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３１０１３１１月４日 晴 良 （２４京都５）第２日 第１競走 ��１，４００�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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

７１５ セトノフラッパー 牝２栗 ５４ 川田 将雅難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム ４３８－１２１：２２．４ ４．０�

８１８ キュールエアリス 牝２青鹿５４ 和田 竜二岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム ４４８± ０ 〃 クビ ７．７�
５９ マジカルビアンカ 牝２芦 ５４

５１ ▲菱田 裕二村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 ４３０－ ２１：２２．５クビ ３７．２�
４８ ナンヨーカノン 牝２青鹿５４ 川須 栄彦中村 �也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム ４４６－ ４１：２２．７１� ２２．７�
３６ エイティグローリー 牝２栗 ５４ 太宰 啓介前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４２６＋ ６ 〃 クビ １１．７�
８１７ シゲルコウマザ 牝２芦 ５４ 小牧 太森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 ４２４－ ２１：２２．８� ２９．５�
３５ ウインドクラスト 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４２８－ ４ 〃 ハナ ２．３	
８１６ ポ ロ タ ン 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 ４３６－ ４１：２３．０１� １０４．７

１２ トウケイプラチナ 牝２鹿 ５４ 国分 優作木村 信彦氏 五十嵐忠男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０＋ ２ 〃 ハナ １６８．６�
２４ ヒ シ パ ー ル 牝２青鹿５４ 幸 英明阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４００－１０１：２３．１� １４．４�
６１１ テーオーレイチェル 牝２芦 ５４ 酒井 学小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－ ６１：２３．２� ２３．１
５１０ メイショウユウヤケ 牝２黒鹿５４ 国分 恭介松本 好雄氏 増本 豊 様似 清水 誠一 ４２０± ０ 〃 クビ ６５．０�
７１３ ラステラッサ 牝２栗 ５４ 福永 祐一有限会社シルク吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 ４４２＋ ２１：２３．３� ７１．９�
４７ セイントデジタル 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４４－ ４１：２３．５１� １９．０�
１１ カシノガーネット 牝２黒鹿５４ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 新冠 村上牧場 ４３０－ ４ 〃 クビ ６４．６�
６１２ グッバイタキオン 牝２黒鹿５４ 池添 謙一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４６６－ ２１：２４．７７ ８７．２�
２３ イサミノキセキ 牝２鹿 ５４ 川島 信二前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 ４２０＋１２１：２５．１２� ２８７．７�
７１４ テイエムキャッスル 牝２栗 ５４

５１ ▲森 一馬竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４５０＋ ８１：２５．３１� ４０４．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，１９４，５００円 複勝： ２９，７４８，９００円 枠連： １３，２３５，１００円

馬連： ４０，２９５，４００円 馬単： ２８，４８７，１００円 ワイド： ２０，８４７，０００円

３連複： ６２，２４２，６００円 ３連単： ８９，３７６，５００円 計： ３０１，４２７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � ２３０円 � ６７０円 枠 連（７－８） ８８０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，４２０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� １，８７０円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� １２，９８０円 ３ 連 単 ��� ３４，７２０円

票 数

単勝票数 計 １７１９４５ 的中 � ３３９７３（２番人気）
複勝票数 計 ２９７４８９ 的中 � ５２２７５（２番人気）� ３６２３２（３番人気）� ９１３５（１０番人気）
枠連票数 計 １３２３５１ 的中 （７－８） １１１８４（３番人気）
馬連票数 計 ４０２９５４ 的中 �� ２３２５７（４番人気）
馬単票数 計 ２８４８７１ 的中 �� ８６９４（７番人気）
ワイド票数 計 ２０８４７０ 的中 �� ８９０２（４番人気）�� ２６７７（１９番人気）�� １８５５（２７番人気）
３連複票数 計 ６２２４２６ 的中 ��� ３５４０（４０番人気）
３連単票数 計 ８９３７６５ 的中 ��� １９００（９５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１２．０―１２．２―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．０―５９．２―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セトノフラッパー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．１０．１３ 京都３着

２０１０．３．５生 牝２栗 母 マルカアイチャン 母母 マルカコマチ ２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 メイショウキワミ号

３１０１４１１月４日 晴 良 （２４京都５）第２日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時３５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

７１２ サ マ リ ー ズ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８８－ ４１：１２．３ １．９�

１１ ハギノグラミー 牡２栗 ５５ 小牧 太日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４３６－ ４１：１３．３６ ６．７�

３５ マルヨファスリエフ 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦野村 春行氏 牧田 和弥 新ひだか 西村 和夫 ４３８－ ２ 〃 クビ １６３．１�
７１３ サーシスリーフ 牡２鹿 ５５ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 ４８０＋ ４１：１３．４クビ ７．３�
３４ シゲルコギツネザ 牝２栗 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 沖田 繁 ４５６－ ６１：１４．１４ ５．８�
２３ ミ ニ 牡２黒鹿５５ 川須 栄彦金井 順一氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 ４５０＋ ４ 〃 クビ ２０．６�
４７ � ジョーサーヴ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅上田けい子氏 沖 芳夫 米 Fares

Farm, LLC ４６２＋ ４１：１４．４１� ２５．３	
４６ クニサキゼブライカ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ５０６＋ ２１：１４．８２� ２２５．５

８１４ ハローヘイロー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 ４７６± ０１：１５．０１	 ５４．５�
５８ ダンストゥナイト 牡２黒鹿５５ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７４－ ２１：１５．１クビ ２６２．８�
６１０ メイショウゴリン 牡２鹿 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４６２－ ４１：１５．５２� ３６．３
２２ � シゲルスコピウス 牡２鹿 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 Corey Miller &

