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３３０８５１１月２７日 晴 良 （２３京都６）第８日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （ダート・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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

４４ リアライズキボンヌ 牝２鹿 ５４
５２ △国分 優作工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４２６－ ６１：１３．０ ６．５�

３３ リュクスメジャー 牝２栗 ５４ 秋山真一郎田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－ ６１：１３．２１� １２．９�

８１３ ダッチェスドライヴ 牝２黒鹿５４ 岡部 誠 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１８－ ４１：１３．８３� ２．８�

（愛知）

５６ シゲルライム 牝２栗 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 中村 雅明 ４０６－ ４１：１３．９� １８８．０�
４５ ミヤジガンバレ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４７６± ０１：１４．０クビ ３．７�
２２ ピサノベッテル 牝２黒鹿５４ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム ４３０＋ ２ 〃 クビ １２．４�
６９ ステップワイズ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊有限会社シルク千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 ４６４－１０１：１４．２� ２４．３�
７１１ ダブルプライム 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 	社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４０－ ２１：１４．５２ １３．６

７１０ トーブプリンセス 牝２鹿 ５４ 幸 英明武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 ４６０＋ ２１：１４．８２ ７０．９�
６８ 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± ０１：１４．９クビ １５．７
５７ マリンザスターズ 牝２栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ５０４＋ ４１：１５．１１� ２１７．７�
１１ キョウワメルシー 牝２鹿 ５４ 北村 友一	協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ １１．９�
８１２ オンワードアマンド 牝２鹿 ５４ 小牧 太�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４５４－ ８１：１５．５２� ２９．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，３３２，５００円 複勝： ２３，７３６，９００円 枠連： １０，５１６，７００円

馬連： ３８，３４８，９００円 馬単： ２４，７１９，２００円 ワイド： １６，７０８，３００円

３連複： ５１，９０５，８００円 ３連単： ８０，０９４，０００円 計： ２６０，３６２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２１０円 � ４５０円 � １４０円 枠 連（３－４） ２，２００円

馬 連 �� ５，４８０円 馬 単 �� １０，７２０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� ４２０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ５，５２０円 ３ 連 単 ��� ４８，３００円

票 数

単勝票数 計 １４３３２５ 的中 � １７４４４（３番人気）
複勝票数 計 ２３７３６９ 的中 � ２８５３２（３番人気）� １０２３５（９番人気）� ５９２４１（１番人気）
枠連票数 計 １０５１６７ 的中 （３－４） ３５４３（１１番人気）
馬連票数 計 ３８３４８９ 的中 �� ５１６５（２２番人気）
馬単票数 計 ２４７１９２ 的中 �� １７０２（４３番人気）
ワイド票数 計 １６７０８３ 的中 �� ２６００（２１番人気）�� １０６０８（３番人気）�� ４６０３（１０番人気）
３連複票数 計 ５１９０５８ 的中 ��� ６９４６（１８番人気）
３連単票数 計 ８００９４０ 的中 ��� １２２４（１７２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．６―１２．３―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．４―４７．７―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアライズキボンヌ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１０．２９ 京都３着

２００９．５．１６生 牝２鹿 母 ジョウノボレロ 母母 ザ ン ゼ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 ステップワイズ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。

３３０８６１１月２７日 晴 良 （２３京都６）第８日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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

４６ ハワイアンソルト 牡２芦 ５５ 小牧 太金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８０± ０１：５４．１ ５．９�

５８ � ラヴァンドゥー 牝２青鹿５４ 川田 将雅幅田 昌伸氏 藤原 英昭 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. ４８８＋ ２ 〃 クビ １．５�

２２ � ワイドクロス 牡２栃栗５５ 岡部 誠幅田 昌伸氏 宮 徹 米 Joan Hadley
Thoroughbreds ５０２± ０１：５４．６３ ５１．７�

（愛知）

７１１� コスモアンノーン 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Westwind
Farms B４８４－ ２１：５４．７クビ １１．０�

６１０ タガノジョイナー 牝２鹿 ５４ 国分 恭介八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４５６± ０１：５５．６５ １５．０�

１１ セトブリッジ 牡２黒鹿５５ 吉田 稔難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 ４９６＋１２１：５５．７クビ ８．２	
（愛知）

３３ ガッテンキャンパス 牡２鹿 ５５
５４ ☆高倉 稜大島 敏氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 ４５４－ ２１：５６．０２ １４２．６


８１４ テイエムベンケイ 牡２黒鹿 ５５
５２ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 大柳ファーム ４８０＋ ６１：５６．６３� ５７４．１�

４５ シゲルアーモンド 牡２青 ５５
５３ △国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５２８＋ ２１：５７．１３ ５６．９�

８１３ 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 ４６８＋ ８１：５７．４２ １５．８
７１２ 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 ４５２＋ ２１：５８．６７ ４０８．５�
６９ ダブルピース 牡２黒鹿５５ 伊藤 直人�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４９４＋１４１：５８．７� ６７５．０�
５７ ヒシマイケル 牡２栗 ５５ 小坂 忠士阿部雅一郎氏 佐山 優 新冠 三村 卓也 ４５４－ ２１：５９．０１� ４５３．２�
３４ ファニーフェイス 牝２栗 ５４ 幸 英明水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B４６４＋ ４２：０２．６大差 ９７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，４７１，９００円 複勝： ４８，５１３，５００円 枠連： ８，７４８，０００円

馬連： ３６，６８３，７００円 馬単： ３２，７１１，９００円 ワイド： １７，０８５，４００円

３連複： ４８，７７１，５００円 ３連単： ９７，４６９，４００円 計： ３１０，４５５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ８５０円 枠 連（４－５） ４００円

