿 ５５ 幸 英明石川 達絵氏 武田 博 新ひだか 三石川上牧場 ４５４＋ ２２：０２．７� ４６．５

１１ ヒミノキンカメ 牡３鹿 ５５ 野元 昭嘉佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 ４９２＋ ２２：０２．９１ １２３．７�
２２ メイショウクレモナ 牡４鹿 ５７ 酒井 学松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４５８＋ ２２：０３．１１� ２００．８�
５５ シンボリカンヌ 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１２＋ ６２：０３．３１ ５２．７

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，４２３，４００円 複勝： ２４，４８５，７００円 枠連： １０，９０５，３００円

馬連： ４４，３８６，２００円 馬単： ３３，０１０，９００円 ワイド： １７，６３３，９００円

３連複： ５５，６４５，３００円 ３連単： １２０，７１７，６００円 計： ３２５，２０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ３２０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（６－６） ３，９５０円

馬 連 �� ３，４９０円 馬 単 �� ９，０３０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� ７００円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� ２８，８６０円

票 数

単勝票数 計 １８４２３４ 的中 � ９９８２（５番人気）
複勝票数 計 ２４４８５７ 的中 � １２２３５（６番人気）� ５５１９４（２番人気）� ７４７５２（１番人気）
枠連票数 計 １０９０５３ 的中 （６－６） ２０３９（１２番人気）
馬連票数 計 ４４３８６２ 的中 �� ９３９１（１２番人気）
馬単票数 計 ３３０１０９ 的中 �� ２６９９（２８番人気）
ワイド票数 計 １７６３３９ 的中 �� ４６２８（１１番人気）�� ５６７６（１０番人気）�� ２２１２５（１番人気）
３連複票数 計 ５５６４５３ 的中 ��� １８２４９（７番人気）
３連単票数 計１２０７１７６ 的中 ��� ３０８８（９４番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．８―１２．６―１４．０―１３．３―１３．２―１２．９―１２．４―１１．９―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．９―３１．５―４５．５―５８．８―１：１２．０―１：２４．９―１：３７．３―１：４９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．１
１
３
１，２（９，８）（１１，１０）（３，６）７（４，５）・（７，８）１０（１，６）（２，１１）４，９（３，５）

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

勝馬の
紹 介

トップミノル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ハンティングホーク デビュー ２００９．１１．２２ 京都５着

２００７．４．２４生 牡４青鹿 母 ファイブエイワン 母母 サンヨウジェラン １９戦２勝 賞金 １６，２５０，０００円
※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。



３０００９１０月８日 晴 良 （２３京都５）第１日 第９競走 ��
��１，４００�り ん ど う 賞

発走１４時２５分 （芝・右）

牝，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 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．７
１：２０．３

良

良

２２ レディーメグネイト 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ５００± ０１：２１．１ ２２．７�

６７ ゴールデンムーン 牝２栗 ５４ 武 豊�G１レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ ３．４�
５５ カイルアロマンス 牝２鹿 ５４ 小牧 太横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：２１．２クビ ９．２�
３３ レッドアラビアータ 牝２鹿 ５４ 幸 英明�コオロ 境 直行 新冠 石郷岡 雅樹 ４４０＋ ２ 〃 ハナ ３８．８�
６６ ツーオブアス 牝２黒鹿５４ 藤岡 康太�前川企画 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：２１．３� １２．５�
１１ ディザイラブル 牝２黒鹿５４ 福永 祐一�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１６＋ ２１：２１．５１� １７．２	
７９ プレノタート 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４５２－ ４１：２１．７１� １７．１

７８ ナオミノユメ 牝２鹿 ５４ 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４３６＋２０ 〃 ハナ ３３．６�
８１１ ブ ロ ッ ケ ン 牝２鹿 ５４ 池添 謙一本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５８＋ ８１：２１．８� １．９�
８１０ ジ ェ ノ ア 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝大社 聡氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４４２＋ ６１：２２．５４ ８２．１
４４ � セントウイナー 牝２栗 ５４ 岡部 誠�ホースケア 山中 輝久 日高 今井牧場 ４４６－ ２１：２２．７１� ２７６．２�

（笠松） （愛知）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，６５６，７００円 複勝： ５３，７２６，０００円 枠連： ２０，４８２，９００円

馬連： ８９，４７６，１００円 馬単： ６５，７９８，８００円 ワイド： ３５，２５９，７００円

３連複： １０２，５２９，５００円 ３連単： ２３０，９２４，９００円 計： ６３６，８５４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２７０円 複 勝 � ４２０円 � １７０円 � ２４０円 枠 連（２－６） ２，７７０円

