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２８０９７１０月２８日 雨 良 （２４京都４）第９日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走９時５５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

３３ ウ リ ウ リ 牝２青 ５４ 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４４６± ０１：３５．５ １．８�

７１２ シンジュボシ 牝２栗 ５４ 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４７４＋ ８１：３５．８１� １２．９�

５８ ダンツカナリー 牝２青鹿５４ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 ４６０＋ ４ 〃 アタマ ５．５�
６９ プランタンビジュー 牝２鹿 ５４ 池添 謙一 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：３６．３３ ３．７�
８１３ ユキノプリシラ 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志遠藤 宗義氏 鹿戸 明 日高 浜本牧場 ４２０－ ６１：３７．０４ ８０．６�
４６ クインポルカ 牝２芦 ５４ 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６０＋ ６１：３７．１� １４．３	
７１１ エ ミ オ ン 牝２青鹿５４ 川須 栄彦幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 上村 清志 ４４８＋ ４ 〃 クビ ５４．９

１１ カ ミ ー リ ア 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４７６－１２１：３７．３１� ２３７．４�
２２ ティボリハーモニー 牝２栗 ５４ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４８４－ ４ 〃 ハナ ７８．７�
４５ アグネスコトブキ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 ４３０± ０ 〃 アタマ ２６．８
５７ ターフジェニック 牝２鹿 ５４ 国分 恭介釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル ４７４＋ ４１：３７．６１� １２４．２�
８１４ ナ ガ ラ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４６２＋ ２１：３８．１３ ２００．８�
６１０ コーチライン 牝２鹿 ５４ 酒井 学��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４４４－ ８１：３９．２７ ３６１．１�

（１３頭）
３４ トゥルーピース 牝２栗 ５４ 幸 英明小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 ４７２－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，３５５，０００円 複勝： ３５，８５８，４００円 枠連： ８，８３８，７００円

馬連： ３２，８９４，８００円 馬単： ２５，８５０，９００円 ワイド： １７，０５６，８００円

３連複： ４８，６４７，１００円 ３連単： ８７，３００，１００円 計： ２７２，８０１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（３－７） ６８０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２２０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ４，８８０円

票 数

単勝票数 差引計 １６３５５０（返還計 ３８４４） 的中 � ７２６１２（１番人気）
複勝票数 差引計 ３５８５８４（返還計 ６７３５） 的中 � １６４９４０（１番人気）� ２２３１２（４番人気）� ４８４６７（３番人気）
枠連票数 差引計 ８８３８７（返還計 ２２２３） 的中 （３－７） ９６６７（３番人気）
馬連票数 差引計 ３２８９４８（返還計 １９９４３） 的中 �� ２５８０４（３番人気）
馬単票数 差引計 ２５８５０９（返還計 １６１０９） 的中 �� １４２７９（５番人気）
ワイド票数 差引計 １７０５６８（返還計 １３８９１） 的中 �� １１４４１（３番人気）�� ２２６２８（２番人気）�� ７２７８（６番人気）
３連複票数 差引計 ４８６４７１（返還計 ６２０４１） 的中 ��� ２９１１２（４番人気）
３連単票数 差引計 ８７３００１（返還計１０８９９３） 的中 ��� １３２２９（１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．３―１２．４―１２．３―１２．２―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３４．９―４７．３―５９．６―１：１１．８―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ リ ウ リ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．１０．１３ 京都２着

２０１０．２．１１生 牝２青 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走除外〕 トゥルーピース号は，馬場入場後に疾病〔右飛節部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻４分遅延。
〔発走状況〕 プランタンビジュー号は，枠入り不良。

２８０９８１０月２８日 雨 稍重 （２４京都４）第９日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

１１ カゼニタツライオン 牡２栗 ５５ 太宰 啓介小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ５０２± ０１：１３．１ １１．９�

４６ ド ン マ ネ ー 牡２黒鹿５５ 川島 信二山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 ４５６－ ４１：１４．０５ ９．０�
４７ シゲルオウシザ 牡２栗 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ４９６－ ２１：１４．３２ ４．４�
７１３ ロードツイスター �２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志 �ロードホースクラブ 高野 友和 浦河 惣田 英幸 ４６８＋１０１：１４．４� ４１．１�
５８ テイエムシシーポス 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４６２± ０１：１４．５クビ ９８．１�
３４ ヤマニンジェルブ 牝２栗 ５４ 高倉 稜土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４３８＋ ４ 〃 クビ ６７．３�
８１５ エーシンコウリュウ 牡２栗 ５５ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 ４６０＋ ２１：１４．６クビ １８．４	
６１０ ブ ッ ト バ セ 牡２栗 ５５ 浜中 俊一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 カナイシスタッド ４７４± ０ 〃 ハナ ２８．８

８１４ ジョリフェロー 牡２鹿 ５５ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 ４７４＋ ６１：１４．８１� １１．１�
７１２ マヤノチャクリ 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 ４６４－ ２１：１５．１１� １１．６
２３ ラガーライオン 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 �橋本牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ２３．５�
５９ ニホンピロローズ 牝２栗 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４２８－１２１：１５．２クビ ６０．１�
３５ ララニラブレター 牝２鹿 ５４ 田中 健杉元 四男氏 福島 信晴 浦河 村下牧場 ４５６－ ６１：１５．５１� ２９．８�
６１１ シゲルツルザ 牡２黒鹿５５ 川須 栄彦森中 蕃氏 小原伊佐美 新冠 中央牧場 ４５８＋ ２１：１５．６� ３．４�
２２ ディアプリンセス 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 ４４４＋ ４１：１６．２３� ７．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，７４９，８００円 複勝： ２４，６６６，５００円 枠連： １２，７０１，８００円

馬連： ３６，９０３，９００円 馬単： ２３，８７５，０００円 ワイド： １９，５９９，２００円

３連複： ５６，８７３，９００円 ３連単： ７７，５６０，７００円 計： ２６６，９３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３９０円 � ２２０円 � ２２０円 枠 連（１－４） ２，２７０円

