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３３０７３１１月２６日 晴 良 （２３京都６）第７日 第１競走 ��１，４００�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

１：２３．６
１：２３．１

重

重

７１２ ワンダーアシャード 牡２栗 ５５ 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 ５１２＋ ６１：２５．９ １．６�

４６ シ ゲ ル ユ ズ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 ４６８－ ２１：２６．１１� ５．６�
５９ 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 ４４６－ ２１：２６．３１� ８．８�
２３ キングヒーロー 牡２黒鹿５５ 北村 友一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ５００－ ４１：２６．４� １５．５�
４７ ラガートモヒーロ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４５６＋ ４１：２６．６１� ６．９�
８１５ トルネードミノル 牡２鹿 ５５ 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４７８± ０１：２６．８１� ２４３．５�
５８ サ ナ シ オ ン 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ２１：２６．９� ３２．５	

（豪）

２２ キョウワドリーム 牡２芦 ５５ 渡辺 薫彦�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４８４＋ ４１：２７．９６ １２８．９

３５ ハヤブサフォルテ 牡２鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂杉本千賀子氏 沖 芳夫 日高 日高大洋牧場 ５１４＋ ２ 〃 ハナ １３３．２�
６１０ 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 ４８２＋ ６１：２８．３２� ２３．０�
１１ キネオオーシャン 牡２鹿 ５５ 国分 恭介ジャパンフードビジネス 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋１０１：２８．６１� ２０６．４�
６１１ バトルマグマ 牡２栗 ５５ 川須 栄彦宮川 秋信氏 矢作 芳人 新ひだか 片山牧場 ４６４－ ２１：２８．９２ ９１．４�
８１４ エストボヌール 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜橋川 欣司氏 本間 忍 新冠 辻 和明 ４８０－１０１：２９．２２ ８６．８�
３４ オープンユアハート 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人�ミルファーム 畠山 重則 日高 宝寄山 忠則 ４２６－ ４１：２９．７３ ５３３．１�
７１３ クニノカンタロー 牡２鹿 ５５ 小坂 忠士國立 治氏 境 直行 青森 織笠 時男 ４４０＋ ８１：３０．４４ ５５１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８５９，５００円 複勝： ５３，１５４，８００円 枠連： １２，０４４，５００円

馬連： ３２，６０４，２００円 馬単： ３０，２１１，０００円 ワイド： １８，７７０，６００円

３連複： ５４，６５２，４００円 ３連単： １０３，７４８，１００円 計： ３２３，０４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（４－７） ２００円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ２２０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� １，８００円

票 数

単勝票数 計 １７８５９５ 的中 � ８９７９９（１番人気）
複勝票数 計 ５３１５４８ 的中 � ３２６０００（１番人気）� ６１４９５（２番人気）� ４４３７６（３番人気）
枠連票数 計 １２０４４５ 的中 （４－７） ４６０８９（１番人気）
馬連票数 計 ３２６０４２ 的中 �� ６１８１５（１番人気）
馬単票数 計 ３０２１１０ 的中 �� ４４３５８（１番人気）
ワイド票数 計 １８７７０６ 的中 �� ３６８３１（１番人気）�� ２１１３２（３番人気）�� ８９７９（６番人気）
３連複票数 計 ５４６５２４ 的中 ��� ６５１２０（２番人気）
３連単票数 計１０３７４８１ 的中 ��� ４２６２３（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．７―４８．３―１：０１．１―１：１３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３７．６
３ ６，１１，１２（３，８）（７，９）１５（２，１３）－１４（４，１）１０－５ ４ ６（１１，１２）（３，８，９）（７，１５）－（２，１３）（１４，１）（４，１０）５

勝馬の
紹 介

ワンダーアシャード �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 Chimes Band デビュー ２０１１．１１．１３ 京都２着

２００９．４．９生 牡２栗 母 ハッピーデキシー 母母 Ride Sally ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出走取消馬 ドナメジャー号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※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 サウンドアフリート号
※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。

３３０７４１１月２６日 晴 良 （２３京都６）第７日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０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 ゼ ロ ス 牡２鹿 ５５ 川田 将雅杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 ４８４± ０１：３４．７ ３．３�

３４ オメガセニョリーナ 牝２鹿 ５４ C．ルメール 原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６１：３５．０２ ３．２�
（仏）

６１０ サンクフルネス 牡２青 ５５
５４ ☆高倉 稜小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 ４４６－ ２１：３５．７４ １２９．６�

７１１ ジョウショーキング 牡２青鹿５５ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４６２± ０１：３５．８クビ １４．０�
５８ 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 ４２６－ ２ 〃 ハナ １４．２�
４６ シゲルアンズ 牡２鹿 ５５ 北村 友一森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 戸川牧場 ４７６＋ ２１：３６．０１� ３５．３�
３３ アンジェロフォーグ 牡２黒鹿５５ 幸 英明北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム ４６４± ０１：３６．１� ３１．３�
６９ 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 ４７８＋ ４１：３６．５２� ５．６

４５ ニシノプレゼンス 牡２黒鹿５５ 福永 祐一西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 ４９６－ ２１：３６．６� ８８．０�
２２ ケイツークロート 牝２栗 ５４

５２ △国分 優作楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム ４４２＋ ２１：３６．７クビ ８０．９�
５７ ヴィーガトウショウ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎トウショウ産業	 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ２８９．５
７１２ ローレルレジェンド 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 	ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４５６＋ ６１：３６．８クビ ５．８�
８１３ 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 ４７６－ ２１：３９．１大差 １５６．３�
１１ レオキングダム 牡２鹿 ５５ 浜中 俊田中 博之氏 岩戸 孝樹 青森 ワールドファーム ４６０－１０１：４７．９大差 ２２．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，１９３，５００円 複勝： ２９，４１９，９００円 枠連： ９，６４６，５００円