馬 連 �� ４２０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ２，３３０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ４，７００円 ３ 連 単 ��� ２１，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２０４７１９ 的中 � ２７７９２（２番人気）
複勝票数 計 ４８５１３５ 的中 � ４８６５２（２番人気）� ３０７４１９（１番人気）� ４９８３（８番人気）
枠連票数 計 ８７４８０ 的中 （４－５） １６２２０（１番人気）
馬連票数 計 ３６６８３７ 的中 �� ６４９４０（１番人気）
馬単票数 計 ３２７１１９ 的中 �� ２０６３０（６番人気）
ワイド票数 計 １７０８５４ 的中 �� ２４９９２（１番人気）�� １５４２（２４番人気）�� ３５０９（１４番人気）
３連複票数 計 ４８７７１５ 的中 ��� ７６７３（１５番人気）
３連単票数 計 ９７４６９４ 的中 ��� ３３９８（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．６―４９．６―１：０２．３―１：１５．２―１：２８．３―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３８．９
１
３
１１，８，６，１４（２，１０）１３（１，１２）－４－５，３，９，７
１１－８，６（２，１０）１３，１（１４，５）－（４，１２，３）－（７，９）

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

勝馬の
紹 介

ハワイアンソルト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー ２０１１．１１．１３ 京都７着

２００９．２．１０生 牡２芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファニーフェイス号は，平成２４年１月２７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第６回　京都競馬　第８日



３３０８７１１月２７日 晴 良 （２３京都６）第８日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

８１７� シゲルアセロラ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊森中 蕃氏 目野 哲也 米
Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

４７４＋ ４１：２１．８ ７．１�

６１１ マイネアンティーク 牝２黒鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４５０± ０１：２２．８６ ６２．３�

１１ � ベルエアメイダン 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.
Robertson ４４８± ０ 〃 クビ ２．８�

３５ デイジーバローズ 牝２栗 ５４ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 浦河 有限会社
吉田ファーム ４５０＋ ２１：２３．１１� １２．３�

８１６ 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± ０ 〃 クビ ４３．７�
３６ ベ ル シ エ ロ 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ２ 〃 ハナ ７．７	
７１３ ヨドノグレイス 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４３２－１４１：２３．２� ３．８

２３ スマートディルハム 牝２鹿 ５４ 吉田 稔大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド ４００－１８１：２３．３� ２０．７�

（愛知）

７１５ アポロエトワール 牡２栗 ５５ 岡部 誠アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 山下 恭茂 ４３０＋ ６１：２３．４クビ １９７．６�
（愛知）

４８ シゲルキンカン 牡２鹿 ５５ 小牧 太森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 下屋敷牧場 ４５０± ０１：２３．６１	 ４４．４
１２ クラウンカミーノ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介矢野 悦三氏 小野 次郎 新冠 カミイスタット ４５４± ０ 〃 アタマ １８３．３�
５９ ラッキーストーム 牝２黒鹿 ５４

５２ △国分 優作海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド ４１２＋ ４１：２３．９２ １７３．３�
７１４ メイジストリーム 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜鈴木キヌ子氏 本間 忍 日高 本間牧場 ４４４－ ４１：２４．０クビ １５２．７�
５１０ ルーチェデルソーレ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀星野 祐介氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－ ４１：２４．２１	 ５０．５�
２４ セルリアンラビット 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４４０± ０ 〃 アタマ ９．７�
６１２ キョウワカンパネラ 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４７０± ０１：２４．３� ９５．０�
４７ チョウインパクト 牡２栗 ５５ 熊沢 重文丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 渡辺牧場 ５００－ ４１：２４．５１	 ３２８．５�
８１８ サウスルビアノ 牡２鹿 ５５ 北村 友一南波 壽氏 高柳 瑞樹 新冠 武田 修一 ４３０± ０１：２４．８１� ８４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，８４０，０００円 複勝： ２５，４５２，５００円 枠連： １３，０１２，４００円

馬連： ３７，３５０，７００円 馬単： ２６，９０４，０００円 ワイド： １８，０８２，３００円

３連複： ５４，８０９，５００円 ３連単： ８３，１２９，７００円 計： ２７３，５８１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２９０円 � １，１４０円 � １４０円 枠 連（６－８） ７，９７０円

馬 連 �� ２０，０８０円 馬 単 �� ３２，５５０円

ワ イ ド �� ５，０７０円 �� ５６０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� １７，６６０円 ３ 連 単 ��� １６６，２６０円

票 数

単勝票数 計 １４８４００ 的中 � １６５３８（３番人気）
複勝票数 計 ２５４５２５ 的中 � ２０９６５（５番人気）� ４１５６（１２番人気）� ６７１４８（１番人気）
枠連票数 計 １３０１２４ 的中 （６－８） １２０６（２３番人気）
馬連票数 計 ３７３５０７ 的中 �� １３７３（４３番人気）
馬単票数 計 ２６９０４０ 的中 �� ６１０（７１番人気）
ワイド票数 計 １８０８２３ 的中 �� ８３４（４４番人気）�� ８６２３（４番人気）�� ２０８０（２１番人気）
３連複票数 計 ５４８０９５ 的中 ��� ２２９１（５１番人気）
３連単票数 計 ８３１２９７ 的中 ��� ３６９（３９０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．６―１１．５―１１．８―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．１―４６．６―５８．４―１：０９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．２
３ １７（１１，１３）１（６，７，９）１６（２，１０，１５）（３，５，８）（４，１２）１８，１４ ４ １７，１１，１３，１，６（９，１６）－１５（２，７，１０）（５，８）３，４，１２，１４－１８

勝馬の
紹 介

�シゲルアセロラ �
�
父 Wildcat Heir �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー ２０１１．１０．２３ 京都３着

２００９．２．２６生 牡２黒鹿 母 Conqueress 母母 Dazzlo ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※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 キョウワリバティー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３３０８８１１月２７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都６）第８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４００万円超過馬は
超過額３００万円毎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