馬 連 �� ４，６８０円 馬 単 �� ９，７３０円

ワ イ ド �� １，９９０円 �� １，９１０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ９，６１０円 ３ 連 単 ��� ５６，５７０円

票 数

単勝票数 計 １４７４９８ 的中 � ９８００（７番人気）
複勝票数 計 ２４６６６５ 的中 � １４６７１（７番人気）� ３２８９８（２番人気）� ３２３９４（３番人気）
枠連票数 計 １２７０１８ 的中 （１－４） ４１４６（９番人気）
馬連票数 計 ３６９０３９ 的中 �� ５８２２（１９番人気）
馬単票数 計 ２３８７５０ 的中 �� １８１２（３９番人気）
ワイド票数 計 １９５９９２ 的中 �� ２３８５（２３番人気）�� ２４８９（２１番人気）�� ６２８１（５番人気）
３連複票数 計 ５６８７３９ 的中 ��� ４３７２（２６番人気）
３連単票数 計 ７７５６０７ 的中 ��� １０１２（１５４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．６―１２．４―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．２―４７．６―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カゼニタツライオン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１２．６．１６ 阪神５着

２０１０．６．１５生 牡２栗 母 アナタゴノミ 母母 アララットサン ４戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時２５分に変更。
※出走取消馬 アスターキング号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）

第４回 京都競馬 第９日



２８０９９１０月２８日 雨 良 （２４京都４）第９日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５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

４４ クラウディオス 牡２栗 ５５ 浜中 俊有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ２２：０２．９ ４．５�

１１ � エーシンマックス 牡２栗 ５５ C．オドノヒュー�栄進堂 西園 正都 英 Newsells
Park Stud ４８４－１０ 〃 クビ ７．５�

（愛）

５５ ト リ ガ ー 牡２鹿 ５５ 幸 英明石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 ４８０＋ ６２：０３．０� １３．９�
３３ マズルファイヤー 牡２青鹿５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５５４＋１０２：０３．１� ２．９�
２２ ラッキーマンボ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ １５２．７�
６６ タニノタキシード 牡２黒鹿５５ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７０＋ ４２：０３．２クビ ２．６	
７９ キングレジェンド 牡２青鹿５５ 和田 竜二辻 俊夫氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 ５０２＋ ４２：０４．０５ １５．０

６７ テイエムオオワシ 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 増本牧場 ４９０＋ ６２：０４．８５ １４７．４�
８１１ イノベーション 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４８０－ ２ 〃 クビ １４０．１�
７８ セルリアンプラウド �２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 ４９８＋ ２２：０５．３３ １１４．５
８１０ ハンドリング 牡２青鹿５５ 国分 優作永田 清男氏 服部 利之 新ひだか 白井 吉美 ４４４－ ２２：０５．４	 ２２４．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，８９４，０００円 複勝： ３０，８０１，９００円 枠連： ８，３３４，０００円

馬連： ３７，６３３，１００円 馬単： ２９，６７７，３００円 ワイド： １９，０９０，５００円

３連複： ５５，３１５，０００円 ３連単： １０８，７５４，６００円 計： ３１２，５００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ２２０円 � ３４０円 枠 連（１－４） １，５５０円

馬 連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，６６０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ８３０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ４，３８０円 ３ 連 単 ��� １５，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２２８９４０ 的中 � ４０１１０（３番人気）
複勝票数 計 ３０８０１９ 的中 � ４６６００（３番人気）� ３８５４５（４番人気）� ２０８１８（５番人気）
枠連票数 計 ８３３４０ 的中 （１－４） ３９７０（９番人気）
馬連票数 計 ３７６３３１ 的中 �� １９０４４（７番人気）
馬単票数 計 ２９６７７３ 的中 �� ８２３７（１２番人気）
ワイド票数 計 １９０９０５ 的中 �� ９５１５（７番人気）�� ５５８８（１１番人気）�� ４２４８（１４番人気）
３連複票数 計 ５５３１５０ 的中 ��� ９３３８（１６番人気）
３連単票数 計１０８７５４６ 的中 ��� ５０９６（５８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．２―１２．６―１２．５―１２．４―１２．２―１２．３―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．６―３５．８―４８．４―１：００．９―１：１３．３―１：２５．５―１：３７．８―１：５０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

クラウディオス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１２．９．２９ 阪神３着

２０１０．３．６生 牡２栗 母 オーバーザウォール 母母 アンデスレディー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時５０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。

２８１００１０月２８日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２４京都４）第９日 第４競走 ��３，１７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時１５分 （芝・ダート）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：２８．４良・良

５７ モズハリケーン 牡４栗 ６０ 林 満明北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ５１４－ ２３：３３．６ １１．５�

２２ アドバンスヘイロー 牡６青鹿６０ 平沢 健治西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 ４７２＋ ２３：３４．５５ ３０．９�
３４ トウシンボルト 牡５黒鹿６０ 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９８＋ ６３：３５．６７ ６．７�
５８ ディアプリンシパル 牡７青 ６１ 北沢 伸也寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４９０± ０３：３６．１３ ３．７�
１１ � マックスチャンプ 牡１１鹿 ６０ 熊沢 重文田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 B５０２＋２２３：３６．２� ４５．９�
６１０ アラタマポケット 牡６鹿 ６０ 田村 太雅荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７４－ ４３：３６．３クビ １８６．３�
３３ カネスラファール 牡８黒鹿６１ 横山 義行杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 ４９４＋ ８３：３６．７２� ３．６	
７１２ マーブルジーン 牡８黒鹿６１ 今村 康成下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ５０２＋ ４３：３７．３３� ９２．５