馬連： ３８，２６３，５００円 馬単： ２５，７７０，５００円 ワイド： １８，０１３，５００円

３連複： ５３，９７４，２００円 ３連単： ８３，５２７，１００円 計： ２７５，８０８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １，２４０円 枠 連（３－８） ５８０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ４，５６０円 �� ５，０００円

３ 連 複 ��� １８，６４０円 ３ 連 単 ��� ７５，３６０円

票 数

単勝票数 計 １７１９３５ 的中 � ４１３２２（２番人気）
複勝票数 計 ２９４１９９ 的中 � ５６２６５（２番人気）� ７０５４９（１番人気）� ３８７９（１１番人気）
枠連票数 計 ９６４６５ 的中 （３－８） １２２７５（１番人気）
馬連票数 計 ３８２６３５ 的中 �� ４６１９５（１番人気）
馬単票数 計 ２５７７０５ 的中 �� １４２４４（２番人気）
ワイド票数 計 １８０１３５ 的中 �� １９６８６（１番人気）�� ８７１（４２番人気）�� ７９３（４５番人気）
３連複票数 計 ５３９７４２ 的中 ��� ２１３７（６０番人気）
３連単票数 計 ８３５２７１ 的中 ��� ８１８（２３１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．３―１１．９―１２．１―１２．０―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．０―４６．９―５９．０―１：１１．０―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼ ロ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．６．１９ 函館４着

２００９．４．１３生 牡２鹿 母 サムソンフェアリー 母母 テ ィ ス ワ ８戦１勝 賞金 １２，１００，０００円
〔その他〕 レオキングダム号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロマンスリップ号は，平成２３年１２月２６日まで平地競走に出走できない。
※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。

第６回　京都競馬　第７日



３３０７５１１月２６日 晴 良 （２３京都６）第７日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０分 （芝・右・外）

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

１：４６．７
１：４６．６

良

良

３６ ハッピーウィーク 牝２栗 ５４
５３ ☆高倉 稜小川 勲氏 宮 徹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４± ０１：４９．５ ３１．４�

５９ エックスマーク 牡２鹿 ５５ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２ 〃 クビ １．８�

１２ 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 ４６４＋ ４１：４９．６� １３８．３�
４８ カ ロ ッ サ ル 牡２鹿 ５５ 浜中 俊岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 ４８２＋ ６ 〃 アタマ ５．４�
８１７ エーシンハッブル 牡２青 ５５ 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 B４９４＋ ６１：４９．７� ２７．３�
６１２ マイネルクルタナ 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 ４７６± ０１：４９．８� １４０．９�

（豪）

２４ マキハタテノール 牡２鹿 ５５ 小牧 太	槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ６１．８

４７ ヤマニンカヴァリエ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ４９２＋ ２ 〃 ハナ １７．４�
１１ プ レ レ フ ア 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 	キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５１０± ０１：４９．９� １６．１�
８１６ ヒデノビクトリア 牝２芦 ５４ 幸 英明大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４２２＋ ２１：５０．０クビ ８１．８
３５ ジョウノナタリー 牝２青鹿 ５４

５２ △国分 優作小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４２２－ ２１：５０．１� ３２２．３�
２３ サチノコイノボリ 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 B４６８＋ ６ 〃 アタマ １９．３�
８１５ ダークナイサー 牡２黒鹿５５ C．ルメール 加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４７０－ ２１：５０．３１ ６．０�

（仏）

５１０ エトワールセブン 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲花田 大昂ジャパンフードビジネス� 沖 芳夫 新冠 村上 雅規 ４４６－ ６１：５０．４� ５１３．６�

６１１ リッカシェクル 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 ４０８－ ２１：５１．４６ ４６９．１�
７１４ メイショウアマクサ 牡２黒鹿５５ 北村 友一松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 矢野牧場 ４６４± ０１：５２．０３� １９．１�
７１３ オンワードダンサー 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎樫山 ハル氏 目野 哲也 浦河 オンワード牧場 ４８２＋ ２１：５２．１� ３６１．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２１，９６３，４００円 複勝： ４９，５５２，１００円 枠連： １２，００１，４００円

馬連： ４４，１４５，６００円 馬単： ３５，７９４，６００円 ワイド： ２２，１８３，７００円

３連複： ６３，５５０，７００円 ３連単： １１２，１１０，７００円 計： ３６１，３０２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１４０円 複 勝 � ５９０円 � １１０円 � ３，０５０円 枠 連（３－５） ２，１７０円

馬 連 �� ２，２５０円 馬 単 �� ７，５８０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� １９，２３０円 �� ４，６３０円

３ 連 複 ��� ９３，０６０円 ３ 連 単 ��� ８６１，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２１９６３４ 的中 � ５５２５（９番人気）
複勝票数 計 ４９５５２１ 的中 � １３４９３（８番人気）� ２３２８８４（１番人気）� ２３１９（１３番人気）
枠連票数 計 １２００１４ 的中 （３－５） ４０９０（８番人気）
馬連票数 計 ４４１４５６ 的中 �� １４５２６（８番人気）
馬単票数 計 ３５７９４６ 的中 �� ３４８８（２２番人気）
ワイド票数 計 ２２１８３７ 的中 �� ６３２３（８番人気）�� ２７５（７７番人気）�� １１５６（３９番人気）
３連複票数 計 ６３５５０７ 的中 ��� ５０４（１３８番人気）
３連単票数 計１１２１１０７ 的中 ��� ９６（９４７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１１．４―１２．２―１２．８―１２．８―１２．０―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３５．６―４７．８―１：００．６―１：１３．４―１：２５．４―１：３７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーウィーク �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１１．６ 新潟２着