２２ � ブ チ カ マ シ 牡７黒鹿６０ 難波 剛健中西 功氏 新川 恵 青森 久保フアーム ４７６＋ ６３：３３．７ ７．２�

４４ 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 ４５０－ ２３：３３．８� ２．２�
３３ � アナザースター 牡６黒鹿６０ 植野 貴也山上 和良氏 田島 良保 静内 畠山牧場 ４６２－ ６３：３４．１２ ２４．３�
７８ エルチョコレート 牡５黒鹿６０ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４７４＋ ８３：３４．９５ ４．２�
８９ フローライゼ 牡４栗 ６０ 平沢 健治飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ５０２＋ ６３：３５．２１� １３．４�
７７ マルタカタキオン 牡８栗 ６０ 田村 太雅國立 治氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ５０６＋ ６ 〃 クビ ６３．６�
８１０ メイケイオーシャン 牡４鹿 ６０ 白浜 雄造名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 ４６０＋１４３：３５．５１� ３０．４	
５５ ゴールデンカイザー 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４８４＋ ６３：３５．６クビ ４６．６

１１ リアルヴィクトリー 牡６鹿 ６２ 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８６＋ ８３：３５．８１� ６．３�
６６ � ナカヤマスナイパー 牡９黒鹿６０ 金子 光希和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.

Kaster ５１８－ ４３：３６．１１� １１．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １３，３５８，１００円 複勝： １８，４４０，２００円 枠連： ９，１６９，０００円

馬連： ３０，００８，４００円 馬単： ２４，５５４，５００円 ワイド： １３，２６７，４００円

３連複： ４４，７３８，７００円 ３連単： ８８，２７３，７００円 計： ２４１，８１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ４１０円 枠 連（２－４） ８６０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド �� ３００円 �� １，５００円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３，７８０円 ３ 連 単 ��� ２０，９９０円

票 数

単勝票数 計 １３３５８１ 的中 � １４８２１（４番人気）
複勝票数 計 １８４４０２ 的中 � １９８５５（４番人気）� ５４３２６（１番人気）� ８３８４（７番人気）
枠連票数 計 ９１６９０ 的中 （２－４） ７９２２（３番人気）
馬連票数 計 ３０００８４ 的中 �� ２５３６０（３番人気）
馬単票数 計 ２４５５４５ 的中 �� ８０３０（８番人気）
ワイド票数 計 １３２６７４ 的中 �� １２６７８（２番人気）�� １９７８（２０番人気）�� ３５９９（１１番人気）
３連複票数 計 ４４７３８７ 的中 ��� ８７４１（１３番人気）
３連単票数 計 ８８２７３７ 的中 ��� ３１０４（６５番人気）

上り １マイル １：４５．１ ４F ５０．５－３F ３７．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ブ チ カ マ シ 
�
父 ブラックタキシード 

�
母父 ランズダーン

２００４．３．１６生 牡７黒鹿 母 ランズランサー 母母 ウインダンサー 障害：１０戦２勝 賞金 ３２，８００，０００円
地方デビュー ２００６．９．２０ 姫路



３３０８９１１月２７日 晴 良 （２３京都６）第８日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０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

２：００．７
１：５９．９

良

良

７１１ アドマイヤブルー 牡２鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５００ ―２：０６．５ １．６�

６８ ニューダイナスティ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８ ―２：０６．６� ７．０�

６９ スカイディグニティ 牡２鹿 ５５ 小牧 太�G１レーシング 友道 康夫 新冠 大栄牧場 ４７０ ―２：０７．１３ ２６．８�
４５ ナリタポセイドン 牡２鹿 ５５ 幸 英明�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ４８４ ―２：０７．２� ５．２�
１１ ホッコーゼニト 牡２鹿 ５５

５３ △国分 優作矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 ４６８ ― 〃 クビ ５５．５�
４４ マンノプロジェクト 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４５６ ―２：０７．３� ５２．０	
２２ ウォーレンバローズ 牡２鹿 ５５ 北村 友一猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ５０４ ―２：０７．９３� １４．４

５７ マンハッタンコード 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４８８ ― 〃 ハナ ２６．９�
７１０ エスジーアール 牡２鹿 ５５ 国分 恭介窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２８ ―２：０８．２２ １８．１�
３３ エムオービューティ 牝２青鹿５４ 秋山真一郎大浅 貢氏 千田 輝彦 日高 藤本 直弘 ４５２ ―２：０８．３クビ １７５．１
８１３ シンゼンユメノスケ 牡２黒鹿５５ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４９８ ―２：０８．４� ５０．２�
８１２ ザ ソ ル ト 牡２栗 ５５ 川島 信二村上 稔氏 小原伊佐美 新冠 中本 隆志 ４５４ ―２：０８．９３ １７５．４�
５６ キーバージョン 牡２青鹿５５ 和田 竜二北前孔一郎氏 柴田 光陽 新冠 高瀬 敦 ４７４ ―２：０９．９６ ２７６．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，５１８，７００円 複勝： ５０，２０４，６００円 枠連： １０，９４７，４００円