８１４ ダイシングロウ 牡８黒鹿６０ 黒岩 悠大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５３８＋３２３：３７．９３� ４．２�
８１３ ユウターチェイサー 牡４栗 ６０ 金子 光希北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４６４＋ ４３：３８．１１� ６４．９�
４５ ミヤコデラックス 牡３鹿 ５８ 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B４５２＋ ８３：３９．３７ ２６．８
６９ ローレルレヴァータ �５鹿 ６０ 小坂 忠士 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ５１２＋１８３：３９．９３� ３６．６�
７１１ ノボリデューク 牡７青 ６０

５７ ▲森 一馬原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４９０＋１６ （競走中止） １２．７�

（１３頭）
４６ マ サ ヤ マ ト 牡７栗 ６０ 高田 潤丸井サカミ氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５３６＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １３，７１０，２００円 複勝： ２０，４３７，５００円 枠連： １４，２８９，４００円

馬連： ３３，９３８，１００円 馬単： ２４，６２５，０００円 ワイド： １６，２４０，４００円

３連複： ５０，８８９，９００円 ３連単： ８０，８３３，０００円 計： ２５４，９６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ３００円 � ７８０円 � ２３０円 枠 連（２－５） ５，６１０円

馬 連 �� １２，６２０円 馬 単 �� ２６，８５０円

ワ イ ド �� ３，１４０円 �� ６２０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� １９，７６０円 ３ 連 単 ��� １９４，９６０円

票 数

単勝票数 差引計 １３７１０２（返還計 １８６６） 的中 � ９４６１（５番人気）
複勝票数 差引計 ２０４３７５（返還計 ３５４３） 的中 � １８７１６（５番人気）� ５８７１（８番人気）� ２７１１５（３番人気）
枠連票数 差引計 １４２８９４（返還計 ４４６） 的中 （２－５） １８８２（１７番人気）
馬連票数 差引計 ３３９３８１（返還計 １４３４１） 的中 �� １９８５（３２番人気）
馬単票数 差引計 ２４６２５０（返還計 ９９６２） 的中 �� ６７７（６９番人気）
ワイド票数 差引計 １６２４０４（返還計 ９６４０） 的中 �� １２２１（３１番人気）�� ６９７３（６番人気）�� ２０６４（２０番人気）
３連複票数 差引計 ５０８８９９（返還計 ４２５３２） 的中 ��� １９０１（５６番人気）
３連単票数 差引計 ８０８３３０（返還計 ６００６７） 的中 ��� ３０６（４４０番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５３．２－３F ３９．２
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

モズハリケーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー ２０１０．１０．３１ 京都７着

２００８．４．１３生 牡４栗 母 ウイッシュバンダム 母母 ダイナスクエア 障害：７戦２勝 賞金 ２８，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時２０分に変更。
〔騎手変更〕 アラタマポケット号の騎手難波剛健は，負傷のため田村太雅に変更。
〔競走除外〕 マサヤマト号は，枠入り不良。枠入り時に発馬機の後扉を蹴り，疾病〔左後管部挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻６分遅延。
〔競走中止〕 ノボリデューク号は，１周目１号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 シゲルハッサク号・シルクダイナスティ号・セイエイ号・ロードセイバー号
（非抽選馬） ２頭 カワキタトップ号・ゴールデンガッツ号



２８１０１１０月２８日 雨 稍重 （２４京都４）第９日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時０５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

３６ サンライズバード 牡２黒鹿５５ 四位 洋文松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４６２ ―１：３７．９ １３．８�

２４ アルバタックス 牡２栗 ５５ 川須 栄彦 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：３８．２２ ２．７�
２３ ディープウェーブ 牡２青鹿５５ 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６ ―１：３８．３� ３．６�
８１６ プラチナテーラー 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ４６４ ―１：３８．４� １１．６�
６１１ ナムライットウセイ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４５４ ―１：３８．５� ６．５�
５９ スペキュレイター 牡２鹿 ５５ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 ４８６ ―１：３８．６� ８３．３�
１２ ラフィットオフ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介飯田 正剛氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ４２６ ―１：３９．３４ ５８．５	
３５ キョウワアーサー 牡２栗 ５５ 国分 優作�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 ４６２ ―１：３９．５１� ３９．８

８１７ ツーエムスイフト 牡２鹿 ５５ C．オドノヒュー 水谷 昌晃氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 ４８４ ―１：３９．６� ２７．９�

（愛）

４７ トウケイテンシ 牝２鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志木村 信彦氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 ４３８ ―１：３９．９１� ３８．７�

４８ ソリーソアンジェロ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７４ ― 〃 ハナ ８．８
７１３ ケイツーリマーク 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦楠本 勝美氏 沖 芳夫 新冠 的場牧場 ４３６ ―１：４０．５３� ９９．３�
５１０ ポンドゥレーヴ 牝２鹿 ５４ 高倉 稜小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 ４５８ ― 〃 クビ ７５．４�
６１２ タマモマテンロウ 牡２黒鹿５５ 和田 竜二タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 ４６０ ―１：４０．６クビ １０６．７�
７１４ ナムラシンバ 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文奈村 信重氏 武 宏平 新ひだか 八田ファーム ５００ ― 〃 クビ ５３．８�
１１ タキノウェーブ 牡２栗 ５５ 鮫島 良太浅野多喜男氏 野村 彰彦 様似 様似共栄牧場 ４３６ ―１：４１．６６ ９５．７�
８１５ ナムラウンメイ 牡２鹿 ５５ 酒井 学奈村 信重氏 牧浦 充徳 日高 賀張三浦牧場 ４６６ ― 〃 クビ １２４．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １７，７０５，９００円 複勝： ２４，１０４，８００円 枠連： １６，６０４，２００円

馬連： ３７，１１７，８００円 馬単： ２８，０７８，０００円 ワイド： １８，７９１，５００円

３連複： ５５，２４１，７００円 ３連単： ８３，４５６，５００円 計： ２８１，１００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ３００円 � １２０円 � １６０円 枠 連（２－３） ８３０円

馬 連 �� １，７６０円 馬 単 �� ５，４８０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ９１０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ２，０４０円 ３ 連 単 ��� １９，８９０円