馬 連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ８，７６０円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� １，３６０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ７，４７０円 ３ 連 単 ��� ６１，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３８６５６７ 的中 � １３４３４（７番人気）
複勝票数 計 ５３７２６０ 的中 � ２７５６９（６番人気）� １０８５０６（２番人気）� ５６９７２（３番人気）
枠連票数 計 ２０４８２９ 的中 （２－６） ５４６９（１０番人気）
馬連票数 計 ８９４７６１ 的中 �� ２３５５５（１１番人気）
馬単票数 計 ６５７９８８ 的中 �� ５５４５（２８番人気）
ワイド票数 計 ３５２５９７ 的中 �� ８０２６（１２番人気）�� ６２３３（１８番人気）�� １４８９１（６番人気）
３連複票数 計１０２５２９５ 的中 ��� １０１３７（２５番人気）
３連単票数 計２３０９２４９ 的中 ��� ２７６３（１７８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．０―５８．０―１：０９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．１
３ ２（１，６，１０）（５，４，１１）（３，７）（８，９） ４ ２，６（１，１０）１１（５，４）７，３（８，９）

勝馬の
紹 介

レディーメグネイト �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．８．２１ 小倉４着

２００９．４．１７生 牝２鹿 母 フラワーホーラー 母母 ジヨニカズダーリング ３戦２勝 賞金 １６，３３１，０００円
※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。

３００１０１０月８日 晴 良 （２３京都５）第１日 第１０競走 ��
��２，０００�

おおはら

大原ステークス
発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳
以上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

６９ � アドマイヤコスモス 牡４栗 ５７ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７４＋１４１：５６．８レコード １．８�

５６ ワルキューレ 牝７青 ５５ 北村 友一岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 インターナシヨナル牧場 ４９４＋ ２１：５７．０１� １６．８�
１１ タガノエルシコ 牡６栗 ５７ 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４３８－ ６ 〃 アタマ １１．９�
５７ アスカトップレディ 牝４黒鹿５５ 浜中 俊上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４７２＋１６１：５７．１	 ７．２�
８１２ メイショウカンパク 牡４黒鹿５７ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ９．９�
４５ シースナイプ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４５０＋ ８１：５７．２
 ６．８�
３３ ラフォルジュルネ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋１２１：５７．３
 １３．９	
７１１ デンコウオクトパス 牡４鹿 ５７ 和田 竜二田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ ８０．０

４４ ワンダームシャ 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４８２＋ ４１：５８．０４ ３１．６�
２２ マイネルギブソン 牡３鹿 ５５ 岡部 誠 �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 ４４６－ ６ 〃 アタマ １７８．３
（愛知）

６８ エイシンサクセス 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４９０＋ ２１：５８．１クビ ３５．１�
７１０ フェニコーン 牡７黒鹿５７ 渡辺 薫彦齊藤四方司氏 小桧山 悟 門別 下河辺牧場 ５１０± ０１：５８．３１ １１８．９�
８１３ ロイヤルネックレス 牝５青 ５５ 四位 洋文吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４９６＋ ８１：５８．６２ ６１．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４８，０８２，７００円 複勝： ８３，８１１，７００円 枠連： ２８，４４０，８００円

馬連： １４１，２８７，４００円 馬単： ８５，８０８，８００円 ワイド： ５５，６９７，７００円

３連複： １６７，８１５，２００円 ３連単： ３４６，４００，８００円 計： ９５７，３４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ２００円 枠 連（５－６） ４２０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ３３０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ２，７８０円 ３ 連 単 ��� ８，３４０円

票 数

単勝票数 計 ４８０８２７ 的中 � ２１２６７７（１番人気）
複勝票数 計 ８３８１１７ 的中 � ３１０１０５（１番人気）� ４８７６８（６番人気）� ８７８７１（３番人気）
枠連票数 計 ２８４４０８ 的中 （５－６） ５０４０４（１番人気）
馬連票数 計１４１２８７４ 的中 �� ７７７２６（５番人気）
馬単票数 計 ８５８０８８ 的中 �� ３７７８２（５番人気）
ワイド票数 計 ５５６９７７ 的中 �� ２２０４８（５番人気）�� ４５９２２（１番人気）�� １１４６０（１５番人気）
３連複票数 計１６７８１５２ 的中 ��� ４４５５０（９番人気）
３連単票数 計３４６４００８ 的中 ��� ３０６８６（１６番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１２．２―１２．０―１１．１―１１．５―１１．５―１１．９―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．５―３５．７―４７．７―５８．８―１：１０．３―１：２１．８―１：３３．７―１：４４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．５―３F３５．０
１
３
４，８，１（５，９）（７，１３）（３，６，１０）２（１１，１２）・（４，８）－（１，５）９，７－１３，３，１０，６，１２（２，１１）