馬連： ４７，４６７，３００円 馬単： ３９，０３６，８００円 ワイド： １９，３９２，９００円

３連複： ５８，９１０，９００円 ３連単： １２４，３５９，１００円 計： ３７３，８３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ３１０円 枠 連（６－７） ３５０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ５３０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ２，１７０円 ３ 連 単 ��� ４，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２３５１８７ 的中 � １２２２３０（１番人気）
複勝票数 計 ５０２０４６ 的中 � ３１１２８４（１番人気）� ４０６５７（３番人気）� １７９５１（５番人気）
枠連票数 計 １０９４７４ 的中 （６－７） ２３３７５（２番人気）
馬連票数 計 ４７４６７３ 的中 �� ７３５３６（２番人気）
馬単票数 計 ３９０３６８ 的中 �� ４４３６２（２番人気）
ワイド票数 計 １９３９２９ 的中 �� ２１８８５（２番人気）�� ８６７８（６番人気）�� ４０５２（１５番人気）
３連複票数 計 ５８９１０９ 的中 ��� ２０１１７（８番人気）
３連単票数 計１２４３５９１ 的中 ��� ２０３２０（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．９―３８．６―５２．３―１：０５．７―１：１９．３―１：３２．１―１：４４．３―１：５５．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤブルー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２００９．４．４生 牡２鹿 母 ジェイズミラクル 母母 アサーション １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※シンゼンユメノスケ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３３０９０１１月２７日 晴 良 （２３京都６）第８日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時５０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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

６１２ マイネルユリウス 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 青森 石田 英機 ５０２ ―１：２３．０ ６．９�

３６ ウインスラッガー 牡２栗 ５５ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４８６ ―１：２３．１� ３．４�
６１１ マーチャンテイマー 牝２鹿 ５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４６６ ―１：２３．５２� ６．３�
５１０ ケルンフォーティー 牡２栗 ５５ 藤田 伸二谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４５４ ― 〃 アタマ ４８．２�
１２ スイートブライアー 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６ ― 〃 ハナ ７．９�
２３ ベネフィットユー 牡２黒鹿５５ 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４６６ ―１：２３．７１� １５６．５�
８１５ エーシンブルバード 牝２栗 ５４ 小牧 太�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ５１０ ― 〃 クビ ４４．８	
１１ スピークソフトリー 牝２鹿 ５４ 北村 友一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０ ―１：２３．９１� ３５．３

７１４ ラヴァズアゲイン 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４７０ ― 〃 クビ ３．３�
７１３ パールブロッサム 牝２鹿 ５４ 国分 恭介中野芳太郎氏 中尾 秀正 日高 福満牧場 ４２６ ―１：２４．０クビ ２７．３�
４７ ツイストリボン 牝２鹿 ５４ 岡部 誠下河辺牧場 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４２２ ―１：２４．２１� １３．１�

（愛知）

４８ フラワーシェンムー 牝２青 ５４ 秋山真一郎�昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４５６ ―１：２４．４１� １８１．５�
８１６ ツジノアンパンマン 牡２栗 ５５

５３ △国分 優作辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４８０ ―１：２４．９３ ９４．６�
５９ ヒカルユメアカリ 牝２黒鹿５４ 川須 栄彦高橋 光氏 松元 茂樹 登別 登別上水牧場 ４２０ ―１：２５．１１ ９９．０�
３５ アマクサプリンセス 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜奈良�孝一郎氏 坪 憲章 平取 スガタ牧場 ４４４ ― 〃 ハナ １１４．７�
（リアルトウカイ）

２４ イセノアラシ 牡２栗 ５５ 小林 徹弥大橋 堯格氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 ４８８ ―１：２５．６３ ３１５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，００４，７００円 複勝： ２４，７２９，３００円 枠連： １３，７９７，５００円

馬連： ４０，６３２，１００円 馬単： ２８，４４３，２００円 ワイド： １７，１２３，９００円

３連複： ５３，７８９，３００円 ３連単： ８７，０２６，７００円 計： ２８１，５４６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（３－６） ５００円

馬 連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ６８０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 ��� １３，１００円

票 数

単勝票数 計 １６００４７ 的中 � １８３９０（４番人気）
複勝票数 計 ２４７２９３ 的中 � ２５４４９（５番人気）� ５３７０７（１番人気）� ３２９１７（３番人気）
枠連票数 計 １３７９７５ 的中 （３－６） ２０３７２（１番人気）
馬連票数 計 ４０６３２１ 的中 �� ２３９３０（５番人気）
馬単票数 計 ２８４４３２ 的中 �� ７５４１（１２番人気）
ワイド票数 計 １７１２３９ 的中 �� ８５４７（５番人気）�� ５８９０（９番人気）�� １２４１０（２番人気）
３連複票数 計 ５３７８９３ 的中 ��� １８７５６（４番人気）
３連単票数 計 ８７０２６７ 的中 ��� ４９０４（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３５．６―４７．６―５９．８―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルユリウス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 シンボリルドルフ 初出走

２００９．３．１３生 牡２黒鹿 母 ヘイアンリリー 母母 エゾノビユテイ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※アマクサプリンセス号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３３０９１１１月２７日 晴 良 （２３京都６）第８日 第７競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

２４ サダムグランジュテ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊大西 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 B４７０＋ ４１：２４．７ ４．９�

７１３ デザートオアシス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５３４＋ ２ 〃 アタマ １．９�

８１５ スピルオーバー 牡４栗 ５７ 秋山真一郎村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５５０＋２２１：２５．１２� ４．１�
３６ ブラックイレブン 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４４８± ０１：２５．５２� １０．９�
１２ フィンデルムンド 牡３鹿 ５６ 北村 友一 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：２５．７１� ２２．３�
６１２ エリモサプライズ �４鹿 ５７ 熊沢 重文山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５３４＋ ２ 〃 アタマ ３３．３�
３５ オーシャンパワー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４６２－ ２１：２６．１２� ９３．５	
６１１ フミノアカデミー 牡４栗 ５７

