
３００４７１０月１６日 晴 稍重 （２３京都５）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第１６回秋 華 賞（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
京都市長賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ８９，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，９００，０００円
付 加 賞 ３，８２２，０００円 １，０９２，０００円 ５４６，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：５６．８
１：５６．４
１：５８．１

良

良

良

２４ アヴェンチュラ 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４１：５８．２ ３．１�

１１ キョウワジャンヌ 牝３栗 ５５ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４６８－ ２１：５８．４１� ２２．２�
６１２ ホエールキャプチャ 牝３芦 ５５ 池添 謙一嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋ ２１：５８．６１� ２．２�
７１３ ア カ ン サ ス 牝３青 ５５ 横山 典弘魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３６＋ ２１：５８．７� ６８．８�
１２ リ ヴ ァ ー レ 牝３黒鹿５５ 江田 照男エデンアソシエーション 牧 光二 新冠 川島牧場 ４５４－ ６ 〃 クビ １０２．８�
４８ デルマドゥルガー 牝３鹿 ５５ 武 豊浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４９２＋ ２１：５８．８� ２１．８�
８１８ マルセリーナ 牝３鹿 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：５９．０１� ８．３	
２３ リトルダーリン 牝３黒鹿５５ 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス
 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４１２± ０１：５９．２１� １３１．０�
４７ マイネソルシエール 牝３栗 ５５ 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４５０－ ２１：５９．４１� ２５０．５�
５９ エリンコート 牝３黒鹿５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：５９．５� １８．３
３５ フレンチボウ 牝３鹿 ５５ 和田 竜二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４５４－１２１：５９．６� ２４６．３�
８１７ レッドエレンシア 牝３黒鹿５５ 田中 勝春 
東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４３０＋ ２１：５９．８１� ９６．０�
５１０ スピードリッパー 牝３栗 ５５ 北村 宏司吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５４－１０２：００．５４ １３９．０�
８１６ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５５ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ６ 〃 クビ ２２．８�
７１５ マイネイサベル 牝３鹿 ５５ 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４５８－ ２２：００．８１� １６．１�
６１１ ゼフィランサス 牝３青 ５５ 柴原 央明�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 ４２２＋ ８２：００．９� ２４７．１�
３６ ピュアブリーゼ 牝３栗 ５５ 柴田 善臣 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３８± ０２：０１．０� ２９．９�
７１４ メモリアルイヤー 牝３栗 ５５ 浜中 俊西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４７８＋１６ 〃 ハナ ２１２．０�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ３５１，７９７，７００円 複勝： ４３０，２０５，４００円 枠連： ３０９，６１５，６００円 馬連： １，６１０，９１９，７００円 馬単： １，０１５，０１７，０００円

ワイド： ４１８，８３０，６００円 ３連複： ２，０２７，１５８，８００円 ３連単： ４，９８４，０７０，９００円 ５重勝： １，２０６，７５１，９００円 計： １２，３５４，３６７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � ３６０円 � １１０円 枠 連（１－２） ２，８４０円

馬 連 �� ３，１００円 馬 単 �� ４，２５０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� １７０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，７２０円 ３ 連 単 ��� １２，６８０円

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

キャリーオーバー なし����� １，２２３，３３０円

票 数

単勝票数 計３５１７９７７ 的中 � ８９８２１３（２番人気）
複勝票数 計４３０２０５４ 的中 � ８２７０７９（２番人気）� １５１４４１（７番人気）� １９１３５７５（１番人気）
枠連票数 計３０９６１５６ 的中 （１－２） ８０６７３（１１番人気）
馬連票数 計１６１０９１９７ 的中 �� ３８４２８７（１１番人気）
馬単票数 計１０１５０１７０ 的中 �� １７６３６６（１５番人気）
ワイド票数 計４１８８３０６ 的中 �� ９８２２２（１１番人気）�� ８３４３８２（１番人気）�� １４９０６８（５番人気）
３連複票数 計２０２７１５８８ 的中 ��� ８７０４６９（３番人気）
３連単票数 計４９８４０７０９ 的中 ��� ２９０２５２（２９番人気）
５重勝票数 計１２０６７５１９ 的中 ����� ７２８

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１１．８―１１．９―１２．２―１１．９―１２．１―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．４―５８．３―１：１０．５―１：２２．４―１：３４．５―１：４６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．８
１
３