票 数

単勝票数 計 １７７０５９ 的中 � １０１１３（６番人気）
複勝票数 計 ２４１０４８ 的中 � １４５６１（６番人気）� ７１７０３（１番人気）� ３８８１０（２番人気）
枠連票数 計 １６６０４２ 的中 （２－３） １４９２４（５番人気）
馬連票数 計 ３７１１７８ 的中 �� １５６１８（６番人気）
馬単票数 計 ２８０７８０ 的中 �� ３７８８（１７番人気）
ワイド票数 計 １８７９１５ 的中 �� ６１３８（７番人気）�� ４５８５（１０番人気）�� ２１５１９（１番人気）
３連複票数 計 ５５２４１７ 的中 ��� ２０００５（４番人気）
３連単票数 計 ８３４５６５ 的中 ��� ３０９８（３９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．３―１２．９―１２．４―１２．３―１２．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３６．２―４９．１―１：０１．５―１：１３．８―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズバード �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２０１０．４．２８生 牡２黒鹿 母 イズミバード 母母 ロ ジ ー タ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２８１０２１０月２８日 雨 稍重 （２４京都４）第９日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

４４ フィールドメジャー 牝２栗 ５４ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４３８ ―１：１２．６ １．６�

３３ ジョウショーターフ 牝２栗 ５４ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 ４３４ ―１：１３．１３ ４１．７�
７７ メイショウソウイン 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 赤田牧場 ４４８ ― 〃 クビ ８．０�
６６ セントアモーレ 牝２鹿 ５４ 幸 英明谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４１８ ―１：１３．２� １１．６�
１１ シャインエタニティ 牝２青鹿５４ 太宰 啓介�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４５４ ―１：１３．３� ２５．６�
５５ ボストンビリーヴ 牝２栗 ５４ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７２ ―１：１３．８３ ３．４	
２２ スリーダッシュ 牡２黒鹿５５ 高倉 稜永井商事� 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４４８ ―１：１４．０１� ３０．３

８８ シゲルクジャクザ 牝２黒鹿５４ 国分 優作森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 千葉飯田牧場 ４５６ ―１：１４．１� ６８．４�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２０，８９９，４００円 複勝： ４３，２５０，１００円 枠連： 発売なし

馬連： ３２，６８７，５００円 馬単： ３４，２７９，２００円 ワイド： １５，４８２，４００円

３連複： ３７，７０２，８００円 ３連単： １２３，７２３，６００円 計： ３０８，０２５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４３０円 � １７０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２，０８０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ２２０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ２，８９０円 ３ 連 単 ��� １１，３００円

票 数

単勝票数 計 ２０８９９４ 的中 � １０７０４７（１番人気）
複勝票数 計 ４３２５０１ 的中 � ２８６６７５（１番人気）� ９１３１（６番人気）� ３５６２３（３番人気）
馬連票数 計 ３２６８７５ 的中 �� １１６４４（８番人気）
馬単票数 計 ３４２７９２ 的中 �� ９７９７（８番人気）
ワイド票数 計 １５４８２４ 的中 �� ４９５６（８番人気）�� ２１７６９（２番人気）�� １９１９（２０番人気）
３連複票数 計 ３７７０２８ 的中 ��� ９６３２（１１番人気）
３連単票数 計１２３７２３６ 的中 ��� ８０８４（３６番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．１―１２．３―１２．２―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．７―３７．０―４９．２―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールドメジャー �

父 ダイワメジャー �


母父 ブライアンズタイム 初出走

２０１０．４．１０生 牝２栗 母 ギャラリートーク 母母 ヒットザスポット １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２８１０３１０月２８日 曇 重 （２４京都４）第９日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時０５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２４ サカジロオー 牡３栗 ５５ 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 ４５６－ ２１：５２．２ ２．４�

６１２ チェスナットバロン 牡３栗 ５５ 川須 栄彦金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム ５７０－ ２１：５２．３� ５８．４�

１１ マーベラスバロン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ５０４－ ２１：５２．６１� ７．２�
８１５� サトノサウザー �５栗 ５７ 熊沢 重文里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ６１：５２．７� ２２．７�
４７ スマートルシファー 牡４黒鹿５７ 川田 将雅大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ５０２－ ８ 〃 クビ ３．４�
６１１ モンサンミーティア 牡３鹿 ５５ 太宰 啓介山下 新一氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４６６－ ６１：５２．９１	 ２６．６�
７１４ マヤノオントロジー 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ １７７．３	
４８ キ ク タ ロ ウ 牡３鹿 ５５ 酒井 学国田 正忠氏 牧田 和弥 浦河 杵臼牧場 ４４８－ ６ 〃 クビ ４８．５

３６ マンハッタンコード 牡３鹿 ５５ 浜中 俊林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ６１：５３．１１ １２．４�
５９ トップシャイン 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 B４８０－ ２１：５３．４１� １３２．０
１２ ジョウショーキング 牡３青鹿５５ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４７２± ０１：５３．５� １５．１�
８１６ タマモデザイア 牡３鹿 ５５ 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ ４７．６�
５１０ ニライジンク 牡３栗 ５５ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４９８－ ７ 〃 アタマ ６５．８�
３５ ピュアソウル 牡３鹿 ５５ 高倉 稜 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４２０＋ ４１：５３．８１� ４８．１�
７１３ ラブリーリタ 牝３鹿 ５３

５０ ▲花田 大昂薪浦 亨氏 小原伊佐美 浦河 昭和牧場 ４５８－１０１：５５．２９ ３６２．７�
２３ アドマイヤメイプル 牡３栗 ５５ 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５３４± ０ （競走中止） １４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３０９，６００円 複勝： ４１，７３２，７００円 枠連： １７，９４４，９００円

