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３３００１１１月５日 曇 良 （２３京都６）第１日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０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

８１２ ジョウノバッカス 牡２栗 ５５ 小牧 太小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４９０－ ２１：５５．６ ７４．２�

６９ ヘッドサクセッサー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一石瀬 浩三氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ２１：５５．９２ １．２�

５７ グレートチャールズ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４９６－ ４１：５６．０� １４．２�
４４ コスモエスプレッソ 牡２栗 ５５ 北村 友一 �ビッグレッドファーム 服部 利之 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ６１：５６．３２ ７０．４�
１１ ペプチドキングピン 牡２栗 ５５ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ５１４± ０１：５６．５１� １５．７�
６８ ドリームプログラム 牡２栗 ５５ 幸 英明セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４８４＋ ２１：５７．４５ ６０．９	
５６ ダンツフォーカス 牡２鹿 ５５ 川田 将雅山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 折手牧場 ４８８－ ４１：５７．６１� ２９．５

４５ スペクトルジーン 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志�樽さゆり氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４８２＋ ４ 〃 クビ ４２５．５�
７１０ ウォーターボルカノ 牡２黒鹿５５ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４６８－ ６１：５７．７� ４４．４�
８１３ シゲルスモモ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 北俣牧場 ４１６＋ ２１：５７．８� ２６８．６
２２ サウンドアフリート 牡２栗 ５５ 川島 信二増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ９．８�
７１１ マルサンタイトル 牡２鹿 ５５

５３ △国分 優作松井三千年氏 目野 哲也 むかわ 桑原牧場 ４８８＋ ８１：５８．０１� ３７８．３�
３３ イルテアトリーノ 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 ５０６－ ４１：５９．１７ ７０．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，１６６，２００円 複勝： ６４，３８９，３００円 枠連： ８，９３０，７００円

馬連： ３２，９０３，４００円 馬単： ３２，６４８，５００円 ワイド： １７，７３９，６００円

３連複： ４８，８６５，６００円 ３連単： １０９，５３５，４００円 計： ３３６，１７８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，４２０円 複 勝 � ８００円 � １１０円 � ２４０円 枠 連（６－８） １，９００円

馬 連 �� ２，４００円 馬 単 �� ８，５５０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ３，９９０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５，０１０円 ３ 連 単 ��� ７５，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２１１６６２ 的中 � ２２４８（１０番人気）
複勝票数 計 ６４３８９３ 的中 � ５８０８（９番人気）� ４８４９３３（１番人気）� ２６１４６（４番人気）
枠連票数 計 ８９３０７ 的中 （６－８） ３４７８（６番人気）
馬連票数 計 ３２９０３４ 的中 �� １０１２０（７番人気）
馬単票数 計 ３２６４８５ 的中 �� ２８２１（１９番人気）
ワイド票数 計 １７７３９６ 的中 �� ４８１０（９番人気）�� ９４９（３０番人気）�� ２０８９０（２番人気）
３連複票数 計 ４８８６５６ 的中 ��� ７２０３（１７番人気）
３連単票数 計１０９５３５４ 的中 ��� １０６４（１５７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１４．１―１３．３―１３．２―１２．９―１２．８―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３８．１―５１．４―１：０４．６―１：１７．５―１：３０．３―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
１
３
１（４，６）１１（２，９）（３，５）１２（８，１０）－７－１３・（１，９，１２）（４，１０）（１１，７）６（３，２，８）（１３，５）

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

勝馬の
紹 介

ジョウノバッカス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１１．７．１７ 京都１２着

２００９．２．２６生 牡２栗 母 ジョウノイザベラ 母母 イエローストーン ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

３３００２１１月５日 曇 良 （２３京都６）第１日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０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

７１２� 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 ５０４＋ ６１：２５．６ １．２�

１１ スズカルパン 牡２鹿 ５５ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４４８＋ ４１：２６．３４ ５１．８�
２２ タマノフウジン 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ １５．２�
５８ フミノメルキオール 牡２栗 ５５ 北村 友一谷 二氏 目野 哲也 日高 山際 辰夫 ４７８＋ ２１：２６．６１� ４７．６�
３４ ヒミノオオワシ 牡２栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志佐々木八郎氏 鈴木 孝志 新冠 パカパカ
ファーム ４８８＋ ２１：２６．７� ５４９．１�

８１４� エイシントラベラー 牡２芦 ５５ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 米 Machmer
Hall ５０２± ０１：２６．８クビ ６．１�

４５ カシノチョッパー 牡２黒鹿５５ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 ４６６＋ ４１：２７．５４ ３２０．６�
６１０ シゲルスイカ 牡２青鹿５５ 中村 将之森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 村上 雅規 ４９０＋ ２１：２７．７１ １１１．９	
３３ アマノスペリオール 牡２栗 ５５

５３ △国分 優作中村 孝氏 湯窪 幸雄 新ひだか 稲葉牧場 ４７６＋ ２１：２８．１２� ６８．４

７１１ ジョウノメジャー 牡２栗 ５５ 小牧 太小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ３２．９�
５７ コウエイロックオン 牡２鹿 ５５ 池添 謙一西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４８８± ０１：２８．３１	 １０３．１�
４６ � シゲルカカオ 牝２栗 ５４ 幸 英明 ブルアンドベア 大橋 勇樹 米 Cloverleaf

Farms II ４７４＋ ４ 〃 クビ ２３．１�
８１３ テイエムブルーミン 牝２黒鹿５４ 田中 克典竹園 正繼氏 木原 一良 日高 滝本 健二 ４５０± ０１：２８．５１� ５９７．７�
６９ トップイージス 牡２黒鹿５５ 和田 竜二�コオロ 境 直行 新冠 柏木 一則 ４９４＋ ２１：２９．６７ １６０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，７１１，８００円 複勝： ７９，３５２，８００円 枠連： １０，７６３，５００円