５５ △国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ５６．９

５９ � エーシンマギー 牝３黒鹿５４ 川田 将雅�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 築紫 洋 ４３０－ ７ 〃 ハナ １５３．１�
１１ � ダノンゲットウィン 牡４鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜�ダノックス 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４７０＋１０１：２６．７３� １２６．８
２３ フリーアズアバード 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４８０＋１０１：２６．８� ４６．９�
７１４� ピーチフィズ 牝５黒鹿５５ 国分 恭介柴田 洋一氏 坂本 勝美 浦河 鎌田 正嗣 ４７０－ ２１：２６．９	 ３２１．２�
５１０ プライドワン �３鹿 ５６ 津村 明秀三枝 栄二氏 小野 次郎 日高 新井 昭二 ４８２＋ ８１：２７．０クビ ４０４．１�
４８ � グランプリワイルド 牡３青鹿５６ 佐藤 哲三北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B４９２－ ９１：２７．２１� １３５．３�
８１６ アローベアタキオン 牡５栗 ５７ 柴原 央明宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ５２０＋１６１：２７．４１� １２３．２�
４７ トウカイシャンテ 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一内村 正則氏 田村 康仁 浦河 帰山 清貴 ４６６＋ ６１：２８．５７ １１９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２０２，５００円 複勝： ５７，４６３，０００円 枠連： １５，５６１，５００円

馬連： ５６，９７８，５００円 馬単： ４６，３４２，８００円 ワイド： ２６，００３，６００円

３連複： ７６，７４５，２００円 ３連単： １５８，１１２，２００円 計： ４６３，４０９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（２－７） ３７０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ３８０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ４，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２６２０２５ 的中 � ４２９５２（３番人気）
複勝票数 計 ５７４６３０ 的中 � ７９１０５（２番人気）� ３２０８８２（１番人気）� ５６４４８（３番人気）
枠連票数 計 １５５６１５ 的中 （２－７） ３１３８４（１番人気）
馬連票数 計 ５６９７８５ 的中 �� １１８７０５（１番人気）
馬単票数 計 ４６３４２８ 的中 �� ３０７１３（４番人気）
ワイド票数 計 ２６００３６ 的中 �� ４４６０２（１番人気）�� １３９６７（４番人気）�� ３２５１３（２番人気）
３連複票数 計 ７６７４５２ 的中 ��� ９７０５９（１番人気）
３連単票数 計１５８１１２２ 的中 ��� ２８８９４（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．５―４６．５―５８．８―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サダムグランジュテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Boundary デビュー ２０１０．８．２２ 札幌７着

２００８．１．１９生 牝３鹿 母 シーズライクリオ 母母 Leading Rhyme １３戦２勝 賞金 ２５，６００，０００円

３３０９２１１月２７日 晴 良 （２３京都６）第８日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

８１７ セイルラージ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８＋１０１：３４．４ １．９�

３６ メ デ タ シ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４３２－ ４１：３４．６１� ７．６�
１１ メイショウヤタロウ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４８０＋ ８１：３５．１３ １３．２�
８１６ カピオラニパレス 牡３芦 ５６ 小牧 太横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５１６± ０ 〃 ハナ １３．９�
１２ アドマイヤサイモン 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６０＋１６ 〃 クビ １０８．２�
２３ レオウィザード 牡５鹿 ５７ 的場 勇人�レオ 的場 均 浦河 酒井牧場 ５１４－ ４ 〃 ハナ １１８．７	
３５ インプレッシヴデイ 牡４芦 ５７

５５ △国分 優作藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５２０＋ ４１：３５．３１� ３５．２

７１５ アルトゥバン 牡３栗 ５６ 上野 翔�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４８２＋ ６ 〃 クビ ４１．８�
８１８ ディアエンデバー 牡５黒鹿５７ 柴原 央明寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ５１０＋１６１：３５．４クビ ２７０．５�
５１０ メイショウセトウチ 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 磯野牧場 ４５２＋ ２ 〃 ハナ ２３．３
６１２ トップシャイン 牡３鹿 ５６ 岡部 誠�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４７６＋ ８ 〃 アタマ ３９．５�

（愛知）

７１４ ヤマニンガーゴイル 牡４鹿 ５７ 幸 英明土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４９６＋ ６１：３５．６１� １５．７�
４８ ランパスインベガス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：３５．７クビ ８．７�
４７ シャドウエミネンス 牡３栗 ５６ 藤田 伸二飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２ 〃 クビ １３．２�
２４ アイビーフォールド 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ １０２．２�
６１１ トーセンマルス 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ８１：３６．０２ ５１．７�
７１３ シュプリームギフト 牝３青鹿５４ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４６４＋１６１：３６．２１� ５８．５�
５９ パイクスピーク 牝３鹿 ５４ 北村 友一 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ５１６＋ ４１：３７．５８ ８１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，５４８，５００円 複勝： ４４，６０８，８００円 枠連： ２３，１８５，０００円

馬連： ７４，７７２，１００円 馬単： ４２，４７４，５００円 ワイド： ３２，２９２，０００円

３連複： １００，６７１，０００円 ３連単： １５９，６０４，７００円 計： ５０７，１５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（３－８） ５６０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ５７０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ３，２４０円 ３ 連 単 ��� １１，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２９５４８５ 的中 � １２４２０３（１番人気）
複勝票数 計 ４４６０８８ 的中 � １３１８８１（１番人気）� ５３０５３（２番人気）� ３２３５９（４番人気）
枠連票数 計 ２３１８５０ 的中 （３－８） ３０８７０（２番人気）
馬連票数 計 ７４７７２１ 的中 �� ６３７６３（１番人気）
馬単票数 計 ４２４７４５ 的中 �� ２５６１０（１番人気）
ワイド票数 計 ３２２９２０ 的中 �� ２７２８２（１番人気）�� １３８７２（５番人気）�� ７１９６（９番人気）
３連複票数 計１００６７１０ 的中 ��� ２２９５２（５番人気）
３連単票数 計１５９６０４７ 的中 ��� ９９７５（９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１２．４―１２．３―１１．６―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．０―４７．４―５９．７―１：１１．３―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．７
３ ３，７（８，９）６（１３，１０）（２，１６）（１，５，１５）１２（１７，１４）１１－４－１８ ４ ３，７（６，８）９（２，１，１３，１０，１５）（１７，５，１６）１１（１２，１４）（１８，４）