馬連： ６０，４４７，２００円 馬単： ３８，１３９，４００円 ワイド： ２８，１１５，３００円

３連複： ７９，２３４，６００円 ３連単： １３５，７９９，９００円 計： ４２６，７２３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ９６０円 � ２００円 枠 連（２－６） １，７５０円

馬 連 �� ７，２００円 馬 単 �� ８，２６０円

ワ イ ド �� ２，２９０円 �� ３８０円 �� ５，７４０円

３ 連 複 ��� １３，４１０円 ３ 連 単 ��� ６０，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２５３０９６ 的中 � ８４０００（１番人気）
複勝票数 計 ４１７３２７ 的中 � １４７０４１（１番人気）� ６７３７（１３番人気）� ５０７８９（３番人気）
枠連票数 計 １７９４４９ 的中 （２－６） ７６０８（７番人気）
馬連票数 計 ６０４４７２ 的中 �� ６２０２（２１番人気）
馬単票数 計 ３８１３９４ 的中 �� ３４０８（２８番人気）
ワイド票数 計 ２８１１５３ 的中 �� ２８４６（２６番人気）�� ２０９８９（２番人気）�� １１１３（５２番人気）
３連複票数 計 ７９２３４６ 的中 ��� ４３６３（３８番人気）
３連単票数 計１３５７９９９ 的中 ��� １６５８（１６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３７．１―４９．６―１：０２．２―１：１４．９―１：２７．５―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．３
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サカジロオー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 レインボーアンバー デビュー ２０１２．２．１８ 京都１着

２００９．３．２生 牡３栗 母 レインボーファスト 母母 レインボーローズ ９戦２勝 賞金 ２１，４３２，０００円
〔競走中止〕 アドマイヤメイプル号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕を発症したため２コーナーで競走中止。
※ラブリーリタ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２８１０４１０月２８日 曇 重 （２４京都４）第９日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

５１０� アテーナーズブレス 牝４鹿 ５５ 四位 洋文中村 浩章氏 増本 豊 米 Green
Gates Farm ４６６＋ ２１：２３．１ ６．５�

７１３ スズカジョンブル 牡３鹿 ５５ 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４４８＋１０１：２３．３１� ７．９�
５９ ジャマイカジョー 牡４黒鹿５７ 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４６４＋ ２１：２４．０４ ９．４�
６１１	 シゲルハンベイ 牡５栗 ５７ 高倉 稜森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 ５０４＋ ２１：２４．３２ ３４．０�
４８ リズミックビート 牡５栗 ５７ 鮫島 良太名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５２０＋ ２１：２４．４クビ １２．７�
３５ ミッキーヘネシー 牡３栃栗５５ 藤田 伸二野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 B４８６＋１０ 〃 クビ ８．５�
８１５	 スリーロビンソン 牡４青 ５７ 川島 信二永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４４６－１０ 〃 アタマ １９１．２	
７１４ ミッキーミステリー 牡５黒鹿５７ C．オドノヒュー 野田みづき氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４８４－１６ 〃 アタマ ８６．０


（愛）

８１６ プントバンコ 牝４青鹿５５ 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４６４＋ ４１：２４．８２
 ４．６�
２３ ホ ウ ウ ン 牡５黒鹿５７ 国分 優作泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 ５４６＋１４１：２４．９クビ １５８．５�
４７ � エーシンバサラ 牡４青鹿５７ 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. ５７８＋ ４１：２５．１１� ３．４
３６ 	 マヤノクレド 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ５０４＋ ２１：２５．４２ ３１．６�
６１２�	 エイシンピューマ 牝３青鹿５３ 和田 竜二平井 豊光氏 小崎 憲 米

O’Rourkes Silver
Springs Stud
Farm LLC

４５４＋ ９１：２５．６１� １２１．１�
１１ ゴールデンウィナー 牡３栗 ５５ 川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４７２＋１２ 〃 クビ ２２．８�
２４ � ジョーマダガスカル �３鹿 ５５ 太宰 啓介上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III ５１０＋ ４１：２５．７クビ １０６．３�
１２ 	 タガノレガーロ 牡４鹿 ５７ 幸 英明八木 昌司氏 吉村 圭司 浦河 駿河牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ５８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６６２，０００円 複勝： ４６，１５５，５００円 枠連： １８，７１８，５００円

馬連： ６１，７６１，８００円 馬単： ３７，０３８，４００円 ワイド： ２７，８９７，２００円

３連複： ８３，５３５，４００円 ３連単： １２７，１１４，９００円 計： ４２４，８８３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １９０円 � ２３０円 � ２７０円 枠 連（５－７） １，２８０円

馬 連 �� １，９５０円 馬 単 �� ３，６６０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ９１０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ５，８８０円 ３ 連 単 ��� ２８，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２２６６２０ 的中 � ２７８４１（３番人気）
複勝票数 計 ４６１５５５ 的中 � ７１７３８（２番人気）� ５２２９９（４番人気）� ４１９２２（５番人気）
枠連票数 計 １８７１８５ 的中 （５－７） １０８３５（５番人気）
馬連票数 計 ６１７６１８ 的中 �� ２３４２５（６番人気）
馬単票数 計 ３７０３８４ 的中 �� ７４６９（１３番人気）
ワイド票数 計 ２７８９７２ 的中 �� ９７５２（７番人気）�� ７５７２（１３番人気）�� ５９３２（１６番人気）
３連複票数 計 ８３５３５４ 的中 ��� １０４９９（２０番人気）
３連単票数 計１２７１１４９ 的中 ��� ３２７３（９３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１２．０―１２．３―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．６―４６．６―５８．９―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アテーナーズブレス �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Lure デビュー ２０１１．３．２７ 小倉１０着

２００８．２．１３生 牝４鹿 母 Matsue 母母 Kooyonga １０戦３勝 賞金 ２７，４４０，０００円
〔制裁〕 ミッキーミステリー号の騎手C．オドノヒューは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）

シゲルハンベイ号の騎手高倉稜は，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。（５番への進路影
響）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 エアギベオン号・オーシャンパワー号・グランプリブルー号
※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。