２００９．３．２０生 牝２栗 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。

３３０７６１１月２６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都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４０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

４５ シゲルジュウヤク 牡３栗 ５８ 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４８２－ ４３：１４．９ ８．９�

５７ シ ャ ロ ー ム 牡６栗 ６０ 高田 潤田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４５８－ ２３：１５．１１� ３．９�
３３ � ニホンピロキリバス �６栃栗６０ 田村 太雅小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４５８＋ ６ 〃 クビ ３．３�
７１１ スナークスペイン 牡４青鹿６０ 小坂 忠士杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 ４６４＋ ５３：１５．４１� １０．６�
８１３ メイショウユウシャ 牡６栗 ６０ 植野 貴也松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 中脇 満 ４９６＋ ４３：１５．８２	 ３１．９�
６１０ ビヨンドマックス 牡５鹿 ６０ 西谷 誠松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５３８＋ ４３：１６．７５ １０．１�
８１４ マイプリティワン 牡７鹿 ６０ 難波 剛健松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 ４８２＋ ４ 〃 クビ １９．３�
４６ メイショウヘミング 牝４黒鹿５８ 南井 大志松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４３６± ０３：１７．６５ １２８．０	
５８ � クリノテンペスタ 牡４栗 ６０ 田嶋 翔栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４７４＋ ２３：１７．７� ２３４．６

２２ フェアギャンブラー 牡３栗 ５８ 黒岩 悠�ターフ・スポート坂口 正則 新ひだか 藤井 益美 ４３６＋ ２３：１８．２３ ４４．６�
７１２� シーフィアレス 牡４黒鹿６０ 林 満明藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ５２４± ０３：１８．８３	 １８８．２
３４ � マッシヴジェネラル 牡４青 ６０ 岩崎 祐己小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４９０＋２６３：１９．８６ ９０．０�
６９ ミッキーミステリー 牡４黒鹿６０ 熊沢 重文野田みづき氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ５００＋１２ （競走中止） ３．９�
１１ エメラルドコースト 牝３栗 ５６ 今村 康成木村 信彦氏 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 ４９４＋ ８ （競走中止） １５４．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，２９３，９００円 複勝： １６，４０９，３００円 枠連： ９，６３４，３００円

馬連： ２８，８８８，７００円 馬単： ２２，２３６，５００円 ワイド： １２，８９０，７００円

３連複： ４３，３６４，６００円 ３連単： ７２，１６７，４００円 計： ２１７，８８５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（４－５） １，７３０円

馬 連 �� １，８００円 馬 単 �� ４，３７０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ４４０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� １０，７４０円

票 数

単勝票数 計 １２２９３９ 的中 � １０９２７（４番人気）
複勝票数 計 １６４０９３ 的中 � １４６３１（５番人気）� ３１１７６（２番人気）� ４２８８１（１番人気）
枠連票数 計 ９６３４３ 的中 （４－５） ４１１４（８番人気）
馬連票数 計 ２８８８８７ 的中 �� １１９０１（５番人気）
馬単票数 計 ２２２３６５ 的中 �� ３７５６（１６番人気）
ワイド票数 計 １２８９０７ 的中 �� ５３９０（６番人気）�� ６５７６（４番人気）�� ２０４５４（１番人気）
３連複票数 計 ４３３６４６ 的中 ��� ２９０４１（２番人気）
３連単票数 計 ７２１６７４ 的中 ��� ４９６２（２５番人気）

上り １マイル １：４６．６ ４F ５２．２－３F ３８．６
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルジュウヤク �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１０．７．１１ 阪神１０着

２００８．１．１３生 牡３栗 母 ニシノコマチ 母母 サ レ ラ 障害：３戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔発走状況〕 ニホンピロキリバス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 エメラルドコースト号は，競走中に疾病〔右第２中手骨々折〕を発症したため１周目４号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

ミッキーミステリー号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔調教再審査〕 ニホンピロキリバス号は，発走調教再審査。



３３０７７１１月２６日 晴 良 （２３京都６）第７日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

１１ スイートスズラン 牝２芦 ５４ 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４２８ ―１：３６．６ ６４．７�

８１６ エーシンスピカ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一�栄進堂 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６４ ― 〃 アタマ ４．１�
３６ リインカネーション 牡２栗 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４８６ ―１：３６．７� ４．９�
８１７ ポケットピース 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 新冠 タニグチ牧場 ４４８ ―１：３７．０１� １４３．２�
４７ マイネルコンキスタ 牡２鹿 ５５ 北村 友一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 ４９２ ― 〃 クビ ４．０�
３５ ビュービーナス 牝２鹿 ５４ 和田 竜二キャピタルクラブ 境 直行 浦河 平成ファーム ４５０ ―１：３７．７４ ９５．６	
６１２ ヒシタイフーン 牡２青鹿５５ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット ４７８ ― 〃 クビ ７８．３

５９ スズカキングダム 牡２鹿 ５５ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４９４ ― 〃 クビ １２．９�
７１４ ビコーワンダフル 牝２栗 ５４ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４２２ ―１：３７．９１� １８７．２�
７１５	 フ ェ ロ ー ズ 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ 前田 幸治氏 矢作 芳人 愛 Skymarc

