
１３０３７ ５月３日 曇 良 （２１京都３）第４日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１６ ピサノルビー 牝３黒鹿５４ 武 豊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４７６＋ ４１：５４．１ １．８�

６１２ アドマイヤインディ 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４４４＋１０１：５４．２� ２７．５�
４８ カ ス ガ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝高山 裕基氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５０＋ ２１：５４．３� ７５．９�
２３ ミルフィアタッチ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一飯田 正剛氏 西園 正都 静内 千代田牧場 ４４８＋ ４１：５４．７２� ４．０�
７１３ プリンセスペスカ 牝３栗 ５４ 角田 晃一山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４５８＋ ８１：５４．８� ８．７�
４７ フィロンルージュ 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ６１：５５．１１� １０．８�
３６ ローザレーヌ 牝３青鹿５４ 幸 英明エデンアソシエーション 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４３０＋ ２ 〃 ハナ ４４．５	
１２ レ テ ィ セ ラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ３９８＋１０１：５５．３１� ４２．４

３５ キャリコローズ 牝３鹿 ５４ 小牧 太鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４６０± ０１：５５．４� １６．３�
５９ マリエンケーファー 牝３鹿 ５４ 木村 健�日進牧場 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４６２＋ ２１：５５．５クビ １１４．３�

（兵庫）

２４ ブルーパフューム 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４２０－２４１：５５．８２ ２７１．０
８１５ テイエムミチシオ 牝３栗 ５４

５２ △田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 門別 藤本ファーム ４２４＋ ２１：５６．５４ ３８６．８�
１１ メイショウケイセイ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好�氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ４７２ ―１：５６．７１� ２９．３�
５１０ プラセンティア 牝３黒鹿 ５４

５２ △荻野 琢真 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４００± ０１：５７．０２ ２１５．４�
７１４ ラブリーカール 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 田所 清広 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４２６± ０１：５７．４２� ５０６．５�
６１１ シルキーブリス 牝３栗 ５４ 松岡 正海有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４５４ ―１：５７．６１ １８２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５９４，１００円 複勝： ４４，９４６，０００円 枠連： １８，５３２，２００円

普通馬連： ５８，８３６，６００円 馬単： ５３，１８１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２４８，５００円

３連複： ８４，２５０，３００円 ３連単： １３９，３６４，９００円 計： ４４４，９５４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ５９０円 � １，０７０円 枠 連（６－８） ２，３１０円

普通馬連 �� ２，１６０円 馬 単 �� ２，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� １，８２０円 �� １１，２１０円

３ 連 複 ��� ２７，７５０円 ３ 連 単 ��� ７８，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２１５９４１ 的中 � ９９９７９（１番人気）
複勝票数 計 ４４９４６０ 的中 � ２３６１００（１番人気）� １０９２４（６番人気）� ５６１３（１０番人気）
枠連票数 計 １８５３２２ 的中 （６－８） ５９２６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ５８８３６６ 的中 �� ２０１５２（７番人気）
馬単票数 計 ５３１８１９ 的中 �� １３２８０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２４８５ 的中 �� ６１７８（８番人気）�� ３２８９（１８番人気）�� ５１４（５４番人気）
３連複票数 計 ８４２５０３ 的中 ��� ２２４１（６２番人気）
３連単票数 計１３９３６４９ 的中 ��� １３１３（１９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．９―３７．３―５１．１―１：０４．１―１：１６．７―１：２９．１―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．４
１
３
１，７（５，１６）６（２，１３，１５）（９，１０，１１）（３，１２）（４，８）１４・（１，８）（７，１６）（５，１２）（６，１３）（２，９）（３，１１，１５）（４，１０）－１４

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

勝馬の
紹 介

ピサノルビー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００９．２．１５ 京都３着

２００６．４．２９生 牝３黒鹿 母 ペ ル ヴ ィ ア 母母 Valthea ５戦１勝 賞金 １２，８００，０００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 プロテクトジアース号
※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。



１３０３８ ５月３日 曇 良 （２１京都３）第４日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

３５ ピサノプレミアム 牡３鹿 ５６ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ４１：１２．６ １７．７�

７１２ ファンドリカップ 牡３芦 ５６ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社
松田牧場 ４８２－ ６１：１２．８１� ７．５�

２２ マイプラーナ 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４７６ ―１：１２．９� ４．５�
７１３ メテオストリーム 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８± ０１：１３．０クビ ３．２�
６１１ スナークレナード 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４８６＋ ２１：１３．２１� ４０．３�
５８ オモイノママニ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫西村新一郎氏 境 直行 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３２＋ ６１：１３．４１� ４０．１�

（愛知）

３４ チ ェ ン ジ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８０－ ８１：１３．６１� １０．７	
５９ オウドウリーチ 牡３黒鹿 ５６

５４ △荻野 琢真��昭牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ５０４－１０１：１３．７クビ ３７．５

８１５ バンダムヴィーヴォ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４１４＋ ８１：１３．９１� ３１０．７�
４７ トウケイシャイン 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦木村 信彦氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４４８± ０１：１４．３２� １０１．８�
６１０ ウィニングスズカ 牡３芦 ５６

５４ △田中 健永井商事 野村 彰彦 新ひだか 岡野牧場 ４７４＋ ４１：１４．６１� ３０８．３�
８１４ リーディングパート 牡３青鹿５６ 池添 謙一�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４８０＋ ４１：１５．１３ ３３．２�
４６ ライブリフラワー 牝３黒鹿５４ 石橋 守加藤 哲郎氏 佐山 優 新冠 �渡 信義 ４０２－１２１：１５．２� ３１２．５�
２３ ワシントンハスキー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅吉田 和美氏 村山 明 新ひだか 福岡 清 ４７８－１０１：１５．６２� ４．０�
１１ テイエムイタンジ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義竹園 正繼氏 木原 一良 三石 本桐牧場 ５１６－ ４１：１５．７� １５．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，３４２，９００円 複勝： ２８，２３２，０００円 枠連： ２３，９４９，８００円

普通馬連： ５７，５３６，８００円 馬単： ４１，７４３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３６９，４００円

３連複： ８１，４９０，５００円 ３連単： １１０，６０９，０００円 計： ３８５，２７３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ４４０円 � ２５０円 � ２３０円 枠 連（３－７） ６７０円

普通馬連 �� ５，６３０円 馬 単 �� １２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� １，１２０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ８，７５０円 ３ 連 単 ��� ７７，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２０３４２９ 的中 � ９０８３（７番人気）
複勝票数 計 ２８２３２０ 的中 � １４７７１（６番人気）� ３２１４６（４番人気）� ３５６７８（３番人気）
枠連票数 計 ２３９４９８ 的中 （３－７） ２６５８２（２番人気）
普通馬連票数 計 ５７５３６８ 的中 �� ７５４８（２０番人気）
馬単票数 計 ４１７４３５ 的中 �� ２４７３（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３６９４ 的中 �� ３１３５（２０番人気）�� ４７１１（１１番人気）�� ５８０７（９番人気）
３連複票数 計 ８１４９０５ 的中 ��� ６８７７（２９番人気）
３連単票数 計１１０６０９０ 的中 ��� １０５９（２４３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．７―１１．９―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．４―４７．３―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピサノプレミアム �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．１１．１５ 京都４着

２００６．４．１３生 牡３鹿 母 ラ グ ナ セ カ 母母 Topicount ４戦１勝 賞金 ７，３５０，０００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。



１３０３９ ５月３日 曇 良 （２１京都３）第４日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時２５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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

２２ フロムジオリエント 牡３青鹿５６ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５０６－ ６２：０２．２ １．４�

８８ ブリリアントレイ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠下河辺隆行氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４６２－ ６２：０２．９４ ５．０�
６６ マイネエアリー 牝３栗 ５４ 角田 晃一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５４± ０ 〃 ハナ ３７．６�
５５ キセキノミノル 牡３青 ５６ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８６－１０２：０３．０クビ １３．４�
３３ エアザゲーム 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 ５２４ ―２：０３．４２� ７．５�
１１ フェリスホイール 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 加藤 敬二 千歳 社台ファーム B４７４＋１０２：０３．５� １８．６	
４４ テイエムワカジシ 牡３栗 ５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 長谷川牧場 ５２８ ―２：０４．６７ ９０．５