馬連： ３９，９９１，７００円 馬単： ３９，９６２，０００円 ワイド： ２１，４６９，４００円

３連複： ６１，１１２，８００円 ３連単： １３２，７１０，４００円 計： ４１１，０７４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � ５８０円 � １９０円 枠 連（１－７） ２，２００円

馬 連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ２４０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� ３，０８０円 ３ 連 単 ��� １１，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２５７１１８ 的中 � １７７７８１（１番人気）
複勝票数 計 ７９３５２８ 的中 � ５７７８２０（１番人気）� １０３１５（７番人気）� ４８１６１（３番人気）
枠連票数 計 １０７６３５ 的中 （１－７） ３６１１（８番人気）
馬連票数 計 ３９９９１７ 的中 �� １４３３２（７番人気）
馬単票数 計 ３９９６２０ 的中 �� １０５８６（８番人気）
ワイド票数 計 ２１４６９４ 的中 �� ５９５７（８番人気）�� ２８０２３（２番人気）�� ２０４３（２１番人気）
３連複票数 計 ６１１１２８ 的中 ��� １４６８７（８番人気）
３連単票数 計１３２７１０４ 的中 ��� ８１７３（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．７―１：００．０―１：１２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３７．９
３ ６（１２，１４）（２，９，１１）７（１，８）３，４－５，１３－１０ ４ ・（６，１２）１４（２，９，１１）－１（７，８）４，３（５，１３）１０

勝馬の
紹 介

�コリンブレッセ �
�
父 Corinthian �

�
母父 St. Jovite デビュー ２０１１．１０．８ 京都２着

２００９．４．１２生 牡２鹿 母 Berry Blessed 母母 Strawberry Reason ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円

第６回　京都競馬　第１日



３３００３１１月５日 曇 良 （２３京都６）第１日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

８１４ エーシンスナイパー 牡２鹿 ５５ 浜中 俊�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ４４４－ ４１：３４．７ ２９．１�

５８ 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± ０１：３４．９１� １１．２�

７１３ タガノレイヨネ 牡２栗 ５５ 藤田 伸二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９０± ０１：３５．０� ４．７�

７１２ ジョウショーキング 牡２青鹿 ５５
５４ ☆国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４６２＋ ６ 〃 クビ １２．９�

８１５ アンジェロフォーグ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム ４６４－ ８１：３５．１クビ ９６．７�
４７ シゲルアンズ 牡２鹿 ５５ 幸 英明森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 戸川牧場 ４７４± ０１：３５．４２ １０．２�
２２ ミッキークリスエス 牡２黒鹿５５ 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５１４－ ４１：３５．６� ６６．４	
３４ � エーシンスピーダー 牡２栗 ５５ 酒井 学�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC ４６８－ ２１：３６．３４ １７．９

５９ シゲルザクロ 	２鹿 ５５

５３ △国分 優作森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 長浜 秀昭 ４１８＋ ２ 〃 ハナ ９５．０�
２３ タガノジョイナー 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５６－ ２１：３６．４� １３．０�
１１ ドーントレス 牡２黒鹿５５ 中村 将之岩� 僖澄氏 野村 彰彦 日高 千葉飯田牧場 ４４６－ ４１：３６．５� ７５．８
４６ サンレイホーム 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 ４７８＋ ８１：３６．６� １５２．２�
３５ ツヨシノブルーム 牡２芦 ５５ 藤岡 佑介横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４６４－ ６１：３７．１３ １．８�
６１０ 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 ４８８－ ２ 〃 ハナ ３８６．１�
６１１ レイナチャーム 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４８６－ ２ （競走中止） ３１２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，３９３，７００円 複勝： ３４，１６４，２００円 枠連： １１，９５３，５００円

馬連： ３５，６８３，２００円 馬単： ２５，８１９，６００円 ワイド： １７，４６０，７００円

３連複： ４９，６８２，６００円 ３連単： ８４，４３７，２００円 計： ２７６，５９４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９１０円 複 勝 � ９３０円 � ３４０円 � ２１０円 枠 連（５－８） ６，６００円

馬 連 �� １１，３１０円 馬 単 �� ２７，９００円

ワ イ ド �� １，８６０円 �� ２，２００円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １９，４６０円 ３ 連 単 ��� １９３，５３０円

票 数

単勝票数 計 １７３９３７ 的中 � ４７１１（８番人気）
複勝票数 計 ３４１６４２ 的中 � ８１１６（８番人気）� ２６２１２（４番人気）� ５０６１３（２番人気）
枠連票数 計 １１９５３５ 的中 （５－８） １３３７（１５番人気）
馬連票数 計 ３５６８３２ 的中 �� ２３２９（２８番人気）
馬単票数 計 ２５８１９６ 的中 �� ６８３（６０番人気）
ワイド票数 計 １７４６０７ 的中 �� ２２７５（２２番人気）�� １９０７（２６番人気）�� ５７１５（８番人気）
３連複票数 計 ４９６８２６ 的中 ��� １８８５（５５番人気）
３連単票数 計 ８４４３７２ 的中 ��� ３２２（４０７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．２―３４．３―４６．４―５８．５―１：１０．５―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンスナイパー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１１．１０．２ 阪神５着

２００９．３．８生 牡２鹿 母 アーリントンガール 母母 Eishin Tennessee ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走状況〕 ツヨシノブルーム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

