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３３０６１１１月２０日 晴 不良 （２３京都６）第６日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

４５ マイネボヌール 牝２青鹿５４ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ２１：３７．４ ４．９�
（伊）

６１０ 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± ０１：３７．７２ ５．８�
２２ ファンタビュラス 牝２鹿 ５４ I．メンディザバル �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４７４－ ２ 〃 アタマ ２．６�

（仏）

１１ ワタシマッテルワ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 ４４０－ ６１：３８．０１� ２６．２�
７１１ 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 ４３０－ ４１：３８．６３� ９３．４�
３３ 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 ４６８－１０ 〃 アタマ １３１．２	
３４ キ ワ ミ 牝２鹿 ５４ 川島 信二�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 ４４２－ ４１：３８．８� ２８６．９

４６ カ ル ミ ナ 牝２黒鹿５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４８４－ ６１：３９．０１� ２７．３�
５８ オレンジビキニ 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成青芝商事� 平田 修 千歳 社台ファーム ４７４－ ４ 〃 クビ ６３．５�
７１２ アルアマーナ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム ４２４－ ２１：３９．１クビ ４．５
８１３ 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 ４７０－ ８１：３９．２� ２０４．９�
５７ オレンジブルーム 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介有限会社シルク北出 成人 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８－１６１：３９．５１� ６５．８�

８１４ ネヴァーハーツ 牝２栃栗５４ C．ルメール 廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 ４６２－ ２１：３９．７１� ８．１�
（仏）

６９ テイエムチュラウミ 牝２栗 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 日高 テイエム牧場日高支場 ４５６＋ ２１：４０．１２� ５９．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，３６１，５００円 複勝： ３０，８３９，８００円 枠連： ９，７６４，４００円

馬連： ４０，０６５，４００円 馬単： ２６，８１８，５００円 ワイド： １８，２０８，２００円

３連複： ５４，５８０，３００円 ３連単： ９２，１６４，８００円 計： ２８９，８０２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（４－６） １，２００円

馬 連 �� １，４８０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ３３０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ８，１８０円

票 数

単勝票数 計 １７３６１５ 的中 � ２８０６５（３番人気）
複勝票数 計 ３０８３９８ 的中 � ５６５１４（３番人気）� ４３８６０（４番人気）� ７０５６０（１番人気）
枠連票数 計 ９７６４４ 的中 （４－６） ６０３６（６番人気）
馬連票数 計 ４００６５４ 的中 �� ２０１０７（７番人気）
馬単票数 計 ２６８１８５ 的中 �� ７４２５（１２番人気）
ワイド票数 計 １８２０８２ 的中 �� ８９２８（７番人気）�� １３６７２（４番人気）�� ２２０９６（１番人気）
３連複票数 計 ５４５８０３ 的中 ��� ３８０８６（３番人気）
３連単票数 計 ９２１６４８ 的中 ��� ８３２４（２２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．７―１２．７―１２．４―１２．５―１２．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．７―４８．４―１：００．８―１：１３．３―１：２５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
３ １０，１２（２，１１）４（１，８，１４）（５，６，７，９）３，１３ ４ １０，１２（４，２，１１）（５，１，８，１４）（３，６，７，９）１３

勝馬の
紹 介

マイネボヌール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー ２０１１．８．２１ 小倉２着

２００９．２．１９生 牝２青鹿 母 コスモフォーチュン 母母 グレースマリヤ ４戦１勝 賞金 ９，０５０，０００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。

３３０６２１１月２０日 晴 不良 （２３京都６）第６日 第２競走 ��１，２００�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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

４６ サチノポピー 牝２栗 ５４
５２ △国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B４６２－ ２１：１０．３ １０．４�

３５ パーティブロッサム 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４６０± ０１：１０．５１� ３．８�
４７ ビップシャイン 牝２黒鹿５４ 幸 英明鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ ７．３�
５８ タイキプリマドンナ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一�大樹ファーム 高橋 義忠 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４３４＋ ８１：１０．７１� ２０．２�
２３ 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± ０１：１１．１２� ５．４�
３４ ハートオブミニー 牝２黒鹿５４ 北村 友一津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４７４－ ２１：１１．２� １５６．２�
２２ ジツリキネオ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎河合實貴男氏 佐藤 正雄 新冠 小泉 学 ４５２－ ２１：１１．３� ５４．９	
７１３ ボストンストロング 牡２黒鹿５５ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４４＋ ４１：１１．４� ３．３

８１４ ウェルトレインド 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介岡田 牧雄氏 中村 均 新冠 村本牧場 ４５８－ ２１：１１．５クビ ２６．６�
５９ ヒラボクダッシュ 牡２栗 ５５ 三浦 皇成�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム ４４０± ０ 〃 アタマ ８．４
１１ シゲルカボス 牝２青鹿５４ 中村 将之森中 蕃氏 武田 博 浦河 中村 雅明 ４３８－ ２ 〃 クビ １０２．９�
７１２ オグリグランデ 牡２栗 ５５ 高田 潤小栗 孝一氏 小崎 憲 新冠 北星村田牧場 ４９４＋１６１：１１．７１� ２２１．７�
６１０ テイエムカリウド 牡２黒鹿５５ 川田 将雅竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５４± ０１：１２．３３� ５０．３�
８１５ ハッピーヤングマン 牡２栗 ５５

５４ ☆高倉 稜小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４８０－ ２１：１２．４クビ ２６８．１�
６１１ タイセイオペラ 牝２栃栗５４ 安藤 光彰田中 成奉氏 新川 恵 浦河 ダイヤモンドファーム ４０４＋ ２１：１３．３５ ４０２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，６７２，９００円 複勝： ２５，３４５，３００円 枠連： １０，７６０，５００円

馬連： ３６，１８１，８００円 馬単： ２３，７７２，４００円 ワイド： １６，８３４，９００円

３連複： ４８，４６８，８００円 ３連単： ７６，６７６，３００円 計： ２５１，７１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ３５０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（３－４） １，０００円