８９ ターンオーバー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介深見 敏男氏 田所 清広 浦河 高昭牧場 ４６８－ ４２：０４．８１� １１８．５�
７７ � マイレボルーション 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介�須野牧場 藤岡 健一 米 Donald R. Dizney

& Wayne Carse ５１４－ ６２：０５．１１� ４４．７

（９頭）

売 得 金

単勝： ２１，１８０，５００円 複勝： ５９，６８１，８００円 枠連： １２，４９１，８００円

普通馬連： ４３，６７２，２００円 馬単： ５０，２４３，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２９７，３００円

３連複： ５０，９３５，６００円 ３連単： １６３，７６４，１００円 計： ４１９，２６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � ３５０円 枠 連（２－８） ２００円

普通馬連 �� ２１０円 馬 単 �� ２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ３１０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� １，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２１１８０５ 的中 � １２２５９９（１番人気）
複勝票数 計 ５９６８１８ 的中 � ４５７７７６（１番人気）� ５２９３５（２番人気）� １０４８５（６番人気）
枠連票数 計 １２４９１８ 的中 （２－８） ４７０７８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４３６７２２ 的中 �� １５７０９５（１番人気）
馬単票数 計 ５０２４３３ 的中 �� １２９２５２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２９７３ 的中 �� ５３８４７（１番人気）�� １０９８３（５番人気）�� ４３２３（１０番人気）
３連複票数 計 ５０９３５６ 的中 ��� ４０３６７（４番人気）
３連単票数 計１６３７６４１ 的中 ��� ６３４７１（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．７―１３．０―１２．６―１２．７―１２．１―１１．５―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．５―３７．２―５０．２―１：０２．８―１：１５．５―１：２７．６―１：３９．１―１：５０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フロムジオリエント �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．２．２２ 小倉２着

２００６．５．１５生 牡３青鹿 母 オウリエット 母母 Rose de Crystal ４戦１勝 賞金 ９，８５０，０００円



１３０４０ ５月３日 曇 良 （２１京都３）第４日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時１５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
１：３１．５

良

良

２３ ハギノトラスト 牝３栃栗５４ 安藤 勝己安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４４０± ０１：３４．７ ２．２�

４７ マルブツジャンボ 牡３芦 ５６ 武 豊大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ５３８－ ２１：３４．８� ６．１�
３５ キャニオンブラウン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ６１：３４．９� ３．４�
３６ クールヴァンクル 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４２６－ ４１：３５．４３ １９．４�
６１２ デ ア モ ン ト 牡３栗 ５６ 松岡 正海岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 筒井 征文 ４８６＋１０１：３５．５� ４２．９�
１１ シースピアー 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 恭介藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４５６－ ８１：３５．６� １３４．９�
１２ スプリングカエサル 牡３黒鹿５６ 福永 祐一加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４６４－ ２ 〃 ハナ ４２．５	
７１４ キクノアキレス 牡３黒鹿５６ 幸 英明菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 金石牧場 ４７０＋ ４１：３５．７クビ １２５．３

８１５ エーシンカハナモク 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介平井 宏承氏 野中 賢二 三石 下屋敷牧場 ４３８± ０１：３６．０２ １３．４�
７１３ オートホワイティ 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ４１８－ ２１：３６．１クビ １２２．４�
２４ トーホウホープ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝東豊物産 柴田 光陽 静内 静内酒井牧場 ４１８－１２ 〃 クビ １８．１�
５９ トーホウメジャー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊東豊物産 白井 寿昭 浦河 バンダム牧場 ４６６＋ ２１：３６．２� ４７．０�
８１６ トウショウデザイア 牡３鹿 ５６ 池添 謙一トウショウ産業 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４４＋ ２１：３６．４１ １６．３�
４８ キクカジュピター 牡３栗 ５６ 小林 徹弥飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４８－１２１：３６．６１ ２６３．３�
５１０ シ ン ア イ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫服部 新平氏 吉岡 八郎 日高 日西牧場 ４５２－ ２１：３６．９２ ２９５．１�

（愛知）

６１１ マスタークラウン 牡３鹿 ５６ 石橋 守�三嶋牧場 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ ２６０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１４３，１００円 複勝： ２４，２１７，０００円 枠連： ２０，５２７，６００円

普通馬連： ５８，２０４，１００円 馬単： ４６，１３０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３５１，９００円

３連複： ７７，９８４，０００円 ３連単： １２６，６７９，２００円 計： ３９６，２３７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（２－４） ６１０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� １８０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� ２，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２０１４３１ 的中 � ７２９５３（１番人気）
複勝票数 計 ２４２１７０ 的中 � ８１８９２（１番人気）� ３０８４５（３番人気）� ４３４３５（２番人気）
枠連票数 計 ２０５２７６ 的中 （２－４） ２５１２２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５８２０４１ 的中 �� ６８６４２（２番人気）
馬単票数 計 ４６１３０７ 的中 �� ３５３４４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３５１９ 的中 �� １８２５１（２番人気）�� ３６４３６（１番人気）�� １２９１９（３番人気）
３連複票数 計 ７７９８４０ 的中 ��� ９３９８４（１番人気）
３連単票数 計１２６６７９２ 的中 ��� ３５７４３（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．７―４７．０―５８．８―１：１０．８―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハギノトラスト �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 デ イ ク タ ス デビュー ２００９．４．１９ 阪神２着

２００６．５．１６生 牝３栃栗 母 サベージレディ 母母 ダイナサベージ ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１３０４１ ５月３日 曇 良 （２１京都３）第４日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時４５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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４８ ドクターラオウ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５２２＋ ２１：２４．３ ２．７�

６１２ ティアップワイルド 牡３栗 ５６ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５２０＋ ２１：２４．４� ４．３�
３６ シーポラリス 牡３栗 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４６４＋ ２１：２４．５� ８．０�
２３ バンドゥロンシャン 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：２４．７１� ６．５�
７１４� ヒシアカデミー 牡３青鹿５６ 角田 晃一阿部雅一郎氏 河内 洋 米

Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

５０８－ ２１：２４．８� ２１．５�
６１１ プライムパレス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５６０± ０１：２５．４３� １７．０	
１２ メイショウオーラ 牡３芦 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ５０６－ ２１：２５．７１	 ６．６

５１０ キクノセンヒメ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４６０± ０ 〃 クビ １６７．５�
１１ シークロノス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５０４－ ６１：２５．９１� ４５．０�
８１６ オーゴンシャトル 牡３栗 ５６ 幸 英明永田 清男氏 河内 洋 浦河 酒井牧場 ４８６＋ ２１：２６．１１� １０７．７
７１３ シュンハレン 牡３黒鹿 ５６

５４ △田中 健石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４８８± ０１：２６．２クビ ２１６．８�
３５ アスカノヨアケ 牡３鹿 ５６ 小牧 太平口 信行氏 境 直行 浦河 ハッピーネ

モファーム ４４４＋ ４ 〃 ハナ ３７．０�
４７ 
 ジツリキテイオー 牡３鹿 ５６ 木村 健河合實貴男氏 田中 範雄 日高 大矢牧場 ４２４－１８１：２６．３� １８４．４�

（兵庫） （兵庫）

５９ 
 トミノペガサス 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫冨藤 敏男氏 藤田 正治 新冠 安達 洋生 ４８６＋ ６ 〃 クビ １４２．８�
（笠松） （愛知）

２４ アドマイヤランサム 牡３芦 ５６ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４１２± ０１：２６．７２� ２５．７�
８１５ ウォリナーイモン 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦井門 敏雄氏 柴田 光陽 門別 坂 牧場 ４８０－ ４１：２６．８クビ ２７７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６６８，１００円 複勝： ３５，３６５，４００円 枠連： １９，７０２，６００円