Christine Miller ５０４－ ４ 〃 アタマ ９．１�
８１５ ナムラチャチャ 牝２栗 ５４ 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 ４５０± ０ 〃 アタマ １４６．２�
６１１ カシノロビン 牡２芦 ５５ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 服部 文明 ４４４＋ ６１：１６．３５ ２８６．３�
５９ シゲルオトメザ 牝２黒鹿５４ 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 馬道 繁樹 B４２６± ０１：１６．７２� ２５７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，１４２，９００円 複勝： ２８，７５１，４００円 枠連： １１，６９２，０００円

馬連： ３５，４７６，４００円 馬単： ２７，８９４，６００円 ワイド： １８，４９５，９００円

３連複： ５２，５５１，２００円 ３連単： ８４，８３６，３００円 計： ２７８，８４０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １，３３０円 枠 連（１－７） ５９０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ２，７２０円 �� ５，５３０円

３ 連 複 ��� ２４，２６０円 ３ 連 単 ��� ５４，６９０円

票 数

単勝票数 計 １９１４２９ 的中 � ８０４１２（１番人気）
複勝票数 計 ２８７５１４ 的中 � ７７８７６（１番人気）� ４４５４２（３番人気）� ３５５３（１０番人気）
枠連票数 計 １１６９２０ 的中 （１－７） １４７８０（３番人気）
馬連票数 計 ３５４７６４ 的中 �� ３０２２０（３番人気）
馬単票数 計 ２７８９４６ 的中 �� １６１８３（３番人気）
ワイド票数 計 １８４９５９ 的中 �� １２５６８（３番人気）�� １５８１（３０番人気）�� ７６８（３８番人気）
３連複票数 計 ５２５５１２ 的中 ��� １５９９（５５番人気）
３連単票数 計 ８４８３６３ 的中 ��� １１４５（１８３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．７―１２．２―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．４―５９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．１
３ ・（２，３，１２）１５，１３，４－５（６，７）（１，８，１４）－１１－１０－９ ４ ・（２，３）１２（４，１３，１５）－５－（１，７）－（６，１４）８，１１－１０＝９

勝馬の
紹 介

サ マ リ ー ズ �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１２．１０．１３ 京都４着

２０１０．５．６生 牝２鹿 母 ミスアドーラブル 母母 Compassionate ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルオトメザ号は，平成２４年１２月４日まで平地競走に出走できない。

第５回 京都競馬 第２日



３１０１５１１月４日 晴 良 （２４京都５）第２日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時０５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

７１３ グリーンラヴ 牡２栗 ５５ M．デムーロ �グリーンファーム 中村 均 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４６０＋ ８１：３４．７ ２．８�

（伊）

５１０ アドマイヤキンカク 牡２鹿 ５５ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４２± ０１：３５．１２� ２．６�
４７ ミノディエール 牝２黒鹿５４ 和田 竜二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４５０± ０１：３５．７３� ２９．６�
１２ ポセイドンバローズ 牡２栗 ５５ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 ４５０± ０ 〃 ハナ ５．６�
８１５ セカイノカナ 牝２芦 ５４ 岩田 康誠泉 一郎氏 飯田 雄三 新ひだか 坂本牧場 ４３２－ ４ 〃 クビ ４３．０�
１１ ア ン ジ ュ エ 牝２黒鹿５４ 川須 栄彦�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４７０－１２１：３５．８クビ ３２．５	
６１２ アグネスチャンス 牝２黒鹿５４ 四位 洋文渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 ４７４＋ ６１：３６．２２� ４５．６

２４ クレバームーン 牡２鹿 ５５

５２ ▲水口 優也 �ウエスタンファーム崎山 博樹 浦河 川越ファーム ４５０－ ８ 〃 ハナ １９４．２�
３５ フ ロ レ ン ト 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ

ファーム ４５６＋ ６ 〃 クビ １８．８�
７１４ エアーウェーブ 牡２鹿 ５５ 国分 恭介小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 ５０６＋１４１：３６．３クビ １５９．３
２３ トウカイルーチェ 牡２青鹿５５ 佐藤 哲三内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ５０８－ ８１：３６．４� １２．７�
６１１ トゥルーピース 牝２栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 ４６８－ ８１：３６．５� １９．２�
８１６ ケイアイレーヴェ 牡２青鹿５５ 川田 将雅 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 新ひだか 平野牧場 ４７２＋ ４１：３６．６� ５４．９�
５９ パープルシャイン 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介中野 銀十氏 境 直行 日高 石原牧場 ４４２－１０１：３７．７７ １９４．０�
４８ ブラックユニバンス 牡２黒鹿５５ 熊沢 重文亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４５６－ ４１：３８．４４ ３７２．０�
３６ テイエムハエモンド 牝２鹿 ５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４３８＋ ８１：３８．７１� １１７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７２０，５００円 複勝： ３２，８４６，５００円 枠連： １１，４２１，５００円

馬連： ４１，８４３，６００円 馬単： ３０，６８７，０００円 ワイド： ２１，７９４，８００円

３連複： ６４，７６０，０００円 ３連単： ９６，２４０，６００円 計： ３２０，３１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ４００円 枠 連（５－７） ４００円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ５７０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� ７，０００円

票 数

単勝票数 計 ２０７２０５ 的中 � ５８３７５（２番人気）
複勝票数 計 ３２８４６５ 的中 � ８３４１２（１番人気）� ８１６０４（２番人気）� １３２２９（７番人気）
枠連票数 計 １１４２１５ 的中 （５－７） ２１２４０（１番人気）
馬連票数 計 ４１８４３６ 的中 �� ８５２０９（１番人気）
馬単票数 計 ３０６８７０ 的中 �� ２９２７７（１番人気）
ワイド票数 計 ２１７９４８ 的中 �� ３４３２４（１番人気）�� ８４７４（４番人気）�� ６４１９（１０番人気）
３連複票数 計 ６４７６００ 的中 ��� ２２８８６（４番人気）
３連単票数 計 ９６２４０６ 的中 ��� １０１４９（１１番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グリーンラヴ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１２．７．２２ 札幌２着