馬 連 �� ２，５５０円 馬 単 �� ５，８９０円

ワ イ ド �� ８９０円 �� １，１６０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ４，９７０円 ３ 連 単 ��� ３８，６６０円

票 数

単勝票数 計 １３６７２９ 的中 � １０４５２（６番人気）
複勝票数 計 ２５３４５３ 的中 � １６５１５（６番人気）� ４４５２１（２番人気）� ３０３４９（４番人気）
枠連票数 計 １０７６０５ 的中 （３－４） ７９７０（５番人気）
馬連票数 計 ３６１８１８ 的中 �� １０４８２（１２番人気）
馬単票数 計 ２３７７２４ 的中 �� ２９８２（２５番人気）
ワイド票数 計 １６８３４９ 的中 �� ４６１１（１２番人気）�� ３４４１（１６番人気）�� ８７８２（６番人気）
３連複票数 計 ４８４６８８ 的中 ��� ７１９８（２０番人気）
３連単票数 計 ７６６７６３ 的中 ��� １４６４（１３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．３―１１．４―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．１―４６．５―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．２
３ ６－７（２，８）（１０，１３）（３，１４）（５，１２）１（４，９，１５）－１１ ４ ６－７，８（２，１０，１３）（３，１４）５，１２（１，４，１５）９－１１

勝馬の
紹 介

サチノポピー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．１０ 京都４着

２００９．３．２５生 牝２栗 母 シャレーポピー 母母 リスクアタッチ ６戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔制裁〕 テイエムカリウド号の騎手川田将雅は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
※タイキプリマドンナ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第６回　京都競馬　第６日



３３０６３１１月２０日 晴 不良 （２３京都６）第６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）

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

８１４ ゴールデンウィナー 牡２栗 ５５ 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４６８－ ２１：２５．３ ４．４�

７１１ ナムラアピア 牝２芦 ５４ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム ４８４± ０１：２５．４� １．４�
６９ テイエムチャンス 牡２黒鹿５５ 北村 友一竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 ４５８＋１２１：２６．７８ １７４．０�
４６ ワイルドガンズ 牡２黒鹿５５ I．メンディザバル 西森 鶴氏 領家 政蔵 日高 下河辺牧場 ４５４－１４１：２６．９� １１．１�

（仏）

３４ シゲルマンゴー 牡２栗 ５５
５３ △国分 優作森中 蕃氏 宮 徹 新冠 守矢牧場 ４５８＋ ６ 〃 クビ ８８．１�

８１３ 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 ４４６＋ ４１：２７．４３ ２０．１�
６１０ ホッコーファイナル 牡２黒鹿５５ 石橋 守矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８８± ０ 〃 アタマ ３７０．９	
２２ ラーゼンマイスター 牝２芦 ５４ 幸 英明近藤 克麿氏 清水 出美 新ひだか 坂本 春雄 ４７４－ ２１：２７．６� １４．７

３３ 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± ０１：２８．０２� ９５．１�
５７ デ ィ ン プ ル 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎水上 行雄氏 田島 良保 浦河 笠松牧場 ４６２－ ２１：２８．１クビ １８２．８�
１１ ラインミッシェル 牝２鹿 ５４ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 上村 清志 ４３０－２０１：２８．７３� １５１．０
４５ スターファンタジア 牝２黒鹿５４ 安藤 光彰下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ ２４８．９�
５８ シーノヴァリス 牡２鹿 ５５ 和田 竜二藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６６－ ２１：２８．８� ２９．８�
７１２ パープルベスト 牡２栗 ５５

５４ ☆国分 恭介中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 木田牧場 ４４０± ０１：２９．１１� ３２８．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，３１８，２００円 複勝： ５６，５３９，２００円 枠連： １１，１５４，３００円

馬連： ４２，０８３，８００円 馬単： ４３，９３８，０００円 ワイド： １９，４８８，２００円

３連複： ５０，９３６，８００円 ３連単： １３０，９９４，５００円 計： ３７６，４５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １，２４０円 枠 連（７－８） １８０円

馬 連 �� １９０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ４，７１０円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� ９，４２０円 ３ 連 単 ��� ３１，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２１３１８２ 的中 � ３８６６４（２番人気）
複勝票数 計 ５６５３９２ 的中 � ６４０４３（２番人気）� ３７７６０４（１番人気）� ３３６１（９番人気）
枠連票数 計 １１１５４３ 的中 （７－８） ４５９６７（１番人気）
馬連票数 計 ４２０８３８ 的中 �� １６４１４５（１番人気）
馬単票数 計 ４３９３８０ 的中 �� ５１６５６（２番人気）
ワイド票数 計 １９４８８２ 的中 �� ５２０４２（１番人気）�� ７４７（３１番人気）�� １５４４（２２番人気）
３連複票数 計 ５０９３６８ 的中 ��� ３９９２（２４番人気）
３連単票数 計１３０９９４５ 的中 ��� ３０８１（７４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．０―１２．５―１２．７―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３５．３―４７．８―１：００．５―１：１２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
３ １１，４（２，１３）１４－８（１２，９，６）１０（５，７）１，３ ４ １１－（２，４，１４）１３－９，８，６，１０（１２，５）７（３，１）

勝馬の
紹 介

ゴールデンウィナー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．１０．９ 京都４着

２００９．４．２３生 牡２栗 母 スターエンジェル 母母 コ マ ー ズ ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００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。

３３０６４１１月２０日 晴 重 （２３京都６）第６日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１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

２：００．７
１：５９．９

良

良

１１ ククイナッツレイ 牡２黒鹿５５ I．メンディザバル 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 ４２８＋ ４２：０３．７ ７．４�
（仏）

４５ クランモンタナ 牡２芦 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７８－ ６ 〃 ハナ ４．８�
６８ スナーククラウン 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか グランド牧場 ４５４＋ ４２：０３．９１� ７．２�

（仏）

２２ ショウナンカンムリ 牡２鹿 ５５ 武 豊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４９０－ ２２：０４．０クビ ４．６�
７１１ ラ ン ド ル ト 牡２鹿 ５５ M．デムーロ馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５８－ ４２：０４．３２ ２．７�

（伊）

４４ アンコールピース 牝２黒鹿５４ C．ルメール 吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７４－ ４２：０４．７２� １６．４	
（仏）

５６ コスモプランタン 牡２黒鹿５５ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８２＋ ４２：０５．０１� １４７．７

６９ ヴァンヘルシング 牡２青鹿５５ 岩田 康誠市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３０± ０ 〃 クビ ２５．６�
５７ ナンゴクユニバース 牡２鹿 ５５ 北村 友一渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 桜井牧場 ４４８－ ４ 〃 ハナ ３２．０�
８１３ ミッキージュピター 牡２栗 ５５

５４ ☆高倉 稜三木 久史氏 福島 信晴 新冠 武田 寛治 ４５６± ０２：０５．１クビ ７０．６
３３ サンライズガイア 牡２黒鹿５５ 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４７２± ０２：０５．３１� １２３．９�
７１０ マイネルアイザック 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４４８－ ８２：０５．９３� ６６．７�
８１２ キクエチャン 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦ロイヤルパーク 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ３９０± ０２：０６．２２ ８６．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，１６９，０００円 複勝： ３９，１５７，９００円 枠連： １１，３５２，９００円

馬連： ４７，６９０，９００円 馬単： ３２，４４２，９００円 ワイド： ２３，１７９，３００円

３連複： ６４，７６８，０００円 ３連単： １０８，６５７，０００円 計： ３４８，４１７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２３０円 � ２１０円 � ２２０円 枠 連（１－４） １，４４０円

馬 連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ４，３５０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ９８０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ４，８８０円 ３ 連 単 ��� ３０，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２１１６９０ 的中 � ２２５５５（５番人気）
複勝票数 計 ３９１５７９ 的中 � ４４６１０（５番人気）� ５２１５９（３番人気）� ４８２９０（４番人気）
枠連票数 計 １１３５２９ 的中 （１－４） ５８５３（８番人気）
馬連票数 計 ４７６９０９ 的中 �� １６４０１（１０番人気）
馬単票数 計 ３２４４２９ 的中 �� ５５１２（１９番人気）
ワイド票数 計 ２３１７９３ 的中 �� ６７０１（１０番人気）�� ５７３３（１３番人気）�� ８９６３（８番人気）
３連複票数 計 ６４７６８０ 的中 ��� ９８０６（１７番人気）
３連単票数 計１０８６５７０ 的中 ��� ２６５４（９１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．７―１２．６―１２．６―１２．６―１２．７―１２．４―１２．４―１２．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．１―３６．７―４９．３―１：０１．９―１：１４．６―１：２７．０―１：３９．４―１：５１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ククイナッツレイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー ２０１１．１０．２９ 京都４着

２００９．３．２１生 牡２黒鹿 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００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。



３３０６５１１月２０日 晴 重 （２３京都６）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４６．７
１：４６．６

良

良

７１５ サンライズマヌー 牡２黒鹿５５ C．ルメール 松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２８ ―１：５１．２ １６．９�
（仏）

８１８ タガノキャンドル 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５１６ ―１：５１．４１� ２０．０�
５１０ アドマイヤレイ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２８ ―１：５１．５� １．５�
３６ エアソミュール 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：５１．８１� １３．４�
４７ � アンコンソールド 牝２鹿 ５４ I．メンディザバル �大樹ファーム 松元 茂樹 米 Herman

Sarkowsky ４５６ ―１：５２．１１� ３５．０�
（仏）

５９ グランドライン 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎岡田 牧雄氏 平田 修 新ひだか 岡田スタツド ４７２ ―１：５２．２� ８．０	
２３ アラタマユニバース 牡２青鹿５５ 小牧 太荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４４４ ―１：５２．７３ ２８５．０

３５ ダンツパラダイス 牝２芦 ５４ 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 日高 滝本 健二 ４３０ ―１：５３．０１� １５２．３�
１２ マイネキャスリーン 牝２黒鹿５４ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４６８ ―１：５３．１クビ １８４．７�
７１３ ギリサントポケサン 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己小田切有一氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 ４８８ ―１：５３．３１	 ２４．８
８１７ ドラゴンフライ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 井高牧場 ４６８ ―１：５３．４クビ ２３９．０�
６１２ キ ク ノ レ イ 牡２青鹿５５ 福永 祐一菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 細道牧場 ４７４ ―１：５３．５� ７０．７�
２４ ハタノヴァンクール 牡２栗 ５５ 四位 洋文 �グッドラック・ファーム 昆 貢 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４９２ ― 〃 クビ ９．４�
８１６ テイエムアシュラ 牡２青鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 野村 正 ４７８ ―１：５３．６	 １７９．５�
１１ メイショウコンカー 牡２栗 ５５ 武 豊松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：５３．８１� １８．０�
７１４ マキハタテフロン 牡２鹿 ５５

５３ △国分 優作�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５００ ―１：５４．１２ ５３３．８�
４８ シャトーエルシド 牝２鹿 ５４ 幸 英明円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４５０ ―１：５４．３１� ２６０．２�
６１１ ウインドグラス 牡２鹿 ５５ 赤木高太郎福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 ４７８ ―１：５６．５大差 １９５．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，４３５，６００円 複勝： ３８，５４７，３００円 枠連： １３，１４０，７００円

馬連： ４５，１８４，３００円 馬単： ３４，９７２，８００円 ワイド： ２０，０４８，６００円

３連複： ５５，５８８，１００円 ３連単： １０５，２６８，５００円 計： ３３６，１８５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ２７０円 � ４００円 � １１０円 枠 連（７－８） ３，１９０円