普通馬連： ７３，２３６，０００円 馬単： ４５，９０９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５３３，１００円

３連複： ８８，５３８，４００円 ３連単： １３３，０７０，６００円 計： ４４３，０２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（４－６） ５２０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３７０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ４，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２２６６８１ 的中 � ６６１６９（１番人気）
複勝票数 計 ３５３６５４ 的中 � ９４２３１（１番人気）� ５３７３６（２番人気）� ５０２４５（３番人気）
枠連票数 計 １９７０２６ 的中 （４－６） ２８４７６（１番人気）
普通馬連票数 計 ７３２３６０ 的中 �� ８５５３０（１番人気）
馬単票数 計 ４５９０９３ 的中 �� ２６６３１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５３３１ 的中 �� ２４３２２（１番人気）�� １６２４２（３番人気）�� １０１９１（５番人気）
３連複票数 計 ８８５３８４ 的中 ��� ４９９９８（１番人気）
３連単票数 計１３３０７０６ 的中 ��� ２００８８（１番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．０―１２．０―１２．５―１２．３―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．９―３４．９―４７．４―５９．７―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドクターラオウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２００９．１．５ 京都１着

２００６．４．２６生 牡３鹿 母 イアラスーベニア 母母 ダイヤノクビカザリ ４戦２勝 賞金 ２０，９０８，０００円
〔発走状況〕 シュンハレン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） ４頭 ケイアイゲンブ号・シンゼンオオジ号・ナムラカイシュウ号・ブルーライジング号
※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。



１３０４２ ５月３日 曇 良 （２１京都３）第４日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時１５分 （芝・右・外）

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 ３５０，０００
３５０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４５ スリーロールス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４９０± ０１：４７．１ ２．５�

７１１ ナリタクリスタル 牡３黒鹿５６ 武 豊�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４＋ ４１：４７．５２� ３．４�

６９ トップゾーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５８＋ ４１：４７．８２ １２．９�
４６ ファミリズム 牝３青鹿５４ 岩田 康誠國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ４９４＋１４１：４７．９� ５．６�
１１ マイベストソング 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６１：４８．０クビ ２７．０�
５８ ジャコスキー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 ５０４＋ ６ 〃 同着 ８．２	
３３ コスモタイムマシン 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 宮本 博 日高 白井牧場 ４３６＋ ４ 〃 クビ ４５．７

６１０ テンシノマズル 牡３鹿 ５６ 北村 浩平杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４４２＋ ４１：４８．３２ ７２．９�
８１３ テ ツ キ セ キ 牡３黒鹿５６ 小牧 太木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３２－ ２１：４８．５１� １８．０�
５７ ステイマックス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４３６－１４１：４８．８２ １０１．４
２２ ミスターエメラルド 牡３黒鹿５６ 角田 晃一加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 荻伏三好フ

アーム ４５４＋１４１：４９．１１� ９６．１�
８１４ トレジャーハント 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 恭介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１０＋ ２ 〃 ハナ １３８．４�
７１２ マジックアロー 牡３鹿 ５６ 幸 英明�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 ４４２－１０１：４９．２クビ ７９．１�
３４ スーパーミノル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 静内 マルショウ牧場 ４２８＋ ４１：５１．６大差 １２４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，６３８，７００円 複勝： ３８，９９９，１００円 枠連： ２１，２０４，４００円

普通馬連： ７８，００６，９００円 馬単： ５４，５９０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１２３，４００円

３連複： ９０，９９２，３００円 ３連単： １５９，０１３，６００円 計： ４９５，５６８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連（４－７） ２９０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ４１０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ３，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２６６３８７ 的中 � ８６１４４（１番人気）
複勝票数 計 ３８９９９１ 的中 � １１３９０６（１番人気）� ９３９１１（２番人気）� ２８０７０（５番人気）
枠連票数 計 ２１２０４４ 的中 （４－７） ５４６８４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８００６９ 的中 �� １４０１４３（１番人気）
馬単票数 計 ５４５９０５ 的中 �� ５３６４４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１２３４ 的中 �� ４１７３０（１番人気）�� １４４８０（５番人気）�� ９５９６（７番人気）
３連複票数 計 ９０９９２３ 的中 ��� ５４１４７（３番人気）
３連単票数 計１５９０１３６ 的中 ��� ２９９４３（５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．４―１２．６―１３．０―１２．２―１１．８―１０．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３５．１―４７．７―１：００．７―１：１２．９―１：２４．７―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーロールス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１０．２６ 京都４着