Farm ５３４ ―１：３８．０クビ １０．３
（豪）

１２ リトルソリア 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 神垣 道弘 ４０２ ― 〃 ハナ ６８．６�
２４ ヤマニンラピエール 牝２栗 ５４ 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 新冠 錦岡牧場 ４５４ ― 〃 アタマ ２３７．５�
４８ ミッキーバンバン 牡２鹿 ５５ 浜中 俊野田みづき氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４７０ ―１：３８．３２ １７．６�
５１０ コスモキャンディ 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４２８ ― 〃 クビ １４８．９�
６１１ ミュージックドラマ 牡２栗 ５５ C．ルメール 吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７８ ― 〃 ハナ ４．７�

（仏）

７１３ シゲルザボン 牡２黒鹿５５ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 田原橋本牧場 ４８４ ―１：３８．７２� １９６．９�
８１８ ファイアイーター 牡２青鹿５５ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４６４ ―１：３８．９１� ６４．２�
２３ 	 エーシンスペリアー 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦�栄進堂 松元 茂樹 英 Wentwort

h Racing ４８０ ―１：４１．４大差 ４９．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，４３２，２００円 複勝： ２９，９５６，７００円 枠連： １２，６３６，４００円

馬連： ３８，９３２，４００円 馬単： ２８，８５０，０００円 ワイド： １７，５９１，７００円

３連複： ５１，４７２，４００円 ３連単： ８２，１９４，２００円 計： ２８１，０６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，４７０円 複 勝 � １，５５０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（１－８） ５，１００円

馬 連 �� １８，５４０円 馬 単 �� ４９，９８０円

ワ イ ド �� ４，４４０円 �� ６，１５０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ３０，２００円 ３ 連 単 ��� ４３９，５７０円

票 数

単勝票数 計 １９４３２２ 的中 � ２３６９（１０番人気）
複勝票数 計 ２９９５６７ 的中 � ３５２５（１２番人気）� ６２０３１（１番人気）� ４２９３９（４番人気）
枠連票数 計 １２６３６４ 的中 （１－８） １８３１（１７番人気）
馬連票数 計 ３８９３２４ 的中 �� １５５０（３９番人気）
馬単票数 計 ２８８５００ 的中 �� ４２６（８５番人気）
ワイド票数 計 １７５９１７ 的中 �� ９２７（４０番人気）�� ６６５（５０番人気）�� １００７８（３番人気）
３連複票数 計 ５１４７２４ 的中 ��� １２５８（７１番人気）
３連単票数 計 ８２１９４２ 的中 ��� １３８（７９８番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１２．０―１２．４―１２．５―１２．２―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．３―３６．３―４８．７―１：０１．２―１：１３．４―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートスズラン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Kenmare 初出走

２００９．３．３０生 牝２芦 母 スイートケンメア 母母 Sweet Titania １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 マイネルコンキスタ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１０，０００円。（１８番・９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） ２頭 アマクサプリンセス号・シンゼンユメノスケ号
※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。

３３０７８１１月２６日 晴 良 （２３京都６）第７日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

６１１� アンリヴィールド 牝２栗 ５４ 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 米
Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

４８２ ―１：１３．０ ６．０�

５９ � クルージンミジー 牝２芦 ５４ 福永 祐一吉田 和美氏 安田 隆行 米
Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

４８６ ―１：１３．６３� １．６�
１１ ゴットゴーゴー 牡２栗 ５５ 北村 友一後藤 進氏 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ５２２ ―１：１４．０２� １３．４�
３５ ハードコンティ 牡２鹿 ５５

５３ △国分 優作津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ５０６ ―１：１４．５３ １０３．０�
２２ グランプリブルー 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４８８ ―１：１４．６� １６．９�
５８ ナリタウィッシュ 牡２栗 ５５

５４ ☆高倉 稜�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 ４５６ ― 〃 クビ １２０．８	
８１５ アブクマペレ 牡２鹿 ５５ 小牧 太浜野順之助氏 藤沢 則雄 浦河 村下牧場 ５３０ ―１：１４．８１ ７０．４

７１３ ケイワイツヨシ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５６６ ―１：１５．５４ ８７．２�
２３ クリノホウザン 牡２鹿 ５５ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 様似 中村 勝則 ４４８ ― 〃 クビ １０２．１�
６１０ コ ン ア ニ マ 牝２栗 ５４ 国分 恭介永田 和彦氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４６２ ―１：１６．２４ ９１．７
４７ チ ェ リ ム 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎永田 和彦氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５４ ―１：１６．６２� ９６．６�
８１４ エスケイティアラ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４４６ ― 〃 ハナ １４１．８�
４６ ナムラジャーナル 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 ４９２ ―１：１６．７クビ １８．８�
７１２ トミケンフラッシュ 牝２鹿 ５４

５１ ▲森 一馬冨樫 賢二氏 鈴木 孝志 新ひだか 小林 嘉弘 ４１２ ― 〃 クビ ３０６．１�
３４ エイトビート 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４ ―１：１９．２大差 ６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，５３３，５００円 複勝： ３６，６９４，５００円 枠連： １０，５８２，１００円

馬連： ３４，９６７，４００円 馬単： ３１，７０１，７００円 ワイド： １６，１３７，８００円

３連複： ４３，１５３，９００円 ３連単： ９４，４６３，６００円 計： ２８７，２３４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（５－６） ３９０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ７１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ８，１９０円