２０１０．５．８生 牡２栗 母 ザカラーオブラヴ 母母 ハートオブゴールド ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔発走状況・騎手変更〕 アンジュエ号の騎手小牧太は，馬場入場後に落馬。落馬による検査のため川須栄彦に変更。発走時刻

３分遅延。
※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。

３１０１６１１月４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都５）第２日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３５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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

５７ オンワードデューク 牝４栗 ５８ 熊沢 重文樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４６０＋２０３：１６．２ ７．７�

２２ アグネスミヌエット 牝７鹿 ５８ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４４４＋１２３：１７．２６ ２６．３�
３３ シゲルメロン �３黒鹿５８ 田村 太雅森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 長谷川 一男 ４８０＋ ６３：１７．４１� ６．９�
５８ � メイショウタクミ 牡６黒鹿 ６０

５７ ▲森 一馬松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 ４８８＋ ２３：１７．８２� ８．６�
４５ インフィニットエア �６黒鹿６０ 金子 光希 �サンデーレーシング 金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６－ ８３：１８．０１� ７．９�
６１０ エアペイシェンス 牡６栗 ６０ 高田 潤 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４３：１８．１	 ４．９	
１１ � グローバルチャージ 牡４芦 ６０ 石神 深一�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ３．９

４６ ビュービーナス 牝３鹿 ５６ 山本 康志キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 平成ファーム ４４０＋ ２３：２３．６大差 １３６．１�
８１４ イマジンジョン 牡３青 ５８ 平沢 健治湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋ ６３：２６．４大差 １０７．４�
６９ クレバーペガサス 牡３鹿 ５８ 黒岩 悠 �ウエスタンファーム崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４７６＋ ６３：２８．２大差 ８９．６
８１３ デ ミ チ ン タ 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ ４６０－ ４３：２８．７３ ５９．０�
７１１ ボストンストロング 牡３黒鹿５８ 林 満明ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４４＋１６３：２８．９	 ５７．６�
７１２ アストロフォンテン 牡３鹿 ５８ 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 日高 増尾牧場 ４７６＋２０３：３６．４大差 １１７．３�
３４ カシノチャーム 牝３鹿 ５６ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４８６＋ ４ （競走中止） ５．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，１２０，１００円 複勝： ２０，６２０，５００円 枠連： １４，７０１，８００円

馬連： ３３，９６１，９００円 馬単： ２４，５７２，３００円 ワイド： １５，２９５，２００円

３連複： ５２，５９４，５００円 ３連単： ８４，２２６，５００円 計： ２５９，０９２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２８０円 � ７３０円 � ２６０円 枠 連（２－５） ５，３２０円

馬 連 �� １０，０１０円 馬 単 �� １８，１２０円

ワ イ ド �� ３，１５０円 �� ９５０円 �� ２，８７０円

３ 連 複 ��� ２５，３２０円 ３ 連 単 ��� １１９，５４０円

票 数

単勝票数 計 １３１２０１ 的中 � １３５２３（５番人気）
複勝票数 計 ２０６２０５ 的中 � ２０６７１（７番人気）� ６４３９（８番人気）� ２３４８９（４番人気）
枠連票数 計 １４７０１８ 的中 （２－５） ２０４０（１６番人気）
馬連票数 計 ３３９６１９ 的中 �� ２５０６（２６番人気）
馬単票数 計 ２４５７２３ 的中 �� １００１（４９番人気）
ワイド票数 計 １５２９５２ 的中 �� １１７３（２９番人気）�� ４１４３（１４番人気）�� １２９０（２６番人気）
３連複票数 計 ５２５９４５ 的中 ��� １５３３（５７番人気）
３連単票数 計 ８４２２６５ 的中 ��� ５２０（２９６番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５０．８－３F ３７．８
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 
→	→�→�」
�
�
３，１，７（２，５）１１（８，６，１０）＝９＝１４，１３＝１２・（７，３）１（２，５，１０）＝８＝６＝１１＝（９，１４，１３）＝１２

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

勝馬の
紹 介

オンワードデューク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ストローズクリーク デビュー ２０１０．１０．１０ 京都７着

２００８．４．６生 牝４栗 母 オンワードラトゥル 母母 オンワードロゼ 障害：７戦１勝 賞金 １３，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４０分に変更。
〔競走中止〕 カシノチャーム号は，競走中に疾病〔右上腕骨々折〕を発症したため１周目５号障害〔竹柵〕手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 オースミムーン号・シルバーヒリュウ号・ライジングバイオ号



３１０１７１１月４日 晴 良 （２４京都５）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０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
１：４６．４

良

良

１１ サトノプレステージ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９４ ―１：４９．５ １．５�

４５ フロアクラフト 牝２黒鹿５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７６ ―１：４９．７１� ５．０�
８１３ トウケイウイン 牡２黒鹿５５ 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 新ひだか 中村 和夫 ４４２ ― 〃 クビ ４７．１�
８１２ ボロンベルラルーン 牝２鹿 ５４ 幸 英明�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４４４ ―１：４９．８� ３４．４�
６９ デンコウリキ 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 ４９２ ―１：５０．１１� １１８．５�
３３ リッチラヴィーニュ 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：５０．５２� ５３．３�
７１１ オオトリハシャ 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 新ひだか 幌村牧場 ５１８ ― 〃 ハナ ９．２	
２２ ホットサマーホット 牡２鹿 ５５ 国分 恭介 �三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 ４６８ ―１：５０．６� １４５．６