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

勝馬の
紹 介

�アドマイヤコスモス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Be My Guest

２００７．３．３生 牡４栗 母 アドマイヤラピス 母母 Elevate ５戦４勝 賞金 ５９，１３０，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３００１１１０月８日 晴 良 （２３京都５）第１日 第１１競走
シンボリルドルフ追悼競走

��
��１，２００�夕刊フジ杯オパールステークス

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�，牝馬
２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増

夕刊フジ杯（１着）
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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２４ アポロフェニックス 牡６黒鹿５６ 藤田 伸二アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４８８－ ６１：０７．１ ４７．４�

４８ エーブダッチマン 牡５栗 ５６ 幸 英明 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４７０＋ ６ 〃 ハナ ７．９�

５１０ スギノエンデバー 牡３鹿 ５３ 池添 謙一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４４＋ ８ 〃 クビ １３．６�
１２ コパノオーシャンズ 牝７黒鹿５４ 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４３２＋ ６１：０７．３１� ２０３．２�
２３ キョウワマグナム 牡４鹿 ５６ 小牧 太�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５５２＋ ６ 〃 クビ ４．１�
５９ アウトクラトール 牡６鹿 ５６ 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４９６＋ ８１：０７．４クビ １７７．２	
８１５ アンシェルブルー 牝４黒鹿５３ 福永 祐一矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４５２－１８ 〃 ハナ ５．５

１１ セブンシークィーン 牝５栗 ５３ 武 豊吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８２＋ ６ 〃 アタマ ２０．０�
８１６ エーシンホワイティ 牡４鹿 ５６ 北村 友一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４９４＋ ６１：０７．５� ４．７�
６１１ ブラウンワイルド 牡３鹿 ５３ 浜中 俊キャピタルクラブ 坂口 正則 新冠 田鎖牧場 ４７０＋ ８１：０７．７１ １０６．３
６１２ オリオンスターズ 牡７黒鹿５６ 川田 将雅吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ５０６－ ８１：０７．８	 １９．４�
７１４ ショウナンカザン 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４８０＋ ２１：０７．９	 １５．８�
７１３ ベイリングボーイ 牡７栗 ５５ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４６６＋１６ 〃 クビ １５１．５�
３５ ライステラス 牝３芦 ５１ 国分 恭介 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７２＋１４ 〃 ハナ ３３．９�
４７ 
 モルトグランデ 牡７鹿 ５７ N．ピンナ 櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock ４７６－１４ 〃 ハナ １４．８�
（伊）

３６ 
 ヘニーハウンド 牡３栗 ５４ 岩田 康誠林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast
Farms, LLC ５０４＋１８１：０８．０クビ ８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，８７４，５００円 複勝： １０３，６３９，８００円 枠連： ６８，２３０，６００円

馬連： ２８７，１５４，５００円 馬単： １４８，４３４，６００円 ワイド： ９７，０９３，３００円

３連複： ３８３，０６７，８００円 ３連単： ６９２，４５２，８００円 計： １，８４０，９４７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，７４０円 複 勝 � ９１０円 � ２７０円 � ４００円 枠 連（２－４） １，０３０円

馬 連 �� １３，４６０円 馬 単 �� ３５，３５０円

ワ イ ド �� ２，５２０円 �� ８，２６０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ５９，３５０円 ３ 連 単 ��� ４９９，５５０円

票 数

単勝票数 計 ６０８７４５ 的中 � １０１３５（１２番人気）
複勝票数 計１０３６３９８ 的中 � ２６４１５（１２番人気）� １１３０１３（４番人気）� ６９４３０（７番人気）
枠連票数 計 ６８２３０６ 的中 （２－４） ４８８９４（４番人気）
馬連票数 計２８７１５４５ 的中 �� １５７４９（４８番人気）
馬単票数 計１４８４３４６ 的中 �� ３０９９（１０５番人気）
ワイド票数 計 ９７０９３３ 的中 �� ９５０１（３５番人気）�� ２８３９（６３番人気）�� １４８９７（２２番人気）
３連複票数 計３８３０６７８ 的中 ��� ４７６４（１６１番人気）
３連単票数 計６９２４５２８ 的中 ��� １０２３（１１１５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１０．８―１０．９―１０．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．５―４４．４―５５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．４―３F３３．６
３ １，８（４，５，６）（７，１０，１５）（９，１６）（２，３）１２（１１，１４）１３ ４ ・（１，８）（４，５，６）１５（７，１０）（２，１６）９（３，１２）（１１，１４）１３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アポロフェニックス �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Caerleon デビュー ２００７．６．２４ 函館１着