馬 連 �� ８，０２０円 馬 単 �� ２０，６９０円

ワ イ ド �� ２，０４０円 �� ４４０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，９３０円 ３ 連 単 ��� ５７，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２３４３５６ 的中 � １０９９２（５番人気）
複勝票数 計 ３８５４７３ 的中 � ２３３５８（４番人気）� １３９５７（７番人気）� １９１３２３（１番人気）
枠連票数 計 １３１４０７ 的中 （７－８） ３０４２（１０番人気）
馬連票数 計 ４５１８４３ 的中 �� ４１６１（２１番人気）
馬単票数 計 ３４９７２８ 的中 �� １２４８（４９番人気）
ワイド票数 計 ２００４８６ 的中 �� ２２４６（２３番人気）�� １２０７５（４番人気）�� ７２３２（６番人気）
３連複票数 計 ５５５８８１ 的中 ��� １０４６０（１３番人気）
３連単票数 計１０５２６８５ 的中 ��� １３５９（１５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．０―４９．２―１：０２．８―１：１５．７―１：２８．５―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３５．５
３ ・（１１，１６，１５）（５，９，１８）１０（７，６，１４）（３，１２）（４，２，８）１，１７，１３ ４ ・（１１，１６，１５）１８（５，９）（１０，６）７（３，２，１４）１２（４，８）（１，１７）１３

勝馬の
紹 介

サンライズマヌー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Alzao 初出走

２００９．１．１２生 牡２黒鹿 母 ルヴァーガール 母母 Girl of My Dreams １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインドグラス号は，平成２３年１２月２０日まで平地競走に出走できない。
※マイネキャスリーン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３３０６６１１月２０日 晴 不良 （２３京都６）第６日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０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

３６ ポ レ イ ア 牝２栗 ５４
５３ ☆国分 恭介�川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４８８ ―１：５３．８ ８．４�

１１ � エアハリファ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm ４６８ ―１：５４．２２� ２．５�

（伊）

２３ カ ー バ 牡２青鹿５５ 福永 祐一�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム ４８６ ―１：５４．３� ２３．２�
６１１ マ ラ ネ ロ 牡２黒鹿５５ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５３４ ― 〃 クビ ３．８�
５１０ トーセンサミット 牡２青鹿５５ 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５０８ ―１：５４．４クビ ４．６	
３５ スマートステラ 牡２鹿 ５５ C．ルメール 大川 徹氏 浅見 秀一 新ひだか 岡田スタツド ４７６ ― 〃 アタマ １８．６


（仏）

８１６ ハリケーンミノル 牡２鹿 ５５ 池添 謙一吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ５１６ ―１：５５．４６ ２３．１�
５９ ブライトポジー 牝２鹿 ５４

５２ △国分 優作�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４２０ ―１：５５．５クビ １６８．９�
１２ アカネチャン 牝２鹿 ５４ 赤木高太郎泉 一郎氏 鹿戸 明 新ひだか 坂本牧場 ４５６ ―１：５５．９２� ５２．３
８１５ ベストウィッシュ 牡２青鹿５５ 小牧 太 �グリーンファーム 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５５８ ―１：５６．１１� ４３．７�
４７ マイネルボンド 牡２青鹿５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム ４８２ ―１：５６．８４ １９４．２�
６１２ トムエピソード 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜半田 勉氏 西橋 豊治 日高 千葉飯田牧場 ５３０ ―１：５７．２２� ８８．６�
７１４ ジャガーファング 牡２栗 ５５ 北村 友一トール＆ワイド 田中 章博 日高 藤本 友則 ４８８ ―１：５７．７３ １９８．１�
２４ ゴーイングキング 牡２黒鹿５５ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４６８ ― 〃 クビ ９８．９�
７１３ タマモワイルドラブ 牡２鹿 ５５ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 ４７０ ―１：５８．１２� ４９．０�
４８ アカデミーダンサー 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 ４７４ ―２：０６．５大差 １６２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９３３，５００円 複勝： ２８，１３６，１００円 枠連： １３，７７１，６００円

馬連： ４１，２４８，０００円 馬単： ３０，６９０，２００円 ワイド： １８，５８７，９００円

３連複： ５３，４０４，６００円 ３連単： ９４，９２６，７００円 計： ３００，６９８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２３０円 � １４０円 � ３７０円 枠 連（１－３） ６００円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� １，８６０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ５，３９０円 ３ 連 単 ��� ３４，４５０円

票 数

単勝票数 計 １９９３３５ 的中 � １８８０１（４番人気）
複勝票数 計 ２８１３６１ 的中 � ２８９２０（４番人気）� ７３７４３（１番人気）� １５６２６（６番人気）
枠連票数 計 １３７７１６ 的中 （１－３） １７１５２（３番人気）
馬連票数 計 ４１２４８０ 的中 �� ２６１７８（４番人気）
馬単票数 計 ３０６９０２ 的中 �� ７１５４（１０番人気）
ワイド票数 計 １８５８７９ 的中 �� １０９５３（４番人気）�� ２３１１（２１番人気）�� ５３２７（８番人気）
３連複票数 計 ５３４０４６ 的中 ��� ７３１８（１５番人気）
３連単票数 計 ９４９２６７ 的中 ��� ２０３４（９１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１３．２―１３．０―１３．０―１３．０―１２．８―１２．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３７．２―５０．２―１：０３．２―１：１６．２―１：２９．０―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ポ レ イ ア �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Rubiano 初出走

２００９．４．１０生 牝２栗 母 リ ベ ラ ノ 母母 Skillful Joy １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アカデミーダンサー号は，平成２３年１２月２０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 マイネキャスリーン号
※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。



３３０６７１１月２０日 晴 重 （２３京都６）第６日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４７ マイディアソング 牝３青鹿５４ 秋山真一郎有限会社シルク野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４６０＋１０１：１１．７ １５．９�

１１ ガールズストーリー 牝３黒鹿５４ 福永 祐一吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４２２＋ ４ 〃 クビ ２．８�
６１２ オーミレイライン 牡５鹿 ５７ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 ５３４＋２８１：１１．９１� ３０１．１�
２３ サルココッカ 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作吉田 和美氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ４０８± ０ 〃 クビ ６．２�
３６ グロッキーバルボア 牡５鹿 ５７ C．ルメール 飯田 吉哉氏 南井 克巳 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ８１：１２．０� ７．３�

（仏）

３５ エイシンクエスト 牡５栗 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 高野 友和 新ひだか 藤原牧場 ５２２± ０１：１２．２１� ６．１�
６１１ ミキノクレシェンド 牝５栗 ５５ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ５００± ０１：１２．３� ５２．１�
１２ � スズカスコール 牝５栗 ５５ 小牧 太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４７８－ ２１：１２．４クビ １４７．７	
５９ マンテンリューマ 牡３青鹿５６ 芹沢 純一小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４６０＋ ２１：１２．６１� １１．０

４８ サイズミックレディ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 ４８４－ ２１：１２．９１� ９．２�
７１４� ライブリリュウショ 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５６０＋ ２１：１３．０� ６０．５�
８１５ コマンドパワー 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 サンシャイン

牧場 ４７８＋ ８１：１３．１� １３．２
８１６ クリスワールド 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８０± ０１：１３．４１� ４９．７�
５１０� サクラデスティニー 牝４鹿 ５５ 川田 将雅�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４７２－１０１：１３．６１� ５５．７�
２４ � シゲルホンブチョウ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 前川 隆則 ４６０＋１０１：１３．７クビ ２５６．１�
７１３ ケイオーレデイ 牝３鹿 ５４ 北村 友一ジャパンフードビジネス� 沖 芳夫 新冠 パカパカ

ファーム ４２２－ ２１：１４．４４ １１０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８５８，２００円 複勝： ３６，０３１，４００円 枠連： １６，２２５，１００円

馬連： ５５，３８８，６００円 馬単： ３５，０１０，６００円 ワイド： ２４，９２７，１００円

３連複： ７３，２２６，７００円 ３連単： １２１，１８６，３００円 計： ３８２，８５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ３６０円 � １８０円 � ３，９４０円 枠 連（１－４） ７９０円

馬 連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ６，３９０円

ワ イ ド �� １，０４０円 �� ４６，３１０円 �� １１，７３０円

３ 連 複 ��� １９３，７００円 ３ 連 単 ��� ７９１，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２０８５８２ 的中 � １０３９２（８番人気）
複勝票数 計 ３６０３１４ 的中 � ２４６２６（７番人気）� ７２５９０（１番人気）� １８２０（１５番人気）
枠連票数 計 １６２２５１ 的中 （１－４） １５１６５（３番人気）
馬連票数 計 ５５３８８６ 的中 �� １９４０８（９番人気）
馬単票数 計 ３５０１０６ 的中 �� ４０４９（２８番人気）
ワイド票数 計 ２４９２７１ 的中 �� ６１７９（１３番人気）�� １２９（１０６番人気）�� ５１２（６７番人気）
３連複票数 計 ７３２２６７ 的中 ��� ２７９（２４４番人気）
３連単票数 計１２１１８６３ 的中 ��� １１３（１１９５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．３―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．９―４７．２―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイディアソング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gulch デビュー ２０１１．６．２６ 阪神９着

２００８．４．５生 牝３青鹿 母 フィールドソング 母母 A Kiss for Luck ７戦２勝 賞金 １４，３２０，０００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） １頭 スマイリングムーン号
（非抽選馬） １頭 シークロノス号
※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。

３３０６８１１月２０日 晴 重 （２３京都６）第６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）

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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

１２ エイシンナナツボシ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B５４２＋ ２１：５８．３ ８．８�

３６ カ ス ガ 牝５鹿 ５５ 池添 謙一高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ ５２．７�
２３ ハートシューター 牡５黒鹿５７ C．ルメール 吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ５３４＋ ４１：５８．５１� ４９．４�

（仏）

８１６ シルクシュナイダー 牡３黒鹿５５ 岩田 康誠有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６－ ６１：５８．８２ ２．０�

７１３ ビタースウィート 牝４鹿 ５５
５３ △国分 優作�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４５０＋ ４１：５９．１１� ４３．０�

８１５ ピエナオリオン 牡３黒鹿５５ 武 豊本谷 兼三氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ４６２－１４１：５９．２クビ １５．４�
４８ � メイショウタクミ 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 ４８２－ ２１：５９．４１� ５２．３	
６１２ ユジェニックブルー 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎 
ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５２４－１０１：５９．８２� ４．４�
１１ 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 ４６０＋ ２１：５９．９� １６５．４�
３５ メイショウイエミツ 牡５栗 ５７ M．デムーロ松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 ５２２± ０２：００．０クビ ８．８

（伊）

４７ サンマルボス 牡４鹿 ５７ 北村 友一相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ ７４．４�
５１０ グッドスピード 牡３栗 ５５ 藤田 伸二
ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４６８＋ ２２：００．３１� １５．９�
５９ � ミウラリチャード 牡７鹿 ５７ 芹沢 純一佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５２２－ ４２：００．４クビ ５４５．５�
２４ スペシャルロード 牡４黒鹿５７ 幸 英明
伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４７８＋ ２２：００．５� １９．５�
７１４ カタンジャレ 牡５栗 ５７ 川島 信二浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ５２０＋ ６ 〃 クビ ３７６．６�
６１１ ワンダースル 牝５青鹿５５ 赤木高太郎山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４８２＋２０２：００．９２� ２３４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４８５，１００円 複勝： ４８，５３３，６００円 枠連： １８，９３３，５００円

馬連： ７８，２０６，７００円 馬単： ５１，５３９，６００円 ワイド： ３３，０７０，８００円

３連複： ９３，０９５，５００円 ３連単： １６４，２５８，０００円 計： ５１７，１２２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２６０円 � ８９０円 � ８７０円 枠 連（１－３） ３，５２０円