７１０ シャガールバローズ 	２栗 ５５ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：５０．７クビ ２０．５�
４４ 
 サウンドデューク 牡２栗 ５５ 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud ４４８ ― 〃 クビ ５７．５�
５６ メイショウユウスゲ 牝２黒鹿５４ M．デムーロ松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 落合 一巳 ４６８ ―１：５１．０２ ８．９

（伊）

６８ デ ビ ル マ ン 牡２栗 ５５ 四位 洋文安原 浩司氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 ４４６ ―１：５１．２１ ７９．８�
５７ ヤマノコンコルド 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文澤村 敏雄氏 目野 哲也 様似 北澤 正則 ５２８ ―１：５１．６２� ９６．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，１１０，６００円 複勝： ５２，１４９，６００円 枠連： １２，３３３，２００円

馬連： ３８，７８９，８００円 馬単： ３７，５７３，９００円 ワイド： １８，４７１，９００円

３連複： ５５，２４７，５００円 ３連単： １１９，９４０，６００円 計： ３５７，６１７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ５３０円 枠 連（１－４） ３３０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ７８０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ２，７００円 ３ 連 単 ��� ５，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２３１１０６ 的中 � １２２０７０（１番人気）
複勝票数 計 ５２１４９６ 的中 � ３４３３５５（１番人気）� ５３９８０（２番人気）� ８１８０（７番人気）
枠連票数 計 １２３３３２ 的中 （１－４） ２８２９６（１番人気）
馬連票数 計 ３８７８９８ 的中 �� ８８２６１（１番人気）
馬単票数 計 ３７５７３９ 的中 �� ６５３８４（１番人気）
ワイド票数 計 １８４７１９ 的中 �� ３１２５１（１番人気）�� ５１２３（１０番人気）�� ２６５１（１６番人気）
３連複票数 計 ５５２４７５ 的中 ��� １５１３４（７番人気）
３連単票数 計１１９９４０６ 的中 ��� １７２８４（１０番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．１―１２．５―１２．０―１２．５―１２．３―１１．７―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．４―３７．９―４９．９―１：０２．４―１：１４．７―１：２６．４―１：３７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノプレステージ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danetime 初出走

２０１０．３．１６生 牡２鹿 母 ディメンティカタ 母母 Non Dimenticar Me １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 サトノプレステージ号の騎手福永祐一は，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３０，０００円。（５番への進

路影響）
〔その他〕 サトノプレステージ号は，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。
※フロアクラフト号は，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。

３１０１８１１月４日 晴 良 （２４京都５）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１３時００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

５１０ コパノリチャード 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４９６ ―１：２１．３ ４．２�

４８ エールブリーズ 牡２青鹿５５ 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４ ―１：２１．６２ ２．７�

１１ オースミナイン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 ４７４ ―１：２２．１３ ４．２�
２３ � レッドファンタジア 牝２黒鹿５４ M．デムーロ �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 米 Colts Neck

Stables LLC ５１０ ― 〃 クビ ７．６�
（伊）

４７ イ キ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４９２ ―１：２２．２クビ １０．６�

３５ メイショウブシン 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４５８ ―１：２２．４１� ２２．５	
８１５ セイミニスター 牡２鹿 ５５ 和田 竜二金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 ４５２ ―１：２２．６１� ４７．３

６１２ パープルルビー 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介中野 銀十氏 境 直行 日高 藤本ファーム ４５４ ― 〃 アタマ ６５．１�
７１３ ドニゼッティ 牡２鹿 ５５ 国分 優作 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２ ―１：２３．０２� ３７．７�
８１７ シゲルカメレオンザ 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 ４８０ ―１：２３．２１� ６０．５
１２ テイエムナデシコ 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 ４８０ ―１：２４．０５ １０２．２�
６１１ クリノアンデス 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 競優牧場 ４２４ ―１：２４．２１� １４７．７�
３６ ワンダーブライド 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ３９６ ―１：２５．０５ １６５．４�
８１６ クリノアンナプルナ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介栗本 博晴氏 日吉 正和 新冠 柏木 一則 ４４６ ―１：２５．１� １９３．２�
７１４ シュヴァルツローゼ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲水口 優也有限会社シルク佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４８４ ― 〃 クビ ７０．８�
２４ エスジーカピタン 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６６ ―１：２５．２� １８７．１�
５９ エスケイガーディス 牝２栗 ５４ 太宰 啓介長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム ４４４ ―１：２５．９４ ２０４．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２１，１２８，８００円 複勝： ２８，１３９，２００円 枠連： １４，８８８，２００円

馬連： ４２，２８３，８００円 馬単： ３１，９６１，６００円 ワイド： ２０，０４０，７００円

３連複： ５７，１３４，８００円 ３連単： ９４，８４５，３００円 計： ３１０，４２２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（４－５） ５４０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ３４０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ４，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２１１２８８ 的中 � ４０１７４（２番人気）
複勝票数 計 ２８１３９２ 的中 � ５４６４６（２番人気）� ７４５８６（１番人気）� ４９２２０（３番人気）
枠連票数 計 １４８８８２ 的中 （４－５） ２０５４６（２番人気）
馬連票数 計 ４２２８３８ 的中 �� ４８３０８（２番人気）
馬単票数 計 ３１９６１６ 的中 �� １４６４７（５番人気）
ワイド票数 計 ２００４０７ 的中 �� １８６９０（２番人気）�� １３４０５（３番人気）�� ２６６６８（１番人気）
３連複票数 計 ５７１３４８ 的中 ��� ６３８４３（１番人気）
３連単票数 計 ９４８４５３ 的中 ��� １５０２３（７番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．６
３ ・（１０，６，１１，８）（７，５，１５）－（１，１３）－３，１７，２，１２－４－１４（９，１６） ４ １０（１１，８）（７，５，１５）（６，１，１３）－３－１７，２，１２－４＝１４－（９，１６）