サンレイホーム号は，馬場入場後に右後肢落鉄。発走時刻５分遅延。
〔競走中止〕 レイナチャーム号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ツヨシノブルーム号は，発走調教再審査。

３３００４１１月５日 小雨 良 （２３京都６）第１日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０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

６１２ ワイドバッハ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 ４４８ ―１：１３．４ １６．２�

２３ イーグルタイム 牡２黒鹿５５ 北村 友一安原 浩司氏 清水 久詞 浦河 近藤牧場 ４６０ ―１：１３．８２� ４．１�
３６ ラプターフィリー 牝２栗 ５４ 小牧 太佐藤 恭永氏 羽月 友彦 新ひだか 千代田牧場 ４６８ ― 〃 クビ １４．４�
３５ キタサンテンニョ 牝２黒鹿５４ 芹沢 純一�大野商事 鹿戸 明 新冠 �渡 信義 ４６８ ―１：１４．１１� ３８．８�
２４ ピサノベッテル 牝２黒鹿５４ 池添 謙一市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム ４２８ ―１：１４．２クビ ５．９�
１１ アルティザン 牡２鹿 ５５ 幸 英明 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ４７４ ―１：１４．３� １８．６	
８１６ ハヤブサフォルテ 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦杉本千賀子氏 沖 芳夫 日高 日高大洋牧場 ５１２ ―１：１５．１５ １５４．９

１２ パープルベスト 牡２栗 ５５

５３ △国分 優作中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 木田牧場 ４４０ ―１：１５．３１� ２２２．６�
５１０� タツショウワ 牡２栗 ５５ 和田 竜二鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock, LLC ４８４ ― 〃 クビ １３．１�
７１３ メイショウシンペイ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４２ ―１：１５．４� １６０．８
７１４ バレイブランシュ 牝２芦 ５４ 秋山真一郎�藤沢牧場 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 ４５８ ―１：１６．２５ ７０．２�
８１５ ヤルーデンス 牝２黒鹿５４ 浜中 俊密山 根成氏 荒川 義之 新ひだか タツヤファーム ４２６ ―１：１６．４１� ４．７�
４７ スポットライト 牡２鹿 ５５ 酒井 学前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２ ―１：１６．５� １７４．２�
６１１ カネトシアージ 牡２栗 ５５

５４ ☆国分 恭介兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 ４５２ ―１：１７．２４ ２３６．７�
４８ ゴールデンフラワー 牝２鹿 ５４ 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４２２ ―１：１７．３� ５．４�
５９ ストリームライン 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 新冠橋本牧場 ４６４ ―１：１８．１５ ８．４�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，７９４，１００円 複勝： １９，７１８，０００円 枠連： １１，９０７，９００円

馬連： ３０，７７８，０００円 馬単： ２０，６７０，２００円 ワイド： １３，９４８，７００円

３連複： ４１，５７５，２００円 ３連単： ６０，１５１，２００円 計： ２１１，５４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６２０円 複 勝 � ４００円 � ２００円 � ４２０円 枠 連（２－６） ２，１４０円

馬 連 �� ３，７８０円 馬 単 �� １１，２２０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ２，２９０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� １６，４００円 ３ 連 単 ��� １１１，５４０円

票 数

単勝票数 計 １２７９４１ 的中 � ６２５０（８番人気）
複勝票数 計 １９７１８０ 的中 � １１８４４（６番人気）� ３１３１７（２番人気）� １１２２３（７番人気）
枠連票数 計 １１９０７９ 的中 （２－６） ４１１２（１０番人気）
馬連票数 計 ３０７７８０ 的中 �� ６０２０（１８番人気）
馬単票数 計 ２０６７０２ 的中 �� １３６０（４９番人気）
ワイド票数 計 １３９４８７ 的中 �� ２７２８（１５番人気）�� １４７４（３０番人気）�� ２６９５（１６番人気）
３連複票数 計 ４１５７５２ 的中 ��� １８７２（６１番人気）
３連単票数 計 ６０１５１２ 的中 ��� ３９８（３６８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．８―１２．８―１２．７―１２．５

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３８．０
３ ３，５（１，４，８）（９，１０）（１２，１５）－１３－６－２，１４－１１（７，１６） ４ ３，５（１，８）（４，１０）１２（９，１５）１３，６－２，１４，１６－（７，１１）

勝馬の
紹 介

ワイドバッハ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

２００９．４．３０生 牡２鹿 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アスターコリント号・キョウワリバティー号
※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。



３３００５１１月５日 小雨 良 （２３京都６）第１日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

６１１ フレイムコード 牝２鹿 ５４ 北村 友一�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 ４６２ ―１：３５．５ １１．７�

７１５ プ リ ュ ム 牝２栗 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４４０ ―１：３５．８１� ４．６�
８１７ オードゥルルド 牝２青鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：３６．１２ ８．７�
７１３ ヤマカツナタリー 牝２栗 ５４ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４３６ ―１：３６．３１� ３．９�
１１ サトノジョリー 牝２青鹿５４ 岩田 康誠里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４２８ ― 〃 クビ ６．８�
７１４ サイモンガーランド 牝２鹿 ５４

５２ △国分 優作澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ４７８ ―１：３６．４クビ １４０．７�
１２ ロマンスリップ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４７８ ―１：３６．５� １４９．５	
５１０ メイショウヒメユリ 牝２青鹿５４ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４３４ ― 〃 クビ ８．６