票 数

単勝票数 計 １９５３３５ 的中 � ２５８８６（２番人気）
複勝票数 計 ３６６９４５ 的中 � ４６６５９（２番人気）� １９３３６６（１番人気）� ２１５５９（４番人気）
枠連票数 計 １０５８２１ 的中 （５－６） ２０３６３（１番人気）
馬連票数 計 ３４９６７４ 的中 �� ６８５３９（１番人気）
馬単票数 計 ３１７０１７ 的中 �� １７４５８（５番人気）
ワイド票数 計 １６１３７８ 的中 �� ２２３８０（１番人気）�� ４８３６（７番人気）�� ９２２４（５番人気）
３連複票数 計 ４３１５３９ 的中 ��� ２１７３１（５番人気）
３連単票数 計 ９４４６３６ 的中 ��� ８５１９（２１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１２．２―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．５―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンリヴィールド �
�
父 Forest Wildcat �

�
母父 Forty Niner 初出走

２００９．１．１７生 牝２栗 母 Stylish Society 母母 Northern Style １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 エイトビート号は，競走中銜受けが不良となったことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイトビート号は，平成２３年１２月２６日まで平地競走に出走できない。



３３０７９１１月２６日 晴 良 （２３京都６）第７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）

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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５５ 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 ４８２＋ ２１：５４．２ ５．２�

６６ ブラックアテナ 牝３鹿 ５３ 川田 将雅山本 英俊氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４１：５４．７３ ３．６�
７７ スイートベルモット 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４６０＋ ２１：５５．２３ １２．１�
４４ レディームスタング 牝５栗 ５５ 岩田 康誠�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５３０＋ ８ 〃 クビ １．７�
１１ クリスマドンナ 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 B４７０－２４１：５５．５１� １８．９�
３３ � ダイシンベール 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋１２１：５５．６� ４０．９	
２２ タキオンコウショウ 牝４鹿 ５５

５３ △国分 優作��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４５８± ０ 〃 アタマ ６７．２


（７頭）

売 得 金

単勝： １９，７０５，５００円 複勝： ３０，００６，８００円 枠連： 発売なし

馬連： ３７，１４３，７００円 馬単： ３７，０１３，３００円 ワイド： １３，５５８，２００円

３連複： ４２，２６１，７００円 ３連単： １５０，７６５，１００円 計： ３３０，４５４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ５１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，８８０円 ３ 連 単 ��� ９，３５０円

票 数

単勝票数 計 １９７０５５ 的中 � ３０２７９（３番人気）
複勝票数 計 ３０００６８ 的中 � ３９１２９（３番人気）� ６００５５（２番人気）
馬連票数 計 ３７１４３７ 的中 �� ２７５９７（３番人気）
馬単票数 計 ３７０１３３ 的中 �� １４６９９（７番人気）
ワイド票数 計 １３５５８２ 的中 �� １５６７７（３番人気）�� ６０２７（７番人気）�� ９４０７（５番人気）
３連複票数 計 ４２２６１７ 的中 ��� １６６７０（６番人気）
３連単票数 計１５０７６５１ 的中 ��� １１９００（２７番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．２―１３．５―１３．０―１３．２―１２．９―１２．３―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．７―３８．２―５１．２―１：０４．４―１：１７．３―１：２９．６―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

２
４

・（４，５）３，６，１（２，７）・（４，５）（３，６）（２，１）７
勝馬の
紹 介

ビューティーモズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．８．２１ 札幌６着

２００８．３．１４生 牝３黒鹿 母 ペルファヴォーレ 母母 コンアモール ７戦２勝 賞金 １３，３００，０００円

３３０８０１１月２６日 晴 良 （２３京都６）第７日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００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

５１０ スズカイルマン �４栗 ５７ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４９０＋１０１：１１．７ ２．９�

７１３ ナガラダンディ 牡３栗 ５６ 川島 信二長良レーシングクラブ 小原伊佐美 浦河トラストスリーファーム ４９４＋１０１：１２．１２� １８．９�
３５ レディオブパーシャ 牝３栗 ５４

５２ △国分 優作 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７０－ ４ 〃 クビ ４．４�

６１２	 アイスメアー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤平 和実 ４５２＋ ６１：１２．３１
 ２９３．８�
４８ スマイリングムーン 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ 吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ５０４± ０１：１２．４クビ １０．２�

（豪）

１１ ウォーターサウンド 牡４栗 ５７ 池添 謙一山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ３３．８�
６１１� セイウンオウサム 牡４芦 ５７ 浜中 俊西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ５１０＋１０１：１２．５� １７．４�
５９ � ダニエルバローズ 牡５青鹿５７ 秋山真一郎猪熊 広次氏 野中 賢二 米 J. D. Squires ５１０＋１０ 〃 クビ ３１．５	
２３ ペプチドソロモン �４鹿 ５７ 小牧 太沼川 一彦氏 高橋 隆 浦河 杵臼牧場 ５３８＋２４１：１２．６クビ ３３．６

８１５�	 イメージレイナ 牝４青鹿

５５
５２ ▲花田 大昂岸田 勝宏氏 高橋 隆 米 Katsuhiro

Kishida ４５４－ ８ 〃 アタマ ４７．９�
８１６	 コーリングオブラブ 牝４栗 ５５ 和田 竜二飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４７２－ ６ 〃 ハナ １２６．５�
１２ 	 フォルモンド 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８－ ６ 〃 ハナ １００．１
７１４ ナムラドリーミー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７２－ ２１：１３．６６ １８．２�
３６ キクノフレヴァン 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム B４７８－ ２１：１３．９１� １２．５�
４７ シングンデパーチャ 牡４栗 ５７