勝馬の
紹 介

コパノリチャード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２０１０．４．１５生 牡２黒鹿 母 ヒガシリンクス 母母 ビッグラブリー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔騎手変更〕 イキ号の騎手小牧太は，第３競走での馬場入場後の落馬負傷のため秋山真一郎に変更。
※テイエムナデシコ号は，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。



３１０１９１１月４日 晴 良 （２４京都５）第２日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

５１０� アースゼウス 牡２栗 ５５ M．デムーロ �グリーンファーム 和田 正道 米
Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

５０２－ ２１：１１．８ ３．９�
（伊）

８１５ グレイスフルリープ 牡２栗 ５５ 川須 栄彦前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ ５４０＋１０ 〃 クビ ３３．６�

２４ メイショウユウダチ 牝２栗 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４３０＋ ２１：１２．２２� １８．２�
７１３� エーシンサミット 牡２黒鹿５５ 福永 祐一�栄進堂 西園 正都 米 Centaur

Farms, Inc. ５１８－１４１：１２．５１� １３．８�
６１２ レ ギ ス 牡２栗 ５５ 藤田 伸二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４５６＋１０１：１２．７� ７４．４�
４７ シゲルオオカミザ 牡２栗 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 ４５０＋ ２ 〃 アタマ ８８．０�
３６ スズヨストラ 牡２栗 ５５ 幸 英明鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 岡田スタツド ４６０± ０ 〃 クビ ７．９	
２３ ゴーインググレート 牡２栗 ５５ 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４４８－ ４１：１２．８� ９９．２

６１１� コズミックショア 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC ４６８＋ ６１：１３．６５ ２．０�
５９ バルタザール 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ５０４＋１８ 〃 ハナ １１４．１�
３５ カシノピカチュウ 牡２鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 ４６６－ ４１：１３．７� ４３．３
７１４ サンライズバロン 牡２鹿 ５５ 国分 恭介松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ５０６＋ ２１：１３．８クビ １２．０�
８１６ マークスマン 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９６－ ４ 〃 クビ ２６．４�
１２ アイディンビュー 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介米井 勝氏 蛯名 利弘 新ひだか 三木田牧場 ４４０± ０１：１３．９クビ １２６．９�
１１ クラウンビション 牝２栗 ５４ 酒井 学矢野 悦三氏 日吉 正和 新ひだか 仲野牧場 ４４８－ ４１：１４．０� １６８．３�
４８ カラダエーピー 牝２栗 ５４ 四位 洋文子安 裕樹氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４７２＋ ６１：１４．９５ ７６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，２９０，５００円 複勝： ４１，９３９，９００円 枠連： ２０，８８０，９００円

馬連： ６２，９７２，２００円 馬単： ４２，８７４，９００円 ワイド： ２９，８４３，７００円

３連複： ８９，８９０，９００円 ３連単： １４７，１１５，１００円 計： ４６５，８０８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ７００円 � ５００円 枠 連（５－８） １，８１０円

馬 連 �� ３，７００円 馬 単 �� ６，２３０円

ワ イ ド �� １，５００円 �� １，０１０円 �� ３，９９０円

３ 連 複 ��� １８，３１０円 ３ 連 単 ��� ８４，８３０円

票 数

単勝票数 計 ３０２９０５ 的中 � ６１６５７（２番人気）
複勝票数 計 ４１９３９９ 的中 � ９２６４７（２番人気）� １２７１３（８番人気）� １８９１８（６番人気）
枠連票数 計 ２０８８０９ 的中 （５－８） ８５３０（８番人気）
馬連票数 計 ６２９７２２ 的中 �� １２５９２（１３番人気）
馬単票数 計 ４２８７４９ 的中 �� ５０８７（２１番人気）
ワイド票数 計 ２９８４３７ 的中 �� ４９０５（１５番人気）�� ７５３１（８番人気）�� １７８９（３４番人気）
３連複票数 計 ８９８９０９ 的中 ��� ３６２４（４７番人気）
３連単票数 計１４７１１５１ 的中 ��� １２８０（２１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．５―１１．８―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３４．９―４６．７―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アースゼウス �
�
父 Officer �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー ２０１２．８．１８ 新潟２着

２０１０．２．８生 牡２栗 母 Singing Sensation 母母 Court Reception ４戦２勝 賞金 １７，２４４，０００円
〔騎手変更〕 グレイスフルリープ号の騎手小牧太は，第３競走での馬場入場後の落馬負傷のため川須栄彦に変更。
※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） ２頭 カシノパシオン号・スマートアレンジ号
※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。

３１０２０１１月４日 晴 良 （２４京都５）第２日 第８競走 ��１，４００�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 ７，２００，０００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

６１１ ラディアーレ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６２－ ６１：２４．４ ６．０�

３５ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B４７２－ ６１：２４．５� ３．１�
３４ スズカジョンブル 牡３鹿 ５６ 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ ３．２�
２３ 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 ５１６－ ４１：２４．７１� ３４．７�
４７ サンクフルネス 牡３青 ５６ 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 ４４８－ ４１：２４．８クビ １５．３�
４６ シゲルケンシン 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４７８＋ ８１：２４．９� ６０．４�
８１５ オーシャンパワー 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４６０＋ ４１：２５．０� ６．１	
１１ ウエスタンディオ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 ４７８± ０１：２５．１� ８７．４