１４－（４，１１）（６，１６）（１，３，１２）（２，７，１０，１５）１７，８，１８，９－１３，５
１４＝１１，４，６（１，３，１６）（２，７，１２）（１０，１５，９）（８，１７）（１３，１８）－５

２
４
１４＝１１，４，６，１６（１，３，１２）（７，１０，１５）２，１７（９，８）１８，１３，５
１４－４（１，１１）（３，６，１２）（１６，９）（２，７）（１０，１５）１７（１３，８）１８，５

勝馬の
紹 介

アヴェンチュラ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．６．２０ 阪神１着

２００８．３．７生 牝３鹿 母 アドマイヤサンデー 母母 ムーンインディゴ ６戦４勝 賞金 １７９，２２０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アドマイヤセプター号・アフォリズム号・グルヴェイグ号・ディアアプローズ号・ドナウブルー号・

ハッピーグラス号・ビッグスマイル号・マイネジャンヌ号・メーヴェ号

３００４８１０月１６日 晴 重 （２３京都５）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�京都オータムプレミアム

発走１６時２５分 （ダート・右）
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 １７，７００，０００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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

３４ オオトリオウジャ 牡５鹿 ５７ 小牧 太鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５０６－ ４１：２２．６ １５．８�

８１４ インペリアルマーチ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５６２± ０１：２２．８１� １．３�
６９ アドマイヤサガス 牡３青 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１２－ ６１：２３．４３� ２５．２�
１１ トウショウカズン 牡４鹿 ５７ 国分 優作トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５２８－ ６１：２３．７２ ９．６�
４６ シゲルソウウン 	４栗 ５７ 柴田 善臣森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ５２４＋１２ 〃 アタマ ４４．８�
７１２ メイショウデイム 牝４黒鹿５５ 武 豊松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４５４± ０１：２３．８� ７．７	
７１１
 キングオブヘイロー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 ４７２－ ８１：２３．９� ６０．７

６１０ スピードアタック 牡６青鹿５７ 高田 潤齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５０２－１０１：２４．１１� ３５９．７�
３３ ウインプレミアム 牡７芦 ５７ 北村 宏司�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４８８－ ２１：２４．３１ ２７１．３�
５８ トウショウクエスト 牡６栗 ５７ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３８＋ ８１：２４．４� ７７．２
８１３ フェイムロバリー 牡６鹿 ５７ 川田 将雅広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 B４９２＋ ４１：２４．５クビ １００．２�
２２ メイショウイッキ 牡６鹿 ５７ 石橋 守松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ２３０．７�
４５ ハードウォン 牡５鹿 ５７ 浜中 俊津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４７８－ ４１：２５．０３ ３１４．９�
５７ � キョウエイバサラ 牡３芦 ５５ 後藤 浩輝田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock ５１０－ ２１：２５．５３ ５９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ８９，４９０，６００円 複勝： ２４５，６４９，１００円 枠連： ５３，４３３，６００円

馬連： ２１５，１３７，３００円 馬単： １８９，５８５，４００円 ワイド： ９５，９４１，４００円

３連複： ２７９，２２３，４００円 ３連単： ８６７，１１４，１００円 計： ２，０３５，５７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � ３００円 枠 連（３－８） ７３０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� ３，１４０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １，２１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 ��� ２４，９６０円

票 数

単勝票数 計 ８９４９０６ 的中 � ４７５７３（４番人気）
複勝票数 計２４５６４９１ 的中 � １２３３４２（４番人気）� １６９１２０７（１番人気）� ９７２８４（５番人気）
枠連票数 計 ５３４３３６ 的中 （３－８） ５７４２２（３番人気）
馬連票数 計２１５１３７３ 的中 �� ２２７１７１（３番人気）
馬単票数 計１８９５８５４ 的中 �� ４７５０６（９番人気）
ワイド票数 計 ９５９４１４ 的中 �� ９６７５９（３番人気）�� １８３４８（１３番人気）�� ６１８９９（４番人気）
３連複票数 計２７９２２３４ 的中 ��� ８９７５７（７番人気）
３連単票数 計８６７１１４１ 的中 ��� ２７３７４（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．３―３４．６―４６．１―５８．０―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オオトリオウジャ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１０．２５ 東京１着

２００６．３．２６生 牡５鹿 母 オオトリヘプバーン 母母 ミラクルミユキ ２３戦５勝 賞金 ８１，３８４，０００円

５レース目