８１６ タマモスターライト 牝２黒鹿５４ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４０６ ―１：３６．６� ２３．６�
３５ ドナメジャー 牝２栗 ５４ 吉田 豊山田 貢一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６６ ― 〃 クビ ４９．７
４８ ジツリキネオ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦河合實貴男氏 佐藤 正雄 新冠 小泉 学 ４５４ ―１：３７．２３� ２６．８�
２４ キョウワメルシー 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４５８ ― 〃 クビ ７．１�
６１２ デ ィ ン プ ル 牝２黒鹿５４ 酒井 学水上 行雄氏 田島 良保 浦河 笠松牧場 ４６４ ―１：３７．３� ８９．６�
５９ フェアブルーム 牝２鹿 ５４ 小牧 太下河�行雄氏 橋口弘次郎 日高 下河辺牧場 ４７８ ―１：３８．１５ ２６．１�
８１８ ホッコーアスカ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 昭和牧場 ４６４ ―１：３８．２� ２８９．０�
２３ メイショウアリアケ 牝２鹿 ５４ 田中 克典松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４１２ ―１：３８．３クビ １７９．９�
３６ ヒ シ ア ロ ー 牝２栗 ５４ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 村上牧場 ４２８ ―１：３８．５１� ２４０．４�
４７ レディライト 牝２青鹿５４ 芹沢 純一大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４５６ ― 〃 クビ １８５．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，６００，５００円 複勝： ２５，７６４，１００円 枠連： １４，３２６，７００円

馬連： ３９，７９３，４００円 馬単： ２４，８８２，６００円 ワイド： １７，２８７，３００円

３連複： ５０，８３０，６００円 ３連単： ７３，６６１，０００円 計： ２６４，１４６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ３００円 � ２００円 � ３００円 枠 連（６－７） １，２８０円

馬 連 �� ２，３７０円 馬 単 �� ５，４５０円

ワ イ ド �� ９５０円 �� １，２８０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ５，６８０円 ３ 連 単 ��� ３６，５１０円

票 数

単勝票数 計 １７６００５ 的中 � １１８９０（７番人気）
複勝票数 計 ２５７６４１ 的中 � ２１２３９（６番人気）� ４０５７５（２番人気）� ２１２３５（７番人気）
枠連票数 計 １４３２６７ 的中 （６－７） ８２６７（６番人気）
馬連票数 計 ３９７９３４ 的中 �� １２４３３（１０番人気）
馬単票数 計 ２４８８２６ 的中 �� ３３７０（２９番人気）
ワイド票数 計 １７２８７３ 的中 �� ４４７５（１４番人気）�� ３２６８（１８番人気）�� ６１０７（６番人気）
３連複票数 計 ５０８３０６ 的中 ��� ６６０９（１９番人気）
３連単票数 計 ７３６６１０ 的中 ��� １４８９（１３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．１―３５．８―４７．９―１：００．３―１：１２．６―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレイムコード �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 オペラハウス 初出走

２００９．２．２０生 牝２鹿 母 シマノラピス 母母 シマノエメラルド 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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 ウイングザムーン号・エクスレジェーラ号・エトワールセブン号・オメガセニョリーナ号・キタサンエデン号・

クラシックヴィオラ号・ハッピーウィーク号・メイショウストック号・ワンダービジュー号

３３００６１１月５日 小雨 良 （２３京都６）第１日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１３時００分 （芝・右）

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

中央レコード

１：２０．７
１：２０．３

良

良

３３ プレノタート 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４５８＋ ６１：２１．６ ９．２�

１１ ニ ン ジ ャ 牡２鹿 ５５ I．メンディザバルロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４７０＋ ２１：２１．８１� ２．４�
（仏）

６６ ルリシュブール 牡２鹿 ５５ 小牧 太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 前川牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ３．２�
５５ 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 ４３２－ ４１：２２．０１� ７．４�
７７ トミーバローズ 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか タイヘイ牧場 ４７４－ ４１：２２．３１� １４．６�
２２ シシリアンルージュ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 荻伏服部牧場 ４３８＋ ６ 〃 クビ １５．２�
４４ シゲルオレンジ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 ４５４± ０１：２２．５１� ７．３	

（７頭）

売 得 金

単勝： １８，６４３，１００円 複勝： １５，１７３，６００円 枠連： 発売なし

馬連： ３４，３３５，４００円 馬単： ２５，９６５，４００円 ワイド： １２，７６９，２００円

３連複： ３６，２０９，４００円 ３連単： ９５，５８８，６００円 計： ２３８，６８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ３４０円 � １７０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ３，１６０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ３１０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ８，２３０円

票 数

単勝票数 計 １８６４３１ 的中 � １６１３６（５番人気）
複勝票数 計 １５１７３６ 的中 � １４４９９（５番人気）� ４３３７２（１番人気）
馬連票数 計 ３４３３５４ 的中 �� ２０８９８（５番人気）
馬単票数 計 ２５９６５４ 的中 �� ６０７６（１６番人気）
ワイド票数 計 １２７６９２ 的中 �� ７５１０（７番人気）�� ９４２１（４番人気）�� ２１３０２（１番人気）
３連複票数 計 ３６２０９４ 的中 ��� ３３７８９（１番人気）
３連単票数 計 ９５５８８６ 的中 ��� ８５７９（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．２―４６．８―５８．３―１：０９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．８
３ ・（２，６）（１，４，７）５，３ ４ ・（２，６）７（１，４）５，３

勝馬の
紹 介

プレノタート 

�
父 ジャングルポケット 


�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．７．１０ 京都１着

２００９．３．２生 牝２鹿 母 セクシーココナッツ 母母 ココパシオン ５戦２勝 賞金 １６，４００，０００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。



３３００７１１月５日 小雨 良 （２３京都６）第１日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０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