７１３ グランプリブルー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B４７６＋ ８ 〃 アタマ ２６．２�
５８ キングブラーボ 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５２２＋ ６１：２５．８４ １６．８�
７１２ エアギベオン �４青鹿５７ 池添 謙一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 追分ファーム ４７４－１０１：２６．２２� ５３．３
２２ ドリームガイド 牡４青鹿５７ 熊沢 重文セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 平山牧場 ４７０＋ ６１：２６．４１� １５６．２�
６１０	 グリーディーボス 牡３栗 ５６ 秋山真一郎北側 雅司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６２－ ７１：２６．８２� ３０．６�
５９ ハーイスマイル 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 ４６８± ０１：２６．９クビ １３３．１�
８１４ マ サ ヤ マ ト 牡７栗 ５７ 高田 潤丸井サカミ氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５４０＋ ６１：２７．６４ ２８７．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，８６２，６００円 複勝： ４６，３１７，７００円 枠連： ２０，５４９，７００円

馬連： ６４，７８６，９００円 馬単： ４３，９５８，１００円 ワイド： ３１，９５３，９００円

３連複： １００，３００，６００円 ３連単： １６１，５８１，６００円 計： ４９５，３１１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � １２０円 枠 連（３－６） ５２０円

馬 連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ４３０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 ��� ７，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２５８６２６ 的中 � ３４４１０（３番人気）
複勝票数 計 ４６３１７７ 的中 � ４３１８２（４番人気）� １１９０２６（１番人気）� １１６６５７（２番人気）
枠連票数 計 ２０５４９７ 的中 （３－６） ２９１６８（３番人気）
馬連票数 計 ６４７８６９ 的中 �� ３８２０６（５番人気）
馬単票数 計 ４３９５８１ 的中 �� １２５２１（１１番人気）
ワイド票数 計 ３１９５３９ 的中 �� １６１３４（５番人気）�� １６４１４（４番人気）�� ５２９６６（１番人気）
３連複票数 計１００３００６ 的中 ��� ６８２３３（２番人気）
３連単票数 計１６１５８１６ 的中 ��� １５７６４（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．５―４７．５―５９．５―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラディアーレ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２０１０．１１．２８ 京都６着

２００８．３．２０生 牡４鹿 母 レイオブライト 母母 リアルドラマ １４戦３勝 賞金 ２４，３５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔騎手変更〕 シゲルケンシン号の騎手小牧太は，第３競走での馬場入場後の落馬負傷のため岩田康誠に変更。
※出走取消馬 トルネードミノル号（疾病〔左肩跛行〕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。
（非抽選馬） １頭 シルクフラッシュ号



３１０２１１１月４日 晴 良 （２４京都５）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

お う み

近 江 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

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

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１２ カレンミロティック �４栗 ５７ 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：４５．６ ２．８�

５５ ナムラオウドウ 牡４黒鹿５７ 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４５８± ０１：４５．８１ １７．２�
８１１ プレミアムブルー 牡３栗 ５５ 和田 竜二 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 ４８２＋ ８１：４６．０１� ７．０�
４４ ビッグスマイル 牝４黒鹿５５ 川田 将雅大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４５８－ ２１：４６．６３	 ４．０�
７１０ サンライズメジャー 牡３栗 ５５ 四位 洋文松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４９４＋ ４ 〃 クビ ４．５�
７９ メ ロ ー ト 牡４黒鹿５７ 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 ４６２－ ４１：４６．７クビ ５６．２�
２２ デンコウジュピター 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５０６＋１０ 〃 アタマ １３．６	
６８ コアレスドラード 牡４栗 ５７ 福永 祐一小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４５０＋ ８ 〃 クビ １０．８

５６ テ キ ー ラ 牡７鹿 ５７ 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４８２－ ４１：４６．８	 ７４．１�
６７ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５５ 太宰 啓介飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５８－ ４１：４７．４３	 ２６７．１�
３３ タッチドヘヴンリー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ４９８－ ５１：４９．１大差 １７３．５
１１ アドマイヤプリンス 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５３４－ ８１：４９．３１� ７２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３３，４８７，９００円 複勝： ６２，３６６，０００円 枠連： ２１，４８１，９００円

馬連： ９７，６３０，６００円 馬単： ５９，３２２，９００円 ワイド： ３７，８１０，１００円

３連複： １２０，００８，３００円 ３連単： ２３４，０５１，２００円 計： ６６６，１５８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ２９０円 � ２００円 枠 連（５－８） １，１３０円

馬 連 �� １，７１０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ３２０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ２，６３０円 ３ 連 単 ��� １２，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３３４８７９ 的中 � ９５５２１（１番人気）
複勝票数 計 ６２３６６０ 的中 � １８３２１３（１番人気）� ４３１５６（６番人気）� ７４０５６（４番人気）
枠連票数 計 ２１４８１９ 的中 （５－８） １４０４９（６番人気）
馬連票数 計 ９７６３０６ 的中 �� ４２２８３（７番人気）
馬単票数 計 ５９３２２９ 的中 �� １６６９８（１０番人気）
ワイド票数 計 ３７８１０１ 的中 �� １５５７２（７番人気）�� ３２３５２（３番人気）�� ６８１３（１７番人気）
３連複票数 計１２０００８３ 的中 ��� ３３７９７（１０番人気）
３連単票数 計２３４０５１２ 的中 ��� １３７５６（４３番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．３―１１．７―１１．９―１１．８―１１．４―１１．６―１１．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．４―３６．１―４８．０―５９．８―１：１１．２―１：２２．８―１：３３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンミロティック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１０．１１．７ 京都４着

２００８．２．２２生 �４栗 母 ス タ ー ミ ー 母母 Caerlina １４戦４勝 賞金 ５５，４７７，０００円
〔騎手変更〕 アドマイヤプリンス号の騎手小牧太は，第３競走での馬場入場後の落馬負傷のため安藤勝己に変更。
※タッチドヘヴンリー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３１０２２１１月４日 晴 良 （２４京都５）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�

とげつきょう

渡月橋ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

６９ ナガラオリオン 牡３鹿 ５６ 国分 優作長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 ４６４± ０１：２３．２ ６．９�

５７ メイショウマシュウ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ５２０－ ２１：２３．３� ２．４�
７１２ アドマイヤサガス 牡４青 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１２－ ２１：２３．４� ５．６�
４５ タイセイシュバリエ 牡３芦 ５６ 和田 竜二田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋１２ 〃 アタマ ８．３�
３４ アイディンパワー 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８６＋ ２１：２３．７２ ３９．７�
８１３ ムスタングリーダー 牡５芦 ５７ M．デムーロ杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４４６＋ ６１：２３．８クビ ４２．４�

（伊）

２２ セイカプリコーン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４９０＋１０ 〃 ハナ ９．１�
１１ ラガーリンリン 牝５芦 ５５ 幸 英明奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４８８－ ８ 〃 アタマ ３０．８	
５８ スピルオーバー 牡５栗 ５７ 秋山真一郎村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５５６＋１６１：２３．９� １９．９

８１４ ケージーハヤブサ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ５０２－ ６１：２４．１� ８．０�
７１１ メトロノース 牡６芦 ５７ 池添 謙一 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９２± ０１：２４．３１	 １２１．１
６１０
 ズ ン ダ モ チ 牡６芦 ５７ 藤岡 佑介吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５３６± ０１：２４．８３ ７２．７�
４６ ユジェニックブルー 牡５黒鹿５７ 国分 恭介 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５２８＋ ６１：２４．９� ２８６．７�
３３ シルクデイブレイク 牡５鹿 ５７ 芹沢 純一有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４８６＋ ２１：２６．８大差 ３１９．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４０，３０６，１００円 複勝： ６９，７２３，９００円 枠連： ２５，６７９，８００円

馬連： １３５，４４１，０００円 馬単： ８１，７５２，３００円 ワイド： ５０，０５１，５００円

３連複： １７８，００１，４００円 ３連単： ３１８，４５０，２００円 計： ８９９，４０６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（５－６） ６４０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ４４０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ７，５００円

票 数

単勝票数 計 ４０３０６１ 的中 � ４６６３９（３番人気）
複勝票数 計 ６９７２３９ 的中 � ９６３０３（２番人気）� １９６４１１（１番人気）� ９３１３９（３番人気）
枠連票数 計 ２５６７９８ 的中 （５－６） ２９９５２（１番人気）
馬連票数 計１３５４４１０ 的中 �� １３１７６０（１番人気）
馬単票数 計 ８１７５２３ 的中 �� ２８８１４（８番人気）
ワイド票数 計 ５００５１５ 的中 �� ４１８０９（１番人気）�� ２６３５５（４番人気）�� ４０１３７（２番人気）
３連複票数 計１７８００１４ 的中 ��� １２９６３９（１番人気）
３連単票数 計３１８４５０２ 的中 ��� ３１３３６（９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１１．９―１２．１―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．４―４６．３―５８．４―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナガラオリオン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 トワイニング デビュー ２０１１．１０．２３ 京都１着

２００９．４．２生 牡３鹿 母 オオシマセリーヌ 母母 オオシマエリーヌ ９戦４勝 賞金 ５３，７４６，０００円
〔騎手変更〕 ナガラオリオン号の騎手安藤勝己は，負傷のため国分優作に変更。
※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



３１０２３１１月４日 晴 良 （２４京都５）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第３回みやこステークス（ＧⅢ）

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５６�，牝馬２�減，２３．１１．５以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２３．１１．４以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１２ ローマンレジェンド 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２１：４９．６ １．４�

４８ ニホンピロアワーズ 牡５青鹿５８ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 ５３６＋１１ 〃 クビ １２．３�
３６ ホッコータルマエ 牡３鹿 ５５ 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム ４９０－ ６１：４９．７クビ １８．９�
２３ タガノロックオン 牡４栗 ５６ 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１４± ０１：４９．８� １２２．２�
２４ グラッツィア 牡４鹿 ５６ 和田 竜二山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４１：４９．９� １２２．３�
７１３ グレープブランデー 牡４黒鹿５８ M．デムーロ �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B５２８＋ ４１：５０．０� １５．９�

（伊）

５９ フサイチセブン 牡６鹿 ５７ 福永 祐一林 進氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４９２＋ ２１：５０．４２� ４８．９	
６１２ ナイスミーチュー 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二
ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ２１：５０．９３ ２３．１�
４７ リバティバランス 牡５黒鹿５６ 秋山真一郎吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B５５０－ ４１：５１．０クビ ４０１．３�
７１４ ハタノヴァンクール 牡３栗 ５７ 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 ４９８＋ ５１：５１．１� ５．６
８１６	 ファリダット 牡７青鹿５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４８２－ ２１：５１．３１� ３８．８�
３５ 	 メダリアビート 牡６黒鹿５６ 太宰 啓介門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. ４７６＋ ６１：５１．４� ５５２．４�
５１０ オースミイチバン 牡３栗 ５６ 川島 信二
オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５０２－ ２ 〃 アタマ ６５．４�
１１ サンライズモール 牡５栗 ５６ 川須 栄彦松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B４８０－ ４１：５１．６１
 １３８．４�
８１５ メイショウエバモア 牡５芦 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５３０＋ ４１：５２．１３ ２３５．０�
６１１ ヒラボクキング 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介
平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５２２－１６１：５２．６３ ５５．８�

（１６頭）

売 得 金
単勝： １５７，０６９，７００円 複勝： ４００，４６６，４００円 枠連： １０４，４３６，２００円 馬連： ４７０，６３８，５００円 馬単： ３４０，１２３，６００円