５６ ☆高倉 稜伊坂 重憲氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ５１２＋ ４ 〃 アタマ ２８０．６�
２４ ラインオブナイト 牡５鹿 ５７ C．ルメール �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４９８－ ６１：１４．５３� ５．０�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１４１，９００円 複勝： ３７，３２０，０００円 枠連： １８，０５６，１００円

馬連： ６０，０２８，０００円 馬単： ３７，２０９，１００円 ワイド： ２７，８７９，４００円

３連複： ８４，４８８，５００円 ３連単： １３１，８３９，１００円 計： ４１８，９６２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ４６０円 � １７０円 枠 連（５－７） １，１９０円

馬 連 �� ２，９４０円 馬 単 �� ４，４１０円

ワ イ ド �� １，０４０円 �� ３９０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ５，４３０円 ３ 連 単 ��� ３０，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２２１４１９ 的中 � ６２２１６（１番人気）
複勝票数 計 ３７３２００ 的中 � ７８５６５（１番人気）� １５５８３（８番人気）� ６４２４５（３番人気）
枠連票数 計 １８０５６１ 的中 （５－７） １１２６９（５番人気）
馬連票数 計 ６００２８０ 的中 �� １５０７６（１２番人気）
馬単票数 計 ３７２０９１ 的中 �� ６２４０（１６番人気）
ワイド票数 計 ２７８７９４ 的中 �� ６３５５（１３番人気）�� １９７５８（３番人気）�� ４４４３（２０番人気）
３連複票数 計 ８４４８８５ 的中 ��� １１４９０（１５番人気）
３連単票数 計１３１８３９１ 的中 ��� ３２１３（８０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．４―１１．９―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３４．９―４６．８―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカイルマン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 パークリージエント デビュー ２００９．８．１５ 札幌２着

２００７．４．６生 �４栗 母 イエローブルーム 母母 グランドリーム １１戦３勝 賞金 ２６，８４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 エイシンエンブレム号・カネトシファイター号・ジャマイカジョー号・ナリタキングロード号・レオアドミラル号
※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。



３３０８１１１月２６日 晴 良 （２３京都６）第７日 第９競走 ��
��２，０００�京都２歳ステークス

発走１４時３５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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．７
１：５９．９

良

良

４４ ト リ ッ プ 牡２芦 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５０２± ０２：０１．５ １．６�

２２ エーシングングン 牡２栗 ５５ 川須 栄彦�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 ４６４－１０２：０１．６� ６４．７�
７９ マ ナ ウ ス 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ 鈴木 義孝氏 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ ３４．５�

（豪）

８１１ アルキメデス 牡２鹿 ５５ C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７０－ ２２：０１．７クビ ５．３�

（仏）

３３ シンゼンレンジャー 牡２黒鹿５５ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ
ナル牧場 ４７２－ ６ 〃 アタマ ２７．６�

１１ マイネルカーミン 牡２黒鹿５５ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４７２± ０２：０１．９１� ９０．１�

６６ レッドエクスプレス 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８８－ ２２：０２．０� １１．２	
５５ タガノグーフォ 牡２黒鹿５５ 川田 将雅八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 ４８６＋ ４２：０２．３２ １８．７

８１０ ニシノビークイック 牡２栗 ５５ 浜中 俊西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 ４７８＋１８２：０２．６２ ６．７�
６７ ブライティアトップ 牝２黒鹿５４ 古川 吉洋小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４７０＋ ６２：０２．９２ ９０．９�
７８ デルマイザナミ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム ４４６－ ２２：０４．０７ ４４．２

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５１，９６２，８００円 複勝： ９３，９５２，２００円 枠連： ２１，９３２，９００円

馬連： ９４，９２１，７００円 馬単： ７４，１１０，４００円 ワイド： ３８，８８３，４００円

３連複： １１５，７３１，８００円 ３連単： ２８３，１４５，１００円 計： ７７４，６４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １，０８０円 � ５１０円 枠 連（２－４） ５，５３０円

馬 連 �� ５，１７０円 馬 単 �� ６，９００円

ワ イ ド �� １，６２０円 �� ８３０円 �� ８，９１０円

３ 連 複 ��� ２３，９４０円 ３ 連 単 ��� ９５，８１０円

票 数

単勝票数 計 ５１９６２８ 的中 � ２７０６５１（１番人気）
複勝票数 計 ９３９５２２ 的中 � ５１８０９７（１番人気）� １０９８６（９番人気）� ２５３１２（７番人気）
枠連票数 計 ２１９３２９ 的中 （２－４） ２９２８（１２番人気）
馬連票数 計 ９４９２１７ 的中 �� １３５５７（１４番人気）
馬単票数 計 ７４１１０４ 的中 �� ７９２７（１９番人気）
ワイド票数 計 ３８８８３４ 的中 �� ５９１８（１６番人気）�� １２０３８（１０番人気）�� １０３０（４６番人気）
３連複票数 計１１５７３１８ 的中 ��� ３５６８（５３番人気）
３連単票数 計２８３１４５１ 的中 ��� ２１８１（２０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．６―３５．９―４８．７―１：０１．４―１：１４．２―１：２６．４―１：３８．０―１：４９．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ト リ ッ プ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．６ 京都１着

２００９．４．１８生 牡２芦 母 ビーポジティブ 母母 フェアリードール ２戦２勝 賞金 ２３，２５２，０００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。

３３０８２１１月２６日 晴 良 （２３京都６）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�

だ い ご

醍醐ステークス
発走１５時１０分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．１１．２７以降２３．１１．２０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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

３３ � マジンプロスパー 牡４栗 ５７ 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム ５０８± ０１：０８．６ ３．２�

８１２ メモリアルイヤー 牝３栗 ５２ 川須 栄彦西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４８０＋ ２１：０８．７� １７．１�
５６ エーシンヒットマン 牡３栗 ５５ 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 ４８６＋ ６１：０８．８� ２．４�
５７ � オールブランニュー 牝５黒鹿５２ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４７０± ０１：０９．１１� １２．３�
２２ � アスターエンペラー 牡５鹿 ５５ 古川 吉洋加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５２０＋１４ 〃 ハナ ５５．９�
８１３ ハ ノ ハ ノ 牡３鹿 ５４ 幸 英明�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５４＋ ４１：０９．２� １４．８�
７１１ ボーダレスワールド 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二 	社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ５２２－ ８ 〃 ハナ １９．５

４５ タイガーストーン 牡５鹿 ５５ 川田 将雅河� 五市氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５０６± ０１：０９．３	 ４２．６�
７１０ ミスクリアモン 牝５鹿 ５５ 浜中 俊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８８＋ ４１：０９．５１
 ６．５�
６９ アキノパンチ 牡７鹿 ５１ 国分 恭介穐吉 正孝氏 日吉 正和 静内 松田 三千雄 ５０６＋ ６１：０９．６� １８８．６
６８ キヲウエタオトコ 牡６鹿 ５５ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４６６＋ ６ 〃 クビ ２９．４�
４４ ラルティスタ 牝４黒鹿５２ 池添 謙一有限会社シルク畠山 吉宏 新ひだか 松田 三千雄 ４３６＋ ４１：０９．９２ ３５．５�
１１ ボストンゴールド 牡９栗 ５３ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 大西 能彦 ５３４＋ ４１：１０．２１� ３３８．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３５，７９３，２００円 複勝： ５８，２２７，５００円 枠連： ２６，３８６，２００円

馬連： １１５，２６５，８００円 馬単： ６８，１７３，９００円 ワイド： ４４，０４４，８００円

３連複： １３５，８３０，６００円 ３連単： ２６９，２７７，２００円 計： ７５２，９９９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ４６０円 � １４０円 枠 連（３－８） １，４１０円

馬 連 �� ３，３６０円 馬 単 �� ５，１８０円

ワ イ ド �� １，０２０円 �� １９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２，４６０円 ３ 連 単 ��� １８，３３０円

票 数

単勝票数 計 ３５７９３２ 的中 � ９０５２２（２番人気）
複勝票数 計 ５８２２７５ 的中 � １２１４３７（２番人気）� ２１５４５（９番人気）� １４５４６８（１番人気）
枠連票数 計 ２６３８６２ 的中 （３－８） １３８５２（６番人気）
馬連票数 計１１５２６５８ 的中 �� ２５３４５（１２番人気）
馬単票数 計 ６８１７３９ 的中 �� ９７１４（１６番人気）
ワイド票数 計 ４４０４４８ 的中 �� ９０５１（１２番人気）�� ７４６５３（１番人気）�� １２２１３（９番人気）
３連複票数 計１３５８３０６ 的中 ��� ４０７６１（７番人気）
３連単票数 計２６９２７７２ 的中 ��� １０８４２（５０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．２―１１．１―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３４．５―４５．６―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マジンプロスパー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 バブルガムフェロー

２００７．３．７生 牡４栗 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス １１戦４勝 賞金 ５６，９５０，０００円
初出走 JRA



３３０８３１１月２６日 晴 良 （２３京都６）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�第５６回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走１５時４５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 ５３９，０００円 １５４，０００円 ７７，０００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

２３ ロードカナロア 牡３鹿 ５５ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４９８＋ ２１：０８．１ １．６�

６１１ グランプリエンゼル 牝５栃栗５４ C．ウィリアムズ 北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４５６＋ ４１：０８．３１� １５．５�
（豪）

４７ ワンカラット 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５４４＋ ４１：０８．４� １７．８�
４６ ナ イ ア ー ド 牝５黒鹿５４ 大野 拓弥�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８６＋ ４１：０８．５	 １７０．０�
１１ ミキノバンジョー 牡４鹿 ５６ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５１２＋ ２ 〃 アタマ ６１．８�
５９ ジョーカプチーノ 牡５芦 ５８ C．ルメール 上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ５３８＋ ６１：０８．６� ３．４	
（仏）

３５ 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 ５６２＋ ６１：０８．７クビ １６．３

５８ ワイルドラズベリー 牝４鹿 ５４ 北村 友一近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２ 〃 クビ ３０．３�
３４ アウトクラトール 牡６鹿 ５６ 高倉 稜 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６１：０８．８クビ １６６．５�
２２ 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 ４２８－ ４ 〃 クビ １５８．４
７１３ ケイアイアストン 牡６鹿 ５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４８０＋ ２１：０９．１２ ３３．０�
６１０ アーバンストリート 牡７芦 ５７ 秋山真一郎佐藤 幸彦氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５０＋ ２１：０９．３１
 ４５３．５�
８１４ ショウナンカザン 牡６鹿 ５６ 和田 竜二国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４８６＋ ６１：０９．５１
 ２６８．４�
８１５ ブラウンワイルド 牡３鹿 ５５ 浜中 俊キャピタルクラブ 坂口 正則 新冠 田鎖牧場 ４７４＋ ８１：０９．７１
 ５３２．１�
７１２� アーバニティ 牡７黒鹿５７ 四位 洋文 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４１：０９．９１� ４４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０９，４４７，１００円 複勝： ２２３，５９８，０００円 枠連： ５６，３８８，４００円