５５ ローマンレジェンド 牡３黒鹿５５ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０８＋１０１：５２．６ １．９�

７８ トップオブカハラ 牡４芦 ５７ 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４８８－ ２１：５３．２３� １１．１�
６６ オーヴァージョイド 牡３鹿 ５５ 酒井 学 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５１８－ ４１：５３．４１ １７．６�
１１ 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 ４６６＋ ６ 〃 クビ ２．６�
２２ マーリンシチー 牡５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 ４６４＋ ６１：５３．５クビ ２９．９	
８１０� タガノシューマン 牡５青鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 猿橋 義昭 B４８４－ ６１：５４．１３� ６７．９

３３ セトノハリケーン 牡３鹿 ５５ 北村 友一難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５０４－ ６ 〃 クビ ５５．３�
４４ タガノルナリロ 牡３栗 ５５ 福永 祐一八木 良司氏 松田 国英 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５４＋ ８１：５４．２� ２９．７�
８１１ スーサンストリーム 牡４芦 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ １０．５
７９ シャインストーン 牡３鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志石川 達絵氏 武田 博 新ひだか 三石川上牧場 ４５２± ０１：５４．８３� １６６．４�
６７ シンワカントリー 牡３黒鹿５５ 川島 信二若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム ４９２－ ４１：５６．１８ ２４５．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，３４１，５００円 複勝： ４１，７６３，５００円 枠連： １２，４８４，７００円

馬連： ４９，８３０，６００円 馬単： ４１，８５４，４００円 ワイド： ２３，２００，０００円

３連複： ６５，０５３，１００円 ３連単： １４６，３２６，２００円 計： ４０４，８５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ２８０円 � ３６０円 枠 連（５－７） １，２２０円

馬 連 �� １，２００円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ５２０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ４，３１０円 ３ 連 単 ��� １０，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２４３４１５ 的中 � １０１３２６（１番人気）
複勝票数 計 ４１７６３５ 的中 � １２９３３４（２番人気）� ３１９３２（４番人気）� ２２９８９（５番人気）
枠連票数 計 １２４８４７ 的中 （５－７） ７５８８（４番人気）
馬連票数 計 ４９８３０６ 的中 �� ３０７２９（３番人気）
馬単票数 計 ４１８５４４ 的中 �� １８７７０（３番人気）
ワイド票数 計 ２３２０００ 的中 �� １２４０１（５番人気）�� １１５０８（６番人気）�� ３９５６（１４番人気）
３連複票数 計 ６５０５３１ 的中 ��� １１１４６（１３番人気）
３連単票数 計１４６３２６２ 的中 ��� ９９７６（２９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１３．５―１３．０―１３．１―１２．６―１２．１―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３７．６―５０．６―１：０３．７―１：１６．３―１：２８．４―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローマンレジェンド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１１．１．５ 京都３着

２００８．２．２４生 牡３黒鹿 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend ４戦２勝 賞金 １４，０００，０００円

３３００８１１月５日 小雨 良 （２３京都６）第１日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （芝・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

１：５６．８
１：５６．１

良

良

４４ ナリタプラチナ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４７８－ ２２：００．６ ４．０�

８１１ マコトサンパギータ 牝３栗 ５３ 池添 謙一眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４５０－１６２：００．９１� ６．１�
３３ 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－ ４２：０１．０� ７．５�
５５ シャドウエミネンス 牡３栗 ５５ 福永 祐一飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６０－ ４ 〃 クビ １２．７�
２２ 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 ４９０＋ ４２：０１．１クビ ３．７�
６６ タマモグランプリ 	４鹿 ５７ 浜中 俊タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４３２－ ２２：０１．２� １８．３�
７９ インナージョイ 牡３鹿 ５５ I．メンディザバル 金子真人ホールディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム B４７８－ ６ 〃 ハナ ６．２	

（仏）

１１ 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 ４８４－ ８２：０１．３クビ １０．３


７８ 
 シンボリアミアン 	４鹿 ５７ 小林慎一郎シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ５２４＋ ６２：０１．９３� ８３．６�
８１０ ゴ ー ズ オ ン 牡３鹿 ５５ 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 小島牧場 ５１６－ ２２：０２．１１� ４２．５�
６７ ロックフルマーク 牡４黒鹿５７ 幸 英明小原 巖氏 大和田 成 新冠 飛渡牧場 ４２４－ ２２：０２．２� １３０．０

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，７１７，２００円 複勝： ３７，８５７，５００円 枠連： １１，４３５，７００円

馬連： ５９，５０４，２００円 馬単： ３４，８３９，５００円 ワイド： ２３，４８４，７００円

３連複： ７６，０６７，８００円 ３連単： １３３，９２３，８００円 計： ３９８，８３０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ２１０円 枠 連（４－８） ７５０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ４１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，９６０円 ３ 連 単 ��� ９，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２１７１７２ 的中 � ４３７３０（２番人気）
複勝票数 計 ３７８５７５ 的中 � ７９６８７（１番人気）� ５５４７３（３番人気）� ４２５３１（５番人気）
枠連票数 計 １１４３５７ 的中 （４－８） １１２６４（２番人気）
馬連票数 計 ５９５０４２ 的中 �� ５４２０８（２番人気）
馬単票数 計 ３４８３９５ 的中 �� １３７６３（３番人気）
ワイド票数 計 ２３４８４７ 的中 �� １８６５７（２番人気）�� １４２９９（３番人気）�� ８１７６（９番人気）
３連複票数 計 ７６０６７８ 的中 ��� ２８６５６（５番人気）
３連単票数 計１３３９２３８ 的中 ��� １０９５０（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．０―３６．３―４８．４―１：００．６―１：１３．４―１：２５．８―１：３７．９―１：４９．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタプラチナ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００８．１１．８ 京都２着