ワイド： １８４，６７２，７００円 ３連複： ６８６，５３３，８００円 ３連単： １，７４４，７３５，８００円 ５重勝： ８５１，５１９，５００円 計： ４，９４０，１９６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � ３４０円 枠 連（１－４） ６２０円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ４４０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� ２，４６０円 ３ 連 単 ��� ６，６１０円

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

キャリーオーバー なし����� ５，８７３，１００円

票 数

単勝票数 計１５７０６９７ 的中 � ９０９２２３（１番人気）
複勝票数 計４００４６６４ 的中 � ２７３２７５４（１番人気）� ２１１６４７（３番人気）� １１４１６６（５番人気）
枠連票数 計１０４４３６２ 的中 （１－４） １２４５３０（２番人気）
馬連票数 計４７０６３８５ 的中 �� ５１７３６５（２番人気）
馬単票数 計３４０１２３６ 的中 �� ２８４６９３（２番人気）
ワイド票数 計１８４６７２７ 的中 �� １８６３８９（２番人気）�� １０４５１６（４番人気）�� ２３７６２（１７番人気）
３連複票数 計６８６５３３８ 的中 ��� ２０６０２１（７番人気）
３連単票数 計１７４４７３５８ 的中 ��� １９４８４２（１８番人気）
５重勝票数 計８５１５１９５ 的中 ����� １０７

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．２―３５．６―４７．８―５９．９―１：１２．１―１：２４．６―１：３７．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローマンレジェンド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１１．１．５ 京都３着

２００８．２．２４生 牡４黒鹿 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend １１戦８勝 賞金 １５９，２２４，０００円
〔騎手変更〕 ナイスミーチュー号の騎手小牧太は，第３競走での馬場入場後の落馬負傷のため藤田伸二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 ウインペンタゴン号・サンディエゴシチー号・ストロングガルーダ号・セイカアレグロ号・トーホウチェイサー号・

ハートビートソング号・ボレアス号・メテオロロジスト号
※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。

３１０２４１１月４日 晴 良 （２４京都５）第２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）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

６８ バ ー バ ラ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 ４３４－１０１：０８．２ １．６�

５６ アルーリングライフ 牝５鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二 �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 ４８６－ ２ 〃 クビ ６．８�
５７ メイショウイザヨイ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 ５０２± ０１：０８．５１� ４．４�
３３ マイネショコラーデ 牝４青鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－１０１：０８．７１� １９．６�
１１ イントゥザストーム 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４０４－ ６ 〃 クビ １４．６�
４４ マストバイアイテム 牝５黒鹿５５ 幸 英明�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４６６－ ８ 〃 ハナ ２４．８	
８１２ メイショウバレーヌ 牝８栗 ５５ 藤岡 佑介松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４８０＋ ８１：０８．９１ １６２．７

７１０� ハートランドノリカ 牝７黒鹿 ５５

５２ ▲水口 優也豊田 稔氏 千田 輝彦 浦河 小椋 智 ４８０＋ ８ 〃 ハナ ３２５．６�
８１３ テーオールネサンス 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４９０＋ ６１：０９．２１� ６０．７�
２２ ローブドヴルール 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４７６－１２１：０９．６２� １６０．０
６９ スターゲイジング 牝３黒鹿５４ 石神 深一�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８４＋ ２１：０９．８１� １２３．３�
７１１ キルシュバウム 牝５栗 ５５ 秋山真一郎ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４４０－ ４１：１０．１１� ２３６．２�
４５ ニホンピロシュラブ 牝５鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B４７４＋ ４１：１０．４１� ２１．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５８，１６０，７００円 複勝： ８２，３５４，５００円 枠連： ４３，１３５，５００円

馬連： １３７，９２８，９００円 馬単： １２４，１３７，０００円 ワイド： ５８，９７５，５００円

３連複： １８３，７５０，７００円 ３連単： ５３４，２０３，１００円 計： １，２２２，６４５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（５－６） １９０円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １７０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 ��� １，９００円

票 数

単勝票数 計 ５８１６０７ 的中 � ２９２３２５（１番人気）
複勝票数 計 ８２３５４５ 的中 � ３６５７６０（１番人気）� ８８５０６（３番人気）� １２４１５１（２番人気）
枠連票数 計 ４３１３５５ 的中 （５－６） １７１１４０（１番人気）
馬連票数 計１３７９２８９ 的中 �� １９６８８３（２番人気）
馬単票数 計１２４１３７０ 的中 �� １３９１２５（２番人気）
ワイド票数 計 ５８９７５５ 的中 �� ５９５１２（２番人気）�� １０５１２３（１番人気）�� ３１１４１（６番人気）
３連複票数 計１８３７５０７ 的中 ��� ２６８７２７（１番人気）
３連単票数 計５３４２０３１ 的中 ��� ２０７９６４（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１０．８―１１．３―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３３．７―４５．０―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ー バ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２０１２．５．５ 京都４着

２００９．６．５生 牝３黒鹿 母 ディキシーランドジェム 母母 Allusion ４戦３勝 賞金 ２２，６５０，０００円
〔騎手変更〕 テーオールネサンス号の騎手小牧太は，第３競走での馬場入場後の落馬負傷のため川須栄彦に変更。

５レース目



（２４京都５）第２日 １１月４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

２４０，０４０，０００円
８，７００，０００円
１，６８０，０００円
２１，５８０，０００円
６１，２０４，５００円
５，６００，８００円
１，７１８，４００円

勝馬投票券売得金
４５９，５９４，９００円
８９５，４２４，５００円
３１４，４３５，８００円
１，２０２，０４９，０００円
８７３，３４５，３００円
５０８，２５２，９００円
１，７０３，０１６，３００円
３，７０９，６０２，８００円
８５１，５１９，５００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 １０，５１７，２４１，０００円

総入場人員 ２１，４６９名 （有料入場人員 １９，４０７名）