馬 連 �� １９，５８０円 馬 単 �� ３９，１８０円

ワ イ ド �� ３，６６０円 �� ４，５７０円 �� １６，２９０円

３ 連 複 ��� １６５，１６０円 ３ 連 単 ��� ７４３，７００円

票 数

単勝票数 計 ２９４８５１ 的中 � ２６６１０（３番人気）
複勝票数 計 ４８５３３６ 的中 � ５７３９９（３番人気）� １３１０７（９番人気）� １３５８０（８番人気）
枠連票数 計 １８９３３５ 的中 （１－３） ３９７４（１３番人気）
馬連票数 計 ７８２０６７ 的中 �� ２９４８（３４番人気）
馬単票数 計 ５１５３９６ 的中 �� ９７１（６９番人気）
ワイド票数 計 ３３０７０８ 的中 �� ２２４０（３２番人気）�� １７８７（３５番人気）�� ４９５（７３番人気）
３連複票数 計 ９３０９５５ 的中 ��� ４１６（２００番人気）
３連単票数 計１６４２５８０ 的中 ��� １６３（９８５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．２―３０．２―４３．１―５５．８―１：０８．５―１：２１．３―１：３３．９―１：４６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．０
１
３
１（２，５）（３，１１）（６，４，１２）（７，１０）（１４，８）（９，１６）１３，１５
１（２，５）（６，３）（１１，１２）４（１４，１０）（１６，７）（８，１３）（９，１５）

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

勝馬の
紹 介

エイシンナナツボシ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００９．７．２６ 新潟５着

２００７．４．２９生 牡４鹿 母 タイキミルフィーユ 母母 Welsh Muffin ２１戦４勝 賞金 ５４，０７８，０００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 エーシングレーソロ号・オーバーヘッド号・ナリタシルクロード号
※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。



３３０６９１１月２０日 晴 重 （２３京都６）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

き

も ち の 木 賞
発走１４時２５分 （ダート・右）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

１１ 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 ４８４－ ６１：５３．０ １２．７�

４４ � ミルクディッパー 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills
Management ５３２＋ ２１：５３．２１� ５．３�

７７ ハギノコメント 牡２鹿 ５５ 横山 典弘日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ４ 〃 クビ ７．８�
２２ ダイヴァーダウン 牡２栗 ５５ 武 豊吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４５２－ ２１：５３．９４ ２．７�
３３ � シゲルスターキング 牡２鹿 ５５ C．ルメール �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion

America ５００＋ ４１：５４．０� ２．６�
（仏）

８８ シシリアンルージュ 牝２栗 ５４ 和田 竜二�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 荻伏服部牧場 ４４２＋ ４１：５４．１クビ ７５．３	
６６ サンライズシャトー 牡２栗 ５５ 池添 謙一松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B４６８＋ ８１：５５．１６ １９．０

５５ インテンシティ 牝２栗 ５４ I．メンディザバル �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－１２１：５５．９５ ３４．０�
（仏）

（８頭）
８９ 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 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３０，９９３，２００円 複勝： ３７，６０２，４００円 枠連： 発売なし

馬連： ８１，１７１，１００円 馬単： ５４，３７７，９００円 ワイド： ２４，９８２，１００円

３連複： ７８，５１１，２００円 ３連単： ２２２，８３４，２００円 計： ５３０，４７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ２８０円 � １８０円 � ２００円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ５，９４０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� １，２００円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ４，９７０円 ３ 連 単 ��� ２６，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３０９９３２ 的中 � １９３４５（５番人気）
複勝票数 計 ３７６０２４ 的中 � ３１５６２（５番人気）� ６１２４６（３番人気）� ５０４２７（４番人気）
馬連票数 計 ８１１７１１ 的中 �� ２３４６１（１０番人気）
馬単票数 計 ５４３７７９ 的中 �� ６７６３（２０番人気）
ワイド票数 計 ２４９８２１ 的中 �� ８２７２（１０番人気）�� ４９６２（１４番人気）�� １１２５９（８番人気）
３連複票数 計 ７８５１１２ 的中 ��� １１６７５（１４番人気）
３連単票数 計２２２８３４２ 的中 ��� ６１５４（７９番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．１―１３．２―１２．７―１２．６―１２．７―１２．５―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３８．１―５０．８―１：０３．４―１：１６．１―１：２８．６―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．９
１
３

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

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 ４戦２勝 賞金 １５，２０３，０００円
〔出走取消〕 ガレノス号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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。

３３０７０１１月２０日 晴 稍重 （２３京都６）第６日 第１０競走 ��
��１，４００�

た か ら が い け

宝 ケ 池 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

３３ ブラボースキー 牡３栗 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５０４＋ ２１：２３．４ ９．３�

４５ � エーシンウェズン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５３８＋２２１：２３．６１� ２．５�

１１ ワ イ ズ リ ー 	３栗 ５６ 赤木高太郎前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５６＋ ２１：２３．７
 １３．０�
２２ ニジブルーム 牡３芦 ５６ 秋山真一郎横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：２３．９１� ３４．６�
７１０ レオプライム 牡４鹿 ５７ 小牧 太�レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４７０＋ ２１：２４．０
 ４．９�
６９ ジョーアカリン 牝３黒鹿５４ M．デムーロ上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４３４－ ４ 〃 クビ １２．５�

（伊）

８１３ メイショウルシェロ 牝６黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４４８＋３０１：２４．１
 １８４．８	
４４ ブラーニーストーン 牡４芦 ５７ 国分 恭介吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４６６－ ６１：２４．２� １２．７

６８ アグネスウイッシュ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ２１．７�
８１２ アルーリングライフ 牝４鹿 ５５ 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 ５１２＋１２１：２４．６２� ３１．７
７１１� シ テ ィ ボ ス 牡８鹿 ５７ 国分 優作服部 新平氏 日吉 正和 新冠 アラキフアーム ４７６± ０ 〃 ハナ １５２．７�
５７ シャイニーホーク 牡３栗 ５６ C．ルメール 小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５２０＋２０ 〃 クビ ５．４�

（仏）

５６ パーソナルブレーン 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５２－ ４１：２５．２３� １０５．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３６，５０９，５００円 複勝： ５６，７５８，９００円 枠連： ２３，０４１，３００円

馬連： １２５，３８１，５００円 馬単： ７２，１０４，７００円 ワイド： ４１，５２２，３００円

３連複： １３９，４９９，０００円 ３連単： ２８２，０１６，９００円 計： ７７６，８３４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � ３６０円 枠 連（３－４） ８００円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，７６０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� １，６６０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ４，７８０円 ３ 連 単 ��� ２９，５４０円

票 数

単勝票数 計 ３６５０９５ 的中 � ３１０７２（４番人気）
複勝票数 計 ５６７５８９ 的中 � ６２８８８（４番人気）� １３８１９８（１番人気）� ３２４６２（７番人気）
枠連票数 計 ２３０４１３ 的中 （３－４） ２１４６４（３番人気）
馬連票数 計１２５３８１５ 的中 �� ８６３２５（３番人気）
馬単票数 計 ７２１０４７ 的中 �� １９２９６（９番人気）
ワイド票数 計 ４１５２２３ 的中 �� ２３６３６（３番人気）�� ５７８３（２４番人気）�� １４４８０（８番人気）
３連複票数 計１３９４９９０ 的中 ��� ２１５４０（１５番人気）
３連単票数 計２８２０１６９ 的中 ��� ７０４８（１００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．４―３６．４―４８．６―１：００．８―１：１２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．８
３ ・（６，９）（３，７）（２，１３）（１，４）（５，１０，１１）８，１２ ４ ６，９（３，７）２（１，１３）（５，４，１０，１１）（８，１２）

勝馬の
紹 介

ブラボースキー �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．２．５ 小倉２着

２００８．２．７生 牡３栗 母 ブラボーサンライズ 母母 ヴィジットマン ７戦３勝 賞金 ３２，６１５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



３３０７１１１月２０日 晴 稍重 （２３京都６）第６日 第１１競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��１，６００�第２８回マイルチャンピオンシップ（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

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

賞 品
本 賞 １００，０００，０００円 ４０，０００，０００円 ２５，０００，０００円 １５，０００，０００円 １０，０００，０００円
付 加 賞 ３，８６４，０００円 １，１０４，０００円 ５５２，０００円
生産者賞
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：３１．８
１：３１．４
１：３１．８

良

良

良

３５ � エイシンアポロン 牡４栗 ５７ 池添 謙一平井 豊光氏 松永 昌博 米 Silk and Scar-
let Syndicate ５０６＋ ６１：３３．９ ９．８�

１１ フィフスペトル 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ４ 〃 クビ ３２．６�

７１３� サ プ レ ザ 牝６鹿 ５５ C．ルメール 吉田 照哉氏 Rd．コレ 米 Douglas Owen
McIntyre ４５２ １：３４．１１	 ８．４�

（Sahpresa（USA）） （仏） （仏）

１２ ダノンヨーヨー 牡５栗 ５７ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１８－ ２１：３４．２クビ ３３．０�
４８ リアルインパクト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０８± ０１：３４．３
 ４．２�
５９ マルセリーナ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４６２－ ６ 〃 クビ ２０．９	
４７ � イモータルヴァース 牝３鹿 ５４ C．スミヨン R.C．ストロース氏 Rb．コレ 愛 Kilfrush Stud ４６２ １：３４．５１ ６．７


（Immortal Verse（IRE）） （仏） （仏）

２３ シ ル ポ ー ト 牡６鹿 ５７ 幸 英明河� 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ５０４± ０ 〃 クビ １５．７�
６１２ ミッキードリーム 牡４栗 ５７ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ８１：３４．６	 １９．２�
２４ � ライブコンサート �７黒鹿５７ 川田 将雅グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４８２＋ ６１：３４．７	 ２０５．３
５１０ スマイルジャック 牡６黒鹿５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ４２．８�
７１４ レインボーペガサス 牡６鹿 ５７ I．メンディザバル 吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４９８－ ８１：３４．８	 ６０．７�

（仏）

６１１ グランプリボス 牡３鹿 ５６ M．デムーロ�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５１８－ ６１：３４．９クビ １４．０�
（伊）

８１７ リ デ ィ ル 牡４栗 ５７ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋ ２１：３５．０	 ４．５�
３６ � エーシンフォワード 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４８４－ ４１：３５．２１� ２４．５�
７１５ ブリッツェン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４８２－ ２１：３５．３	 １８０．１�
８１６ クレバートウショウ 牡５鹿 ５７ 武 豊田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ５１２－ ６１：３５．４	 ６８．０�
８１８ キョウワジャンヌ 牝３栗 ５４ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４７２＋ ４１：３５．５	 ４３．９�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ３７１，５４３，６００円 複勝： ４６７，９７８，１００円 枠連： ４５８，１３１，９００円 馬連： ２，０１２，１２６，１００円 馬単： ９５３，２２４，７００円

ワイド： ５４１，２７８，０００円 ３連複： ２，６５３，２９９，１００円 ３連単： ４，９０３，９２８，４００円 ５重勝： ９８３，０６３，７００円 計： １３，３４４，５７３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３１０円 � ８８０円 � ２７０円 枠 連（１－３） ３，８７０円

馬 連 �� １２，８００円 馬 単 �� ２４，５８０円

ワ イ ド �� ３，４４０円 �� １，１９０円 �� ４，１８０円

３ 連 複 ��� ３８，９２０円 ３ 連 単 ��� ２７９，４１０円

５ 重 勝
対象競走：東京１０R／京都１０R／新潟１１R／東京１１R／京都１１R

キャリーオーバー なし����� ２，１９１，８５０円

票 数

単勝票数 計３７１５４３６ 的中 � ３０１７１４（５番人気）
複勝票数 計４６７９７８１ 的中 � ４２６４８８（４番人気）� １２０８７６（１２番人気）� ５０４１７０（３番人気）
枠連票数 計４５８１３１９ 的中 （１－３） ８７４９７（１６番人気）
馬連票数 計２０１２１２６１ 的中 �� １１６０６２（４４番人気）
馬単票数 計９５３２２４７ 的中 �� ２８６３１（８６番人気）
ワイド票数 計５４１２７８０ 的中 �� ３８２７５（４３番人気）�� １１５３９３（９番人気）�� ３１３３６（４７番人気）
３連複票数 計２６５３２９９１ 的中 ��� ５０３２０（１１８番人気）
３連単票数 計４９０３９２８４ 的中 ��� １２９５３（７９０番人気）
５重勝票数 計９８３０６３７ 的中 ����� ３３１