２００６．２．１１生 牡５黒鹿 母 ダイヤモンドジェム 母母 ブリリアントカット １８戦３勝 賞金 ５１，２５５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４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。



３３００９１１月５日 小雨 良 （２３京都６）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

ほ づ き ょ う

保 津 峡 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５８ ナムラオウドウ 牡３黒鹿５５ 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４５６± ０１：４６．２ ５．０�

３５ リヴェレンテ 牡３青鹿５５ 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０６＋ ２ 〃 ハナ ８．１�
４６ アドマイヤバートン 牡３栗 ５５ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４１：４６．３� ３．１�
２３ タムロスカイ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８８± ０ 〃 クビ １１．２�
４７ サフランディライト 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８２－ ２１：４６．４クビ １０．１�
７１３ ア バ ウ ト 牡３栗 ５５ 福永 祐一副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５１２－ ８ 〃 クビ ２６．７�
５９ ハードダダンダン 牡４黒鹿５７ I．メンディザバル 津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５８± ０１：４６．５クビ １４．５	

（仏）

６１１ デンコウジュピター 牡３鹿 ５５ 武 豊田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５０２＋ ２１：４６．６� ２０．６

８１４ アドマイヤテンバ 牝４芦 ５５ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７０－ ８１：４６．８１� ５．５�
３４ トップミノル 牡４青鹿５７ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８０± ０１：４７．２２� １５７．３�
８１５ スズカスパーク 牡６芦 ５７ 小牧 太永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 スガタ牧場 ４７８＋ ２１：４７．４１� ７９．１
６１０ イ デ ア 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４７４－ ４１：４７．５クビ ６０．８�
２２ マイネルプリマス 牡５芦 ５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５１０± ０ 〃 クビ ９８．７�
１１ パーソナルブレーン 牝５黒鹿５５ 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５６＋ ４１：４７．７１	 １７９．１�
７１２ フサイチオフトラ 牡７鹿 ５７ 川田 将雅�野 哲氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８６＋１２１：４８．３３� ３１．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，８８１，１００円 複勝： ５５，９０９，１００円 枠連： ２２，６９１，４００円

馬連： １０２，０８７，２００円 馬単： ５８，８１４，３００円 ワイド： ４０，１７５，５００円

３連複： １３０，８３４，７００円 ３連単： ２２５，７２０，８００円 計： ６６７，１１４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（３－５） １，３００円

馬 連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ３，７３０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ２５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� １０，３３０円

票 数

単勝票数 計 ３０８８１１ 的中 � ４９２４９（２番人気）
複勝票数 計 ５５９０９１ 的中 � ９８４２２（２番人気）� ５３７６６（５番人気）� １３０６２７（１番人気）
枠連票数 計 ２２６９１４ 的中 （３－５） １２９８１（６番人気）
馬連票数 計１０２０８７２ 的中 �� ３７５８５（７番人気）
馬単票数 計 ５８８１４３ 的中 �� １１６６３（１１番人気）
ワイド票数 計 ４０１７５５ 的中 �� １４２９６（７番人気）�� ４６０２２（１番人気）�� ２４４７７（２番人気）
３連複票数 計１３０８３４７ 的中 ��� ６９０９６（１番人気）
３連単票数 計２２５７２０８ 的中 ��� １６１３１（１７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．３―１２．０―１２．２―１１．９―１１．６―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３４．９―４６．９―５９．１―１：１１．０―１：２２．６―１：３４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラオウドウ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神６着

２００８．５．３０生 牡３黒鹿 母 ビストロドゥパリ 母母 ド ッ フ １０戦３勝 賞金 ３９，７８７，０００円
〔制裁〕 ナムラオウドウ号の騎手北村友一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１０番・７番への

進路影響）
※トップミノル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３３０１０１１月５日 小雨 良 （２３京都６）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�

はなぞの

花園ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．１１．６以降２３．１０．３０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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３６ プリンセスペスカ 牝５栗 ５４ 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４６８± ０１：５０．５ ４．５�

６１１ アグネスミヌエット 牝６鹿 ５１ 国分 恭介渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３８± ０１：５０．６� ２１５．１�
３５ ウインドミネーター 牡４鹿 ５５ 和田 竜二�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B５００＋ ２１：５０．７クビ １６．９�
７１４�� クリュギスト 牡５鹿 ５７．５ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave

Joint Venture ５２２＋ ４１：５０．８� ４．６�
４７ ゴッドエンブレム 牡６鹿 ５５ 浜中 俊�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４ 〃 ハナ ４９．８�
２３ フォーティファイド 牡６栗 ５６ 岩田 康誠吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ５０４－ ２ 〃 ハナ １２．３�
５１０ エアペイシェンス 牡５栗 ５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４５０－ ２１：５０．９	 １１．７	
５９ キャプテンマジン 牡６黒鹿５５ 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５１６＋ ２１：５１．０	 ２７．８

４８ ポーカーフェイス 牡７栗 ５５ 佐藤 哲三前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２＋ ６１：５１．２１ １８９．２�
２４ � パルラメンターレ 牡４鹿 ５６ 武 豊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ４８８－ ２１：５１．３� ２．７�
８１６ エナージバイオ 牡６栗 ５４ 国分 優作バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６８＋１６１：５１．５１	 １９０．５
１１ マイネルオベリスク 牡４鹿 ５７ I．メンディザバル �サラブレッドクラブ・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 ４９８＋１６１：５１．９２	 ２１．２�

（仏）

６１２ ダノンハラショー 牡４栗 ５５ 吉田 豊�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４６－ ８１：５２．０� ３９．１�
７１３ テイエムドンマイ 牡３黒鹿５３ 池添 謙一竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５００± ０１：５２．４２	 １５．８�
８１５ トーセンスターン 牡６鹿 ５４ 小牧 太島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：５２．５クビ ２２２．８�
１２ � プラチナメーン 牡６栗 ５３ 四位 洋文広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ５１０＋１０ 〃 クビ １４２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，９３５，２００円 複勝： ５６，９８６，６００円 枠連： ３０，０４７，０００円

馬連： １１７，１３８，５００円 馬単： ６３，９１５，７００円 ワイド： ４１，０５９，８００円

３連複： １４７，６２５，３００円 ３連単： ２５７，２１９，９００円 計： ７４６，９２８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ３，７６０円 � ４７０円 枠 連（３－６） ４，６４０円

馬 連 �� ４９，６９０円 馬 単 �� ８０，７８０円

ワ イ ド �� １１，０７０円 �� ９２０円 �� ２０，５００円

３ 連 複 ��� １７４，６００円 ３ 連 単 ��� １，２０９，１００円

票 数

単勝票数 計 ３２９３５２ 的中 � ５８４４７（２番人気）
複勝票数 計 ５６９８６６ 的中 � ９８９８６（２番人気）� ３１８８（１３番人気）� ２９７５８（６番人気）
枠連票数 計 ３００４７０ 的中 （３－６） ４７８３（１４番人気）
馬連票数 計１１７１３８５ 的中 �� １７４０（６４番人気）
馬単票数 計 ６３９１５７ 的中 �� ５８４（１１４番人気）
ワイド票数 計 ４１０５９８ 的中 �� ８９０（６１番人気）�� １１６１９（８番人気）�� ４７９（７９番人気）
３連複票数 計１４７６２５３ 的中 ��� ６２４（２０８番人気）
３連単票数 計２５７２１９９ 的中 ��� １５７（１２６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．６―３６．１―４８．６―１：００．７―１：１２．７―１：２４．７―１：３７．１

コーナー
通過順位

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

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

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５栗 母 テンザンキラリ 母母 テンザンタカネ ３０戦５勝 賞金 ９７，１８７，０００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。



３３０１１１１月５日 小雨 良 （２３京都６）第１日 第１１競走 ��
��１，４００�第１６回KBS京都賞ファンタジーステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

牝，２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
KBS京都賞（１着）

賞 品
本 賞 ３０，０００，０００円 １２，０００，０００円 ７，５００，０００円 ４，５００，０００円 ３，０００，０００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

１：２０．３
１：２０．３

良

良

６１２ アイムユアーズ 牝２栗 ５４ I．メンディザバル ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ４１：２１．３ １９．４�
（仏）

２３ アンチュラス 牝２鹿 ５４ 川田 将雅�G１レーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム ４４８－ ４１：２１．５１� １０．９�
３５ ファインチョイス 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 ４５０＋１４ 〃 ハナ ２．８�
４７ サ ヴ ァ ー レ 牝２栗 ５４ 浜中 俊 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４２４－ ８ 〃 クビ ３８．６�
１１ ニコールバローズ 牝２黒鹿５４ 北村 友一猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 ４５４＋１４１：２１．６クビ ８３．５�
６１１ タガノミュルザンヌ 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２４＋ ２ 〃 クビ １１．０�
７１３ エイシンキンチェム 牝２鹿 ５４ 福永 祐一平井 豊光氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 ４６８＋１０１：２１．８１� ４．５	
８１５ 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 ４４８－ ４１：２２．０１� ８．０

８１７ ビウイッチアス 牝２黒鹿５４ 吉田 豊井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４４０＋ ８１：２２．３２ １２．８�
１２ 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 ５０４＋ ４ 〃 ハナ １４．８
８１６ ヒ ー ラ 牝２鹿 ５４ 四位 洋文平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 ４１８－ ４１：２２．４クビ ２１．９�
２４ ブ ロ ッ ケ ン 牝２鹿 ５４ 田中 克典本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６－ ２１：２２．５� ５５．７�
７１４ ツーオブアス 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介�前川企画 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：２２．６� １１９．２�
３６ ミラクルピッチ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４２８－ ６１：２２．７クビ １８８．６�
４８ タガノルミナーレ 牝２黒鹿５４ 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８４± ０１：２２．８� ２１．９�
５９ ドナメデューサ 牝２黒鹿５４ 幸 英明山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４６８－ ４１：２３．２２� １７８．７�
５１０ ミスマルシゲ 牝２青鹿５４ 酒井 学坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 ４３０＋１６１：２６．７大差 ３１４．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ９９，９９０，１００円 複勝： １５１，６２６，０００円 枠連： ７９，２９７，８００円

馬連： ３６４，２５７，１００円 馬単： １９３，４６０，３００円 ワイド： １２３，７２６，６００円

３連複： ４８９，７２８，３００円 ３連単： ８７５，５１７，２００円 計： ２，３７７，６０３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９４０円 複 勝 � ４１０円 � ３６０円 � １５０円 枠 連（２－６） ３，９４０円

馬 連 �� １１，０００円 馬 単 �� ２５，２３０円

ワ イ ド �� ３，０９０円 �� １，０４０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ９，６９０円 ３ 連 単 ��� １０６，８６０円