馬連： ３４７，２４９，４００円 馬単： ２３９，４５５，３００円 ワイド： １２８，８０４，７００円

３連複： ４７４，４７５，４００円 ３連単： １，１１６，２７４，４００円 計： ２，６９５，６９２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � ３５０円 枠 連（２－６） １，２５０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ５８０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ３，８８０円 ３ 連 単 ��� １３，０２０円

票 数

単勝票数 計１０９４４７１ 的中 � ５７１０７３（１番人気）
複勝票数 計２２３５９８０ 的中 � １３０４１１５（１番人気）� １１８５９３（４番人気）� ８０６１５（５番人気）
枠連票数 計 ５６３８８４ 的中 （２－６） ３３４３２（５番人気）
馬連票数 計３４７２４９４ 的中 �� １９０３７７（４番人気）
馬単票数 計２３９４５５３ 的中 �� １０４７２７（５番人気）
ワイド票数 計１２８８０４７ 的中 �� ６８８９０（３番人気）�� ５５９８７（５番人気）�� １６９２９（１８番人気）
３連複票数 計４７４４７５４ 的中 ��� ９０３２４（１０番人気）
３連単票数 計１１１６２７４４ 的中 ��� ６３３０７（３５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．０―１１．１―１１．０―１１．４

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードカナロア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１２．５ 小倉１着

２００８．３．１１生 牡３鹿 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー ７戦５勝 賞金 １０９，１８０，０００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。

３３０８４１１月２６日 晴 良 （２３京都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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

６１２ メイショウマシュウ 牡３黒鹿５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ５００＋ ８１：２４．２ ２．２�

４７ � ケイアイヘルメス 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro
Kameda ５２０＋ ２１：２４．４１� ８．９�

８１５ アンヴァルト 牡４青鹿５７ 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 ４８８± ０１：２４．７２ ４．１�
７１３	 キモンレッド 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 ４５８＋ ４１：２４．８クビ ２０．８�
５１０ スガノメダリスト 牡５栗 ５７ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４８６＋ ４１：２５．０１� ２２．７�
１２ ムスタングリーダー 牡４芦 ５７ C．ルメール 杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４４０＋ ８１：２５．１� ８６．３	

（仏）

４８ トウショウクラウン 牡３栗 ５６ 川須 栄彦トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０２－ ２１：２５．２� １７７．１

３６ アマノレインジャー 牡３栗 ５６

５４ △国分 優作中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４９０－ ８１：２５．３� １３．１�
２３ シーポラリス 牡５栗 ５７

５６ ☆高倉 稜藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４７４± ０１：２５．４� ７５．０�
６１１ グリッターエルフ 牝７黒鹿５５ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ９０．０
３５ キリシマウイング 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋 修孝 ４６６± ０１：２５．５� ３７２．２�
２４ クォリティシーズン 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ 水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 ４３４－ ６１：２５．７
 ３１．６�

（豪）

５９ � サウンドボルケーノ 牡３栗 ５６ 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa
Partners ５１０－ ６１：２５．８� ６．３�

８１６	 ユウキアックン 牡６栗 ５７ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 静内 高橋フアーム ４９６－ ２１：２５．９� １６０．７�
７１４ タマモワルツ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ５００－ ２１：２６．４３ ４７５．２�
１１ シゲルタダカツ 牡４栗 ５７ 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５１８＋ ４ 〃 ハナ ３９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，５１４，６００円 複勝： ７７，６６９，７００円 枠連： ３４，８６２，８００円

馬連： １５３，８２１，２００円 馬単： ８５，６５５，２００円 ワイド： ５９，１７７，７００円

３連複： １７４，７１３，４００円 ３連単： ３４７，１７８，０００円 計： ９８０，５９２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（４－６） １，１８０円

馬 連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ２００円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 ��� ８，２２０円

票 数

単勝票数 計 ４７５１４６ 的中 � １７５２４９（１番人気）
複勝票数 計 ７７６６９７ 的中 � ２１４３０２（１番人気）� ６２３８８（４番人気）� １６８６１８（２番人気）
枠連票数 計 ３４８６２８ 的中 （４－６） ２１９４９（４番人気）
馬連票数 計１５３８２１２ 的中 �� ８６７７４（４番人気）
馬単票数 計 ８５６５５２ 的中 �� ３０５３９（６番人気）
ワイド票数 計 ５９１７７７ 的中 �� ２５８８０（４番人気）�� ９４０８４（１番人気）�� １８９６３（８番人気）
３連複票数 計１７４７１３４ 的中 ��� ８０７９８（４番人気）
３連単票数 計３４７１７８０ 的中 ��� ３１１９４（１５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．７―１２．３―１２．４―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．０―４７．３―５９．７―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマシュウ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１１．１．９ 京都１着

２００８．４．１生 牡３黒鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア ５戦３勝 賞金 ３０，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 コスモミカエル号・トシギャングスター号・ホクセツダンス号
（非抽選馬） ２頭 ナイジェラ号・ユウキマリアッチ号
※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７日 １１月２６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 １７１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

２５７，４７０，０００円
３，２２０，０００円
１３，１２０，０００円
１，５７０，０００円
２３，９７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，８７４，５００円
５，３７５，８００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
３９４，８４１，１００円
７３５，９６１，５００円
２２４，１７１，６００円
１，０２６，２３１，６００円
７１６，１８１，５００円
４１７，９３６，２００円
１，３３７，６６９，６００円
２，８４６，６９０，０００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 ７，６９９，６８３，１００円

総入場人員 １９，７１７名 （有料入場人員 １７，９２５名）