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．２―１２．３―１１．９―１１．８―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．４―４６．７―５８．６―１：１０．４―１：２２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンアポロン �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．８．２ 小倉５着

２００７．１．２２生 牡４栗 母 Silk And Scarlet 母母 Danilova １４戦４勝 賞金 ２８９，１９６，０００円
〔制裁〕 ダノンヨーヨー号の騎手北村友一は，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５０，０００円。（４番・１２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。
（非抽選馬） ４頭 アプリコットフィズ号・オセアニアボス号・ゴールスキー号・マイネイサベル号
※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。

３３０７２１１月２０日 晴 重 （２３京都６）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�京都スマイルプレミアム

発走１６時２０分 （ダート・右）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１６ クリスタルボーイ 牡４芦 ５７ 和田 竜二ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４８８－ ６１：１０．５ ２．７�

７１３ ゼンノベラーノ 牡４鹿 ５７ 武 豊大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３０＋ ２ 〃 アタマ ４．９�
２３ フィールドシャイン 牡４栗 ５７ 幸 英明地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７８± ０ 〃 クビ １３．１�
２４ � エベレストオー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B４９２＋ ６１：１０．６クビ ３１．９�
６１２� オーシャンカレント 牡５鹿 ５７ I．メンディザバル 吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ５１０＋２０１：１０．９１� ７０．９�

（仏）

３６ アイディンパワー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８６＋ ６ 〃 ハナ １１．０�
５９ ノボレインボー 牝５芦 ５５ 福永 祐一�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５１０± ０１：１１．０	 ２２３．２	
４７ キョウエイカルラ 牝４栗 ５５ 小牧 太田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４８２－ ４１：１１．１クビ ９．３

１２ チャンピオンラブ 牡５青鹿５７ M．デムーロ坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４８２± ０１：１１．３１
 １５．５�

（伊）

６１１ アデュラリア 牝５芦 ５５ 秋山真一郎�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４９６－ ４１：１１．６２ ２５．７
１１ ストレートイン 牡５鹿 ５７ 高倉 稜島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５０８＋ ６１：１１．７� １０６．３�
７１４ オーラレガーレ 牝３青鹿５４ C．ルメール 吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４５６＋１２ 〃 クビ ６．３�

（仏）

５１０ ニ チ リ ン 牡４栗 ５７ 北村 友一�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B４７６－ ２ 〃 アタマ １４１．０�
８１５ カフェマーシャル 牡５芦 ５７ 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５１８＋１４１：１１．８クビ １０５．２�
４８ � ディアヤマト 牡６栗 ５７ 川島 信二ディアレスト 高橋 裕 様似 小田牧場 B５０６＋ ２１：１２．３３ ４４４．２�

（１５頭）
３５ トーホウプリンセス 牝４栗 ５５ 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ８１，０９９，３００円 複勝： １０８，３９１，０００円 枠連： ６４，０１９，９００円

馬連： ２３９，６９６，６００円 馬単： １４０，５６５，５００円 ワイド： ８８，２７０，４００円

３連複： ２８０，６１０，３００円 ３連単： ５６２，８２８，９００円 計： １，５６５，４８１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ３１０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ６２０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ２，３３０円 ３ 連 単 ��� ９，０８０円

票 数

単勝票数 差引計 ８１０９９３（返還計 １０５） 的中 � ２５４０３０（１番人気）
複勝票数 差引計１０８３９１０（返還計 １２） 的中 � ２６０２６６（１番人気）� １７４９３６（２番人気）� ９０７２２（６番人気）
枠連票数 差引計 ６４０１９９（返還計 １ ） 的中 （７－８） １６２０３０（１番人気）
馬連票数 差引計２３９６９６６（返還計 ５８） 的中 �� ３３２１４６（１番人気）
馬単票数 差引計１４０５６５５（返還計 ４２） 的中 �� １１８８３３（１番人気）
ワイド票数 差引計 ８８２７０４（返還計 ２７） 的中 �� ８７３４０（１番人気）�� ３６２４１（６番人気）�� ２５７５８（１０番人気）
３連複票数 差引計２８０６１０３（返還計 ２２６） 的中 ��� ９４９４０（４番人気）
３連単票数 差引計５６２８２８９（返還計 ４４５） 的中 ��� ４８８４３（１２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．４―１１．９―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．２―４６．１―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスタルボーイ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００９．１０．２４ 京都１着

２００７．３．５生 牡４芦 母 ロッキーバッハ 母母 モコロツキー １６戦５勝 賞金 １００，０１８，０００円
〔出走取消〕 トーホウプリンセス号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※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） ４頭 エーシンリードオー号・カホマックス号・カリスマサンスカイ号・ドリームクラウン号
※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。

５レース目



（２３京都６）第６日 １１月２０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良後重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７６頭 本 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

３６９，６２０，０００円
１７，７８０，０００円
６，７９０，０００円
３４，９６０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６１，３３９，０００円
５，２４２，０００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
６８７，３７９，６００円
９７３，８６１，０００円
６５０，２９６，１００円
２，８４４，４２４，８００円
１，４９９，４５７，８００円
８７０，３９７，８００円
３，６４５，９８８，４００円
６，８６５，７４０，５００円
９８３，０６３，７００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
５ 重 勝
計 １９，０２０，６０９，７００円

総入場人員 ３３，９４４名 （有料入場人員 ３１，４２０名）