票 数

単勝票数 計 ９９９９０１ 的中 � ４０７４８（８番人気）
複勝票数 計１５１６２６０ 的中 � ７８５３５（８番人気）� ９２３７５（６番人気）� ３７５３６８（１番人気）
枠連票数 計 ７９２９７８ 的中 （２－６） １４８６４（１９番人気）
馬連票数 計３６４２５７１ 的中 �� ２４４４５（３９番人気）
馬単票数 計１９３４６０３ 的中 �� ５６６１（８５番人気）
ワイド票数 計１２３７２６６ 的中 �� ９４４８（３９番人気）�� ２９５３７（１２番人気）�� ４３１８３（５番人気）
３連複票数 計４８９７２８３ 的中 ��� ３７３１６（３２番人気）
３連単票数 計８７５５１７２ 的中 ��� ６０４７（３５０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．２―１１．８―１１．８―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．１―４５．９―５７．７―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイムユアーズ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．６．２５ 函館３着

２００９．１．１５生 牝２栗 母 セシルブルース 母母 セシルカット ４戦２勝 賞金 ５０，５５３，０００円
〔制裁〕 アイムユアーズ号の騎手I．メンディザバルは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番・３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。

３３０１２１１月５日 小雨 良 （２３京都６）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�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 １０，４００，０００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２４ ニシオドリーム 牡３黒鹿５６ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４８０＋ ４１：１０．６ ３．８�

７１４ スリーボストン 牡４鹿 ５７ 武 豊永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ５０２± ０１：１１．１３ ７．１�
２３ ホクトキングダム 牡３青鹿５６ 吉田 豊布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 B４９２－ ２１：１１．３１� １４．８�
６１２ ホクセツダンス 牝３栗 ５４ 浜中 俊平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４４２＋ ４１：１１．４クビ ３．５�
３５ � オペラモーヴ 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. ４８０± ０ 〃 ハナ ８７．２�
８１５� エイシンフルハート 牡４栗 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 米

James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５１２＋ ４１：１１．５� ３４．１�
５１０ トップアテンション 牡４鹿 ５７ 和田 竜二	コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ５０２－ ３ 〃 ハナ １５２．０

１１ 	 コパノカチーノ 牡５栗 ５７ I．メンディザバル 小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５１６－１６１：１１．６
 １１．９�

（仏）

４７ コンフォーコ �６栗 ５７ 幸 英明岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４７０＋１６ 〃 ハナ ７７．０�
４８ テイクエイム 牡４鹿 ５７

５５ △国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 浦河 ヒダカフアーム ４６４＋ ２１：１１．７クビ ５．３

６１１ ファンドリカップ 牡５芦 ５７ 小牧 太水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社
松田牧場 ５０２＋１０１：１２．０２ １２．０�

８１６ ロードセイバー 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４４６＋ ２１：１２．８５ １３６．９�
３６ � セントエドワード 牡６栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志大川 徹氏 小崎 憲 加 R. M. C.
Stable ５２０＋ ２１：１３．２２� ３９８．７�

１２ テイクアベット 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４９４± ０１：１３．３クビ ２２．９�

７１３ メイショウトリノ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ５００＋１０ 〃 クビ ３２．７�
５９ カツノセカンド 牡４鹿 ５７ 四位 洋文勝野 �治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 ４７８＋１２１：１３．７２� １８６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，３０２，９００円 複勝： ７５，１２１，６００円 枠連： ３７，５８０，３００円

馬連： １３７，７７２，７００円 馬単： ７９，４２４，６００円 ワイド： ５３，５８０，１００円

３連複： １７８，０９５，８００円 ３連単： ３３３，３８１，３００円 計： ９４２，２５９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � ３００円 枠 連（２－７） ８１０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ７４０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ５，４４０円 ３ 連 単 ��� ２３，７４０円

票 数

単勝票数 計 ４７３０２９ 的中 � ９９０５０（２番人気）
複勝票数 計 ７５１２１６ 的中 � １７０５４２（１番人気）� ８５０９５（４番人気）� ５３６３３（６番人気）
枠連票数 計 ３７５８０３ 的中 （２－７） ３４５０３（３番人気）
馬連票数 計１３７７７２７ 的中 �� ８３８０８（３番人気）
馬単票数 計 ７９４２４６ 的中 �� ２４５８２（７番人気）
ワイド票数 計 ５３５８０１ 的中 �� ２７４９３（４番人気）�� １７９２８（７番人気）�� ７３０２（２２番人気）
３連複票数 計１７８０９５８ 的中 ��� ２４２０２（１７番人気）
３連単票数 計３３３３８１３ 的中 ��� １０３６８（６０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．５―１１．８―１２．０―１２．５

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．３
３ ４（５，１０）（２，１３）（１，１４）３（１５，１２）（６，８，１１，９）７，１６ ４ ４，５，１０（２，１，１３）（３，１２，１４）（６，１５，８，１１，９）７，１６

勝馬の
紹 介

ニシオドリーム �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１０．１１．２１ 京都６着

２００８．４．５生 牡３黒鹿 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック ６戦３勝 賞金 ２８，３００，０００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 コウエイフラッシュ号・メイショウボルト号
※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。



（２３京都６）第１日 １１月５日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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

２３５，６１０，０００円
２，１３０，０００円
１１，４７０，０００円
１，８８０，０００円
２１，９００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，１５６，５００円
４，６８３，０００円
１，６７３，１００円

勝馬投票券売得金
３７０，４７７，４００円
６５７，８２６，３００円
２５１，４１９，２００円
１，０４４，０７５，４００円
６４２，２５７，１００円
４０５，９０１，６００円
１，３７５，６８１，２００円
２，５２８，１７３，０００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 ７，２７５，８１１，２００円

総入場人員 １６，４６４名 （有料入場人員 １４，８４０名）