勝馬の
紹 介

セイルラージ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．２２ 京都２着

２００７．２．１３生 牡４鹿 母 ビワパシフィカス 母母 パシフィカス １１戦３勝 賞金 ３６，９９４，０００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。



３３０９３１１月２７日 晴 良 （２３京都６）第８日 第９競走 ��
��１，６００�

し ら ぎ く

白 菊 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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

３６ ラシンティランテ 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：３４．４ ８．６�

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 ４５８－ ４１：３５．０３� １５．８�
５１０ グインネヴィア 牝２栗 ５４ 国分 優作 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋１０ 〃 ハナ ３０．９�
１１ シャンボールフィズ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４２０－ ４ 〃 クビ ２．２�
１２ テラノイロハ 牝２青鹿５４ 藤田 伸二寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４３４－ ８１：３５．２１� １１３．０�
８１７ キャトルフィーユ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４４０－ ６１：３５．５１� １１．５	
２３ ス タ リ ア 牝２鹿 ５４ 浜中 俊 H.H．シェイク・ハムダン 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２± ０１：３５．７１� １１．６

４７ タガノルミナーレ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８６＋ ２１：３６．０２ ９５．９�
８１６	 キミニコイシテ 牝２黒鹿５４ 岡部 誠柴田 浩二氏 伊藤 強一 新ひだか 棚川 光男 ５１４＋ ８ 〃 ハナ ２３８．３�

（笠松） （愛知）

７１３ ウインラウニカ 牝２栗 ５４ 川須 栄彦�ウイン 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４４４－ ４ 〃 クビ ３８．８
７１４ アイラブリリ 牝２黒鹿５４ 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 ４３４－ ２１：３６．３１� ７４．０�
８１５ ミサソレムニス 牝２栗 ５４ 高倉 稜吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 ４２２－ ８１：３６．４� ２０２．０�
２４ ズ ッ カ 牝２栗 ５４ 川田 将雅�RRA 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４０６－ ８１：３６．５� ２４．０�
３５ 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 ４５０－ ４１：３６．６クビ １３．０�
５９ タガノミュルザンヌ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介八木 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 ４２２－ ２１：３６．８１� ４．８�
４８ 	 イツデモイツマデモ 牝２栗 ５４ 吉田 稔�ホースケア 坂口 義幸 新冠 坂元 芳春 ４１４－１１１：３７．９７ ３７２．７�

（愛知） （愛知）

６１２ メイショウスザンナ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４４６＋ ２１：３９．７大差 ４２．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３９，９６２，５００円 複勝： ５６，４１８，８００円 枠連： ２８，１９６，８００円

馬連： １１５，７４５，３００円 馬単： ７５，９７２，０００円 ワイド： ３９，４７１，８００円

３連複： １３３，４６３，２００円 ３連単： ２４８，３６５，４００円 計： ７３７，５９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ３１０円 � ５００円 � ８３０円 枠 連（３－６） ２，５２０円

馬 連 �� ５，９２０円 馬 単 �� １１，１３０円

ワ イ ド �� １，９７０円 �� ２，８８０円 �� ５，３９０円

３ 連 複 ��� ４８，０００円 ３ 連 単 ��� ２３２，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３９９６２５ 的中 � ３６８５０（３番人気）
複勝票数 計 ５６４１８８ 的中 � ５２６３１（３番人気）� ２９４９６（７番人気）� １６４１３（９番人気）
枠連票数 計 ２８１９６８ 的中 （３－６） ８２７７（１１番人気）
馬連票数 計１１５７４５３ 的中 �� １４４４４（２２番人気）
馬単票数 計 ７５９７２０ 的中 �� ５０３８（３６番人気）
ワイド票数 計 ３９４７１８ 的中 �� ４９９９（２３番人気）�� ３３７５（３２番人気）�� １７８２（５２番人気）
３連複票数 計１３３４６３２ 的中 ��� ２０５２（１２４番人気）
３連単票数 計２４８３６５４ 的中 ��� ７８９（５８１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．６―１１．７―１１．８―１２．３―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．２―４６．９―５８．７―１：１１．０―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラシンティランテ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．８．２１ 札幌１着

２００９．３．１４生 牝２栗 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー ３戦２勝 賞金 １７，３７８，０００円
〔制裁〕 メイショウスザンナ号の調教師高橋義忠は，発走後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金５０，０００円。
〔その他〕 メイショウスザンナ号は，発走後右手綱の尾錠が外れて制御困難となり，４コーナーでアイラブリリ号の進路に影響を与え

た。なお，メイショウスザンナ号は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

３３０９４１１月２７日 晴 良 （２３京都６）第８日 第１０競走 ��
��１，８００�北 國 新 聞 杯

発走１５時００分 （ダート・右）

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
北國新聞社賞（１着）

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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３６ グランドシチー 牡４鹿 ５７ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４８８± ０１：５２．０ ４．８�

１１ デスペラード 牡３鹿 ５５ 浜中 俊市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４７６＋ ２１：５２．１� １５．０�
７１３ ナリタシルクロード 牡４鹿 ５７ 岡部 誠�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５１４＋ ２１：５２．２� １１９．１�

（愛知）

４７ エ ン リ ル 牡３栃栗５５ 佐藤 哲三前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２＋ ４１：５２．４１ ２．２�
３５ ドリームアライブ �５黒鹿５７ 川島 信二前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４０＋ ４１：５２．６１ １３５．４�
１２ エーシンバリントン 牡３鹿 ５５ 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ ８．５�
４８ ナムラブレット 牡５鹿 ５７ 国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４５８＋ ４ 〃 アタマ ２７．２	
６１１	 ボリュームゾーン 牡４鹿 ５７ 北村 友一加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４９２± ０１：５２．９１� １９．１