２８１０５１０月２８日 曇 重 （２４京都４）第９日 第９競走 ��
��１，８００�北 國 新 聞 杯

発走１４時１０分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．１０．２９以降２４．１０．２１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北國新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４８ マルカプレジオ 牡４栃栗５６ C．オドノヒュー 河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：５０．３ ４．８�
（愛）

５１０� スクウェルチャー 牡４鹿 ５４ 浜中 俊前田 幸治氏 角田 晃一 米
Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

B５０４＋ ７１：５０．５１� １６．５�
６１２ ケ イ ト 牝４黒鹿５３ 太宰 啓介吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４７０＋１２１：５０．７１ ３．９�
１１ セトブリッジ 牡３黒鹿５３ 四位 洋文難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 ４９２＋ ２１：５０．９１� ３１．２�
２４ テイエムドンマイ 牡４黒鹿５６ 高倉 稜竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５０２－ ２ 〃 アタマ ３．９�
３６ � プ ル プ ル 牝６鹿 ５０ 中村 将之栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 ４２８－ ６１：５１．１１ ２９６．０�
８１５ トミケンアルドール 牡３栗 ５４ 川田 将雅冨樫 賢二氏 領家 政蔵 新冠 タニグチ牧場 ４８８＋１４１：５１．３１	 ５．６	
７１３ フォルクスオーパー 牝６栗 ５３ 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４８４＋ ６１：５１．４� ２６５．５

６１１ シルクターンベリー 牡５鹿 ５６ 藤田 伸二有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４９６－ ８１：５１．６１	 ９５．２�
１２ スズカウラノス 牡３鹿 ５４ 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 ４５８＋ ６１：５１．７
 １６．０�
８１６ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５３ 池添 謙一横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５５４＋ ６１：５１．９
 ４５．５
２３ スペシャルロード 牡５黒鹿５５ 酒井 学�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４８６＋ ８１：５２．０
 １９８．５�
３５ カシュカシュ 牝３鹿 ５１ 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４４０－ ４１：５２．１クビ １５．１�
５９ パルクエスト 牝６鹿 ５１ 畑端 省吾木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 ４９６－ ８ 〃 ハナ １２５．７�
４７ � イノセントリーサム 牡５栗 ５５ 川島 信二平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５２８－ ６１：５２．３１� １５２．６�
７１４ マ マ キ ジ ャ 牝４芦 ５５ 藤岡 佑介北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４４４＋ ８１：５２．４クビ １３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，１０８，９００円 複勝： ５０，７３１，８００円 枠連： ２１，６７８，９００円

馬連： ９６，１５６，３００円 馬単： ５４，０８８，１００円 ワイド： ３７，７６３，０００円

３連複： １２６，００７，６００円 ３連単： ２１２，９２８，６００円 計： ６３１，４６３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２１０円 � ４８０円 � １９０円 枠 連（４－５） ４，０１０円

馬 連 �� ４，６４０円 馬 単 �� ７，７６０円

ワ イ ド �� １，５６０円 �� ５６０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ７，８３０円 ３ 連 単 ��� ４８，７５０円

票 数

単勝票数 計 ３２１０８９ 的中 � ５３５５５（３番人気）
複勝票数 計 ５０７３１８ 的中 � ７１１７７（３番人気）� ２２４１８（８番人気）� ７８２９２（２番人気）
枠連票数 計 ２１６７８９ 的中 （４－５） ３９９８（２１番人気）
馬連票数 計 ９６１５６３ 的中 �� １５３２５（２２番人気）
馬単票数 計 ５４０８８１ 的中 �� ５１４５（３０番人気）
ワイド票数 計 ３７７６３０ 的中 �� ５７６１（２３番人気）�� １７７１２（４番人気）�� ６３４５（２０番人気）
３連複票数 計１２６００７６ 的中 ��� １１８８４（２９番人気）
３連単票数 計２１２９２８６ 的中 ��� ３２２４（１７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．２―３５．３―４７．６―５９．９―１：１１．９―１：２４．２―１：３６．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マルカプレジオ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．２．１２ 京都２着

２００８．４．２０生 牡４栃栗 母 バトルエンプレス 母母 レディータイクーン ６戦４勝 賞金 ４２，２１２，０００円
※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） ２頭 アドマイヤジャコモ号・トップコマチ号
（非抽選馬） ２頭 サンレイハスラー号・ワンダープリマ号
※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。

２８１０６１０月２８日 曇 稍重 （２４京都４）第９日 第１０競走 ��
��１，４００�

ながおかきょう

長岡京ステークス
発走１４時４５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳
以上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

７７ シャイニーホーク 牡４栗 ５７ 藤田 伸二小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５２４± ０１：２２．１ ５．７�

４４ ウエストエンド 牡４鹿 ５７ 和田 竜二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７０± ０ 〃 アタマ ２．８�

７８ カイシュウコロンボ 牡４青鹿５７ 四位 洋文飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４９４＋ ４１：２２．２� ９．５�
５５ オメガホームラン 牡３芦 ５５ 川田 将雅原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：２２．４１	 ７．１�
３３ サウンドバリアー 牝５芦 ５５ 藤岡 佑介増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 ４９４＋ ６ 〃 ハナ ６５．０�
６６ ナシュワンヒーロー 牡５栗 ５７ 幸 英明間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４６０＋ ６１：２２．５クビ ８．６�
８１０ ニ ン ジ ャ 牡３鹿 ５５ 鮫島 良太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４６４± ０ 〃 クビ １４．１�
１１ トーホウシンバル 牝５青鹿５５ 池添 謙一東豊物産	 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４８＋ ８１：２２．７１	 １８．３

２２ 
 エーシンリードオー 牝６黒鹿５５ 高倉 稜	栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４９８± ０１：２３．８７ １６２．７�
８９ ティアップゴールド 牡６鹿 ５７ 浜中 俊田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４７８－１２１：２５．２９ ４．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３１，３１０，１００円 複勝： ４４，７７１，１００円 枠連： １９，６０８，１００円