２００５．３．５生 牡６黒鹿 母 カ ト リ ア 母母 Embla ３５戦７勝 賞金 １７２，１０７，０００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。

３００１２１０月８日 晴 良 （２３京都５）第１日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２２ ウインドミネーター 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B４９８＋ ２１：５２．８ ４．４�

８１４ トミケンヒーロー 牡３鹿 ５５ 川田 将雅冨樫 賢二氏 領家 政蔵 日高 白瀬 明 ５１６－ ２１：５３．１１� ２．３�
４５ タイムズアロー 牡３栗 ５５

５３ △国分 優作 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４± ０ 〃 アタマ ７．５�

５７ テイエムドンマイ 牡３黒鹿５５ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５００± ０ 〃 クビ ７．２�
６９ ナムラブレット 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４５２＋ ２１：５３．２クビ ３３．７�
４６ ヒカリコーズウェー �６鹿 ５７ 赤木高太郎�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５２４＋ ８１：５３．４１	 ４２．１	
８１３ エーシングレーソロ 牡６芦 ５７

５６ ☆川須 栄彦�栄進堂 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ５１２＋１０１：５３．５クビ ４０．２

７１２ マルタカタキオン 牡８栗 ５７ 佐久間寛志國立 治氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ５０６＋１０１：５３．９２	 １５６．７�
６１０ ナリタシルクロード 牡４鹿 ５７ 和田 竜二�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５１４＋ ６１：５４．２２ ９．０�
１１ 
 ローレルカンタータ 牡５栗 ５７

５４ ▲横山 和生 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム ５１２± ０１：５４．３	 ３４．２
３４ キクノセンヒメ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４６６± ０１：５４．４� ６８．６�
３３ シークレバー 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８２＋ ２１：５４．７１� ３０３．１�
５８ ワンダープリマ 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４５４－ ２１：５４．９� ９２．３�
７１１ ローレルレヴァータ �４鹿 ５７ 岡部 誠 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４６８＋ ４１：５５．９６ １３．１�

（愛知）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３７，４９２，０００円 複勝： ５８，２８２，２００円 枠連： ２７，３５２，３００円

馬連： １１８，７５２，７００円 馬単： ７０，０８９，１００円 ワイド： ４７，１４２，６００円

３連複： １４４，８９４，３００円 ３連単： ２８８，２２０，７００円 計： ７９２，２２５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（２－８） ５９０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ４７０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 ��� ６，２６０円

票 数

単勝票数 計 ３７４９２０ 的中 � ６７３８２（２番人気）
複勝票数 計 ５８２８２２ 的中 � １００７９３（２番人気）� １３２８６９（１番人気）� ７９８２９（３番人気）
枠連票数 計 ２７３５２３ 的中 （２－８） ３４６０４（１番人気）
馬連票数 計１１８７５２７ 的中 �� １５１５９６（１番人気）
馬単票数 計 ７００８９１ 的中 �� ３８１６４（２番人気）
ワイド票数 計 ４７１４２６ 的中 �� ４９１３３（１番人気）�� ２３３９９（５番人気）�� ２６３７１（３番人気）
３連複票数 計１４４８９４３ 的中 ��� ７９９７３（２番人気）
３連単票数 計２８８２２０７ 的中 ��� ３４０２６（８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．６―１３．２―１２．７―１２．４―１２．３―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．７―４９．９―１：０２．６―１：１５．０―１：２７．３―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ウインドミネーター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．４．２４ 京都７着

２００７．４．２３生 牡４鹿 母 プレシャスフラワー 母母 プレシャスキール １５戦４勝 賞金 ４５，８９２，０００円
※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。



（２３京都５）第１日 １０月８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６６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

２２９，２３０，０００円
３，２２０，０００円
９，４６０，０００円
１，２３０，０００円
２１，３００，０００円
５８，４２８，５００円
４，９９０，８００円
１，６４３，４００円

勝馬投票券売得金
３５９，１８９，２００円
６４９，０３４，３００円
２５７，３９４，９００円
９９０，５８５，２００円
６４６，００４，４００円
４０８，４７９，８００円
１，２８６，９０４，７００円
２，４７１，１８８，８００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 ７，０６８，７８１，３００円

総入場人員 １７，１７３名 （有料入場人員 １５，５９２名）