２３ オーバーヘッド 牡３栗 ５５ 藤岡 佑介水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４９２＋ ６１：５３．１１
 ３６６．４�
６１２ ツルマルスピリット 牡４青鹿５７ 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：５３．３� ２１．６�
５９ メイショウゾウセン 牡３黒鹿５５ 川須 栄彦松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４６２± ０ 〃 アタマ ４１．３
８１５ キングオブフェイス 牡３栗 ５５ 国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０６＋ １１：５３．４
 １１５．０�
５１０ メメビーナス 牝４青鹿５５ 幸 英明本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４８４－ ２１：５３．５� ５．２�
２４ ライジングバイオ 牡６鹿 ５７ 高倉 稜バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４７４＋ ４１：５３．６クビ ４５６．４�
７１４ ローレルレガリス 牡５鹿 ５７ 和田 竜二 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４８０＋２０１：５４．０２
 ４１．４�
８１６ マンノレーシング 牡８鹿 ５７ 中村 将之萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４７２－ ８１：５４．７４ ４４３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，３８２，３００円 複勝： ５６，３９８，７００円 枠連： ３２，２４２，８００円

馬連： １４６，８２１，１００円 馬単： ８３，０３２，０００円 ワイド： ４３，１５６，１００円

３連複： １６８，２５９，９００円 ３連単： ３２９，９７３，５００円 計： ８９５，２６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２００円 � ５００円 � ２，１８０円 枠 連（１－３） １，２６０円

馬 連 �� ３，６２０円 馬 単 �� ６，２２０円

ワ イ ド �� １，２５０円 �� ６，６４０円 �� ９，９００円

３ 連 複 ��� ８５，８２０円 ３ 連 単 ��� ３２０，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３５３８２３ 的中 � ５８６６３（２番人気）
複勝票数 計 ５６３９８７ 的中 � ９５４６４（２番人気）� ２７７５８（８番人気）� ５５３０（１２番人気）
枠連票数 計 ３２２４２８ 的中 （１－３） １８８９１（６番人気）
馬連票数 計１４６８２１１ 的中 �� ２９９５１（１１番人気）
馬単票数 計 ８３０３２０ 的中 �� ９８６３（１９番人気）
ワイド票数 計 ４３１５６１ 的中 �� ８８５６（１４番人気）�� １５７４（５０番人気）�� １０５２（５７番人気）
３連複票数 計１６８２５９９ 的中 ��� １４４７（１３３番人気）
３連単票数 計３２９９７３５ 的中 ��� ７５９（５８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．４―３７．６―５０．７―１：０３．６―１：１６．０―１：２７．９―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．０
１
３
７（１２，１４）２（４，１５）（３，９）（６，１０，１６）１３（５，１１）８，１・（７，１２）（１４，１５，１３）（２，４，９）（１０，１）（３，６）１１（５，１６）８

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

勝馬の
紹 介

グランドシチー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．４．１０ 福島１１着

２００７．４．１９生 牡４鹿 母 レディクラシック 母母 タケバンザイ １２戦４勝 賞金 ５０，９０８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 テツキセキ号
（非抽選馬） １頭 カタンジャレ号
※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。

１レース目 ４レース目



３３０９５１１月２７日 晴 良 （２３京都６）第８日 第１１競走 ��
��１，２００�

うずまさ

太秦ステークス
発走１５時４５分 （ダート・右）
３歳以上；負担重量は，３歳５４�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

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１２ アーリーロブスト 牡５鹿 ５６ 太宰 啓介�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５０４＋１０１：１１．６ １３．４�

８１３ ファイナルスコアー 牡６栗 ５５ 佐藤 哲三 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４７８＋ ２１：１１．８１� １８６．４�
８１４ エ ノ ク 牡７栗 ５８ 浜中 俊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１２－ ４ 〃 アタマ １０．４�
２２ ワールドワイド 牡５芦 ５７ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ５０２＋１２１：１１．９クビ １．７�
５８ メイショウデイム 牝４黒鹿５３ 藤岡 佑介松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４５８± ０ 〃 アタマ ４．６�
６１０ アドバンスウェイ 牡５鹿 ５５ 和田 竜二西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ５０２－ ２ 〃 クビ ３９．１�
５７ サウンドアクシス 牡５栗 ５６ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ４ 〃 アタマ ２３．６	
３４ ア ナ モ リ 牝６鹿 ５４ 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４４０－ ２１：１２．１１� ２７．１

４５ スリーアリスト 牡６栗 ５６ 岡部 誠永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ５０２－ ２１：１２．２� ４１．３�

（愛知）

３３ ビギンマニューバー 	６黒鹿５６ 藤田 伸二前田 晋二氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４－ ４ 〃 ハナ １３．２
６９ 
 グランドラッチ 牡６鹿 ５６ 川須 栄彦加藤 守氏 中竹 和也 米

Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

５６６＋ １ 〃 ハナ １１１．２�
７１１ コンティネント 牡７鹿 ５６ 秋山真一郎近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２２± ０１：１２．４� ５６．３�
１１ ナムラカイシュウ 牡５鹿 ５６ 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ５３０＋１２ 〃 ハナ ４３．０�
４６ スリーアベニュー 牡９栗 ５９ 熊沢 重文永井商事� 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ５２６＋１８１：１２．９３ ２０１．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６２，０６７，４００円 複勝： １０９，１２６，１００円 枠連： ５１，４４２，８００円

馬連： ２３１，４４１，６００円 馬単： １５２，２８４，２００円 ワイド： ７０，９４４，４００円

３連複： ２６０，９０５，４００円 ３連単： ５９２，３２４，６００円 計： １，５３０，５３６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ５４０円 � ４，２５０円 � ４５０円 枠 連（７－８） ３，２５０円