馬連： ９８，９２２，６００円 馬単： ６１，７９９，５００円 ワイド： ３３，３８８，５００円

３連複： １０９，２６１，１００円 ３連単： ２４５，７３９，３００円 計： ６４４，８００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ３９０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ６７０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 ��� ７，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３１３１０１ 的中 � ４３５９７（３番人気）
複勝票数 計 ４４７７１１ 的中 � ７１２８０（２番人気）� １１４０３３（１番人気）� ４５１７８（６番人気）
枠連票数 計 １９６０８１ 的中 （４－７） ３７６７６（１番人気）
馬連票数 計 ９８９２２６ 的中 �� １２１２１３（１番人気）
馬単票数 計 ６１７９９５ 的中 �� ３０４３４（３番人気）
ワイド票数 計 ３３３８８５ 的中 �� ３６０７５（１番人気）�� １１１０３（１０番人気）�� １９１０３（５番人気）
３連複票数 計１０９２６１１ 的中 ��� ５２２７６（４番人気）
３連単票数 計２４５７３９３ 的中 ��� ２４００９（１６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．８―１１．５―１１．３―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３５．７―４７．２―５８．５―１：１０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．９
３ ９，６（４，１０）５（１，７）（３，８）２ ４ ９（４，６）１０（１，５，７）（３，８）２

勝馬の
紹 介

シャイニーホーク 
�
父 フ ジ キ セ キ 

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．１０．２３ 京都２着

２００８．３．１０生 牡４栗 母 スプリングネヴァー 母母 ネヴアーイチバン １６戦５勝 賞金 ８１，１０４，０００円
〔制裁〕 ウエストエンド号の騎手和田竜二は，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３０，０００円。（５番への進路影

響）
〔調教再審査〕 ティアップゴールド号は，最後の直線コースで異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ウエストエンド号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。

１レース目



２８１０７１０月２８日 曇 稍重 （２４京都４）第９日 第１１競走 ��
��１，８００�カシオペアステークス

発走１５時３０分 （芝・右・外）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５３�４歳以上
５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増，�：３歳
５３�４歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１
着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１１ リルダヴァル 牡５栗 ５５ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ６１：４６．４ ４．１�

３６ ダノンバラード 牡４黒鹿５６ 安藤 勝己�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４８２＋ ８１：４６．５� ５．７�
４７ シルクアーネスト 牡５栗 ５６ 藤田 伸二有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ５０４± ０１：４６．６	 ２０．８�
５１０ ヒストリカル 牡３黒鹿５４ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４４４－ ４１：４６．７	 ２．７�
２３ ネオヴァンドーム 牡５鹿 ５６ 川田 将雅小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：４６．９１
 ６．０�
７１４ モンストール 牡３鹿 ５３ 藤岡 佑介前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 ４７０－ ２１：４７．１１
 ２１．８	
４８ タガノエルシコ 牡７栗 ５６ 高田 潤八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４０＋ ４１：４７．２	 ３５．５

７１３ オートドラゴン 牡８栗 ５６ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５１０± ０１：４７．４１
 １８５．６�
８１７ レインスティック 牡５栗 ５６ 四位 洋文 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６２＋ ６ 〃 ハナ ４８．６�
７１５ ミッキードリーム 牡５栗 ５８ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ４１：４７．５クビ １８．２
２４ ウィルビーキング �８栗 ５６ 川島 信二前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８＋ ２ 〃 クビ ２３８．４�
１２ キョウエイストーム 牡７芦 ５７ 高倉 稜田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４４４－ ２１：４７．６クビ １１３．６�
８１８ トップカミング �６黒鹿５５ 川須 栄彦�コオロ 木村 哲也 浦河 木戸口牧場 ４５０＋ ６１：４７．８１
 １８９．９�
５９ ガ ン ダ ー ラ 牡６栗 ５７ 幸 英明林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７８－ ２１：４７．９� ３７．６�
３５ タムロスカイ 牡５栗 ５６ 国分 恭介谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４９８＋ ８１：４８．０クビ ３０．５�
６１１ アンノルーチェ 牡７鹿 ５７ 小坂 忠士�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５２＋ ２１：４８．１	 ２０１．２�
６１２ トウショウウェイヴ 牡７黒鹿５７ C．オドノヒュートウショウ産業� 今野 貞一 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８０＋ ８１：４８．７３� ２８６．６�
（愛）

８１６ ホワイトピルグリム 牡７芦 ５６ 酒井 学�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６６＋ ６１：４８．９１� １９１．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５９，９２４，３００円 複勝： ８６，７５８，２００円 枠連： ５１，４５５，６００円

馬連： ２４６，９７３，８００円 馬単： １３６，９４８，７００円 ワイド： ７７，８４０，２００円

３連複： ３３６，９９４，６００円 ３連単： ６３４，８８０，０００円 計： １，６３１，７７５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ５００円 枠 連（１－３） ８８０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� １，４４０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ６，１９０円 ３ 連 単 ��� ２２，３３０円

票 数

単勝票数 計 ５９９２４３ 的中 � １１６９９９（２番人気）
複勝票数 計 ８６７５８２ 的中 � １５５４６０（２番人気）� １３８９４３（３番人気）� ３４８４０（８番人気）
枠連票数 計 ５１４５５６ 的中 （１－３） ４３４２７（３番人気）
馬連票数 計２４６９７３８ 的中 �� １８８４０１（３番人気）
馬単票数 計１３６９４８７ 的中 �� ５２６５１（５番人気）
ワイド票数 計 ７７８４０２ 的中 �� ５８４６５（２番人気）�� １２５５６（１９番人気）�� １３３９２（１３番人気）
３連複票数 計３３６９９４６ 的中 ��� ４０１９８（２０番人気）
３連単票数 計６３４８８００ 的中 ��� ２０９９０（５０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．４―１１．８―１２．１―１１．８―１１．５―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．２―４７．０―５９．１―１：１０．９―１：２２．４―１：３４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リルダヴァル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００９．８．２３ 小倉１着