馬 連 �� ９０，０４０円 馬 単 �� １４７，１１０円

ワ イ ド �� １８，２７０円 �� １，４５０円 �� ９，５９０円

３ 連 複 ��� １３８，９３０円 ３ 連 単 ��� １，０８２，０２０円

票 数

単勝票数 計 ６２０６７４ 的中 � ３６７６２（５番人気）
複勝票数 計１０９１２６１ 的中 � ５４８９６（４番人気）� ６１０５（１３番人気）� ６８６１５（３番人気）
枠連票数 計 ５１４４２８ 的中 （７－８） １１７１４（１１番人気）
馬連票数 計２３１４４１６ 的中 �� １８９７（７１番人気）
馬単票数 計１５２２８４２ 的中 �� ７６４（１３２番人気）
ワイド票数 計 ７０９４４４ 的中 �� ９３９（７３番人気）�� １２４１２（１５番人気）�� １７９５（６０番人気）
３連複票数 計２６０９０５４ 的中 ��� １３８６（１６９番人気）
３連単票数 計５９２３２４６ 的中 ��� ４０４（１０３２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．２―１２．０―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２４．０―３６．２―４８．２―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーリーロブスト �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Mazel Trick デビュー ２００８．１０．１９ 京都２着

２００６．４．２７生 牡５鹿 母 クワイエットアース 母母 Diablo’s Bobett ２４戦５勝 賞金 １４３，７７６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。

３３０９６１１月２７日 晴 良 （２３京都６）第８日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （芝・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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

８１１ ダノンフェアリー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ５１０＋１４１：０８．７ ４．５�

７１０ リーサムハーツ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 ４９４＋ ２１：０８．８� ４．３�
４４ ルアーズストリート 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４４８－ ２１：０８．９� ２．４�
６８ グッドルッキング 牝５芦 ５５ 太宰 啓介長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ １４．９�
５５ ヴンダーゾンネ 牝５栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４９４＋ ４１：０９．２１� ３０．４�
５６ ビットスターダム 牡３芦 ５６ 幸 英明馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６６＋ ４１：０９．３クビ １６．３�
３３ 	 エイシンダヴィンチ 牡５青鹿５７ 川須 栄彦平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty B４７８＋ ４ 〃 クビ ３３．７	
１１ 
 キングコーリンオー �５鹿 ５７ 熊沢 重文伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４５８－ ４１：０９．４クビ ２９７．２

８１２ マックスバローズ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ

ファーム ４７２－ ２ 〃 クビ １１．２�
６７ トシギャングスター 牡４芦 ５７ 吉田 稔田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ４１：０９．６１� １２．５�

（愛知）

２２ メイショウボルト 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 日田牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ １１６．７
７９ 
 シ テ ィ ボ ス 牡８鹿 ５７ 渡辺 薫彦服部 新平氏 日吉 正和 新冠 アラキフアーム ４８０＋ ４１：１０．２３� １８０．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５３，９９７，５００円 複勝： ６５，８０７，８００円 枠連： ４１，６６７，１００円

馬連： １５４，５１８，３００円 馬単： ９９，０００，２００円 ワイド： ５２，９９９，３００円

３連複： １７８，１１５，７００円 ３連単： ４２８，６４２，３００円 計： １，０７４，７４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（７－８） ８００円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ２３０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ５，２８０円

票 数

単勝票数 計 ５３９９７５ 的中 � ９４９４７（３番人気）
複勝票数 計 ６５８０７８ 的中 � ９３１９９（３番人気）� １１１３３０（２番人気）� １７７６９０（１番人気）
枠連票数 計 ４１６６７１ 的中 （７－８） ３８７４０（４番人気）
馬連票数 計１５４５１８３ 的中 �� ９４１０３（４番人気）
馬単票数 計 ９９０００２ 的中 �� ３４７０６（７番人気）
ワイド票数 計 ５２９９９３ 的中 �� ３４５１３（３番人気）�� ５８０８７（２番人気）�� ７８９６３（１番人気）
３連複票数 計１７８１１５７ 的中 ��� １９９０８４（１番人気）
３連単票数 計４２８６４２３ 的中 ��� ５９９４３（７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．０―１１．１―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３４．３―４５．４―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンフェアリー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Southern Halo デビュー ２０１０．１０．１０ 京都４着

２００８．２．４生 牡３鹿 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer ８戦３勝 賞金 ３０，６４９，０００円
〔制裁〕 エイシンダヴィンチ号の騎手川須栄彦は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
※トシギャングスター号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２３京都６）第８日 １１月２７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７頭 本 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

２１７，１４０，０００円
１０，７４０，０００円
１，５６０，０００円
２０，５００，０００円
６２，１９３，５００円
５，０８４，０００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
３４９，６８６，６００円
５８０，９００，２００円
２５８，４８７，０００円
１，０１０，７６８，０００円
６７５，４７５，３００円
３６６，５２７，４００円
１，２３１，０８６，１００円
２，４７７，３７５，３００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 ６，９５０，３０５，９００円

総入場人員 ２９，３４９名 （有料入場人員 ２６，８７０名）



平成２３年度 第６回京都競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３５６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

２，１７３，５７０，０００円
２８，８８０，０００円
１０６，９２０，０００円
２３，７５０，０００円
２０４，６４０，０００円
１，０５４，０００円
１，０５４，０００円
４７７，５２７，５００円
４０，８３７，６００円
１３，４２４，４００円

勝馬投票券売得金
３，７３３，９５３，０００円
５，７８８，５９８，５００円
２，８３１，２９８，２００円
１１，８３９，９７６，６００円
７，２２０，４４５，１００円
４，１１３，６２２，８００円
１５，１２０，５９８，０００円
３０，４６２，１６３，８００円
２，９９０，４１５，１００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 ８４，１０１，０７１，１００円

総入場延人員 ２０８，８０９名 （有料入場延人員 １９２，３９２名）