２００７．４．８生 牡５栗 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair ２３戦５勝 賞金 １７２，９９０，０００円
〔制裁〕 ヒストリカル号の調教師音無秀孝は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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。
（非抽選馬） １頭 ショウナンライジン号
※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。

２８１０８１０月２８日 曇 稍重 （２４京都４）第９日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３０．７

良

良

３６ アンチュラス 牝３鹿 ５３ 池添 謙一�G１レーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム ４５４－ ２１：３４．７ ５．８�

７１３ リフトザウイングス 牡４青鹿５７ 藤田 伸二 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５２２－ ６ 〃 クビ １０．０�
１２ ハーキュリーズ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４１：３４．８� ４．７�
８１５ カピオラニパレス 牡４芦 ５７ C．オドノヒュー 横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム ５１４－ ６１：３４．９� ７．５�

（愛）

５９ キネオピューマ 牡３鹿 ５５ 四位 洋文ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ
ファーム ４５０＋ ６１：３５．０クビ １０．１�

３５ サンデーミューズ 牝５栗 ５５ 幸 英明 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６６＋１４１：３５．１� ８．２	

２３ アイムヒアー 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４８２－ ６１：３５．２� ２９．３

２４ ハードダダンダン 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５８－ ２ 〃 クビ ２９．９�
５１０ メイショウサバト 牝５黒鹿５５ 川島 信二松本 好�氏 荒川 義之 浦河 浦河日成牧場 ４５６－ ６１：３５．５１� ９３．２
１１ ゴールドベル 牡３黒鹿５５ 和田 竜二松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４６６＋ ６ 〃 クビ ６．７�
８１６ ブルーハーツクライ 牡３栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 ４９０＋１６１：３５．６クビ ３１．０�
４７ キリシマトリオ 牡３黒鹿５５ 国分 優作西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 ４８８＋ ８１：３５．８１� ４７．２�
４８ シ ャ イ ン 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４７４＋ ２１：３５．９クビ １８３．４�
６１１ ウインスラッガー 牡３栗 ５５ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４９６－ ２ 〃 クビ ８．７�
６１２ シゲルキョクチョウ 牡４鹿 ５７ 高倉 稜森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 ４７８＋ ６１：３６．１１	 ５５．９�
７１４ チャーミーハヅキ 牝５芦 ５５

５２ ▲森 一馬今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４６４± ０１：３６．９５ ２７６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，６５８，８００円 複勝： ７０，００１，５００円 枠連： ４６，３８８，７００円

馬連： １４７，１３０，８００円 馬単： ７７，４２２，８００円 ワイド： ５５，２８６，５００円

３連複： ２０３，１０６，１００円 ３連単： ３５８，４０９，９００円 計： １，００６，４０５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２００円 � ３４０円 � １７０円 枠 連（３－７） ２，２５０円

馬 連 �� ３，５９０円 馬 単 �� ６，５３０円

ワ イ ド �� １，２９０円 �� ４８０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ５，４４０円 ３ 連 単 ��� ３４，６６０円

票 数

単勝票数 計 ４８６５８８ 的中 � ６６２７８（２番人気）
複勝票数 計 ７０００１５ 的中 � ９８２１９（２番人気）� ４４９４６（８番人気）� １２９２４６（１番人気）
枠連票数 計 ４６３８８７ 的中 （３－７） １５２７５（１３番人気）
馬連票数 計１４７１３０８ 的中 �� ３０３００（１７番人気）
馬単票数 計 ７７４２２８ 的中 �� ８７５６（３０番人気）
ワイド票数 計 ５５２８６５ 的中 �� １０１２７（２１番人気）�� ３０６３６（１番人気）�� １３７３７（１２番人気）
３連複票数 計２０３１０６１ 的中 ��� ２７５８１（１０番人気）
３連単票数 計３５８４０９９ 的中 ��� ７６３２（８２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１２．４―１２．０―１１．７―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３４．７―４７．１―５９．１―１：１０．８―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンチュラス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Wild Zone デビュー ２０１１．９．１０ 阪神３着

２００９．２．２２生 牝３鹿 母 ア ン チ ョ 母母 Ruth Ann d’Or ８戦２勝 賞金 ３６，５７８，０００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。

４レース目



（２４京都４）第９日 １０月２８日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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

２２４，９６０，０００円
８，９４０，０００円
１，４４０，０００円
２０，３８０，０００円
５８，９９１，０００円
５，０２０，６００円
１，６２２，４００円

勝馬投票券売得金
３２６，２８８，０００円
５１９，２７０，０００円
２３６，５６２，８００円
９２２，５６７，７００円
５７１，８２２，３００円
３６６，５５１，５００円
１，２４２，８０９，８００円
２，２７６，５０１，１００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
計 ６，４６２，３７３，２００円

総入場人員 ２３，５２４名 （有料入場人員 ２１，３６３名）



平成２４年度 第４回京都競馬 総計

競走回数 １０８回 出走延頭数 １，４１７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２，４２６，９９２，０００円
８，３２０，０００円
６７，５８０，０００円
７５，７７１，０００円
２１９，８７０，０００円
４９０，０５０，５００円
４２，１２２，６００円
１３，５９３，６００円

勝馬投票券売得金
４，０５９，３２４，１００円
６，４３０，２１８，８００円
２，８３１，６２７，７００円
１１，４５５，４７９，７００円
７，７７４，３２３，４００円
４，６２８，３０４，９００円
１５，９７２，６２３，１００円
３４，０５０，９３９，５００円
１，７４３，５７９，４００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 ８８，９４６，４２０，６００円

総入場延人員 ２３８，１５５名 （有料入場延人員 ２１８，０８１名）