２００６．４．２６生 牡３鹿 母 スリーローマン 母母 アコニットローマン ８戦２勝 賞金 ２０，３８４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパーミノル号は，平成２１年６月３日まで平地競走に出走できない。



１３０４３ ５月３日 曇 良 （２１京都３）第４日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

４８ クレバーデューク 牡５鹿 ５７ 木村 健田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６４＋ ４１：２１．５ １１．９�
（兵庫）

６１１ トシザコジーン 牝４芦 ５５ 安藤 勝己上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 B４６８＋ ４ 〃 ハナ １３．６�
１１ ドリームゼロワン 牡４栗 ５７ 松岡 正海セゾンレースホース� 加用 正 静内 サンコウ牧場 ５０６－ ４１：２１．７１ ２．６�
６１２ バクシンヒロイン 牝５栗 ５５ 小牧 太岸田 勝宏氏 田所 秀孝 静内 佐竹 学 ４５０＋３０１：２１．９１� ６４．１�
８１６ ドリームローズ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８６－１２ 〃 アタマ １５．４�
２３ � ファンドリキセキ 牡４青鹿５７ 福永 祐一水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 佐々木 恵一 ４８６± ０１：２２．０� ４１．７	
３５ ラッキーバニヤン 牡４栗 ５７ 岩田 康誠津村 靖志氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 ４９２＋ ８１：２２．１� ５．１

８１５� エムテイホムラ 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦山本 治氏 服部 利之 新冠 大狩部牧場 ４６８－ ２１：２２．３１ ３３８．８�
１２ ツインズメモリー 牡４黒鹿５７ 浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 門別 森永牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ５５．２�
８１７ パリスエトランゼル 牝４鹿 ５５ 武 豊 社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５１４－ ２ 〃 ハナ ３．９�
５１０ ドリームガールズ 牝４栗 ５５ 蛯名 正義山本 慎一氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４４４＋ ２ 〃 ハナ ２５．２�
５９ ヤマニンファンシー 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介土井 肇氏 藤岡 健一 新冠 錦岡牧場 ４５６＋ ４１：２２．５１� １９．２�
４７ � タガノバンビーノ 牡４青鹿５７ 安部 幸夫八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 川越牧場 ４６６＋ ４１：２２．６� １２５．３�

（愛知）

３６ � ブライティアパール 牝４栗 ５５
５２ ▲国分 恭介小林 昌志氏 梅田 康雄 門別 細川牧場 ４２０＋ ５ 〃 クビ ３０６．９�

２４ ジョウショーアロー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝熊田 義孝氏 西橋 豊治 静内 野坂牧場 ５０４＋ ６１：２２．７クビ ７１．６�
７１４� アイルイザダイヤ 牝４鹿 ５５ 柴原 央明鈴木 幹次氏 昆 貢 静内 西村 和夫 ４２６＋ ２１：２３．４４ ５６．２�
７１３� リッカブレーブ 牡５鹿 ５７ 幸 英明立花 幸雄氏 須貝 尚介 厚真 阿部 栄乃進 ４５２－ ５１：２３．６１ １８２．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２４，４１６，５００円 複勝： ３７，８０３，４００円 枠連： ２６，０４７，４００円

普通馬連： ８３，１８７，０００円 馬単： ５７，６４１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，５６９，４００円

３連複： １０４，８５１，５００円 ３連単： １７３，４６９，１００円 計： ５３５，９８６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ２６０円 � ３２０円 � １３０円 枠 連（４－６） ５，０２０円

普通馬連 �� ６，７８０円 馬 単 �� １５，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７１０円 �� ５１０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ５，２００円 ３ 連 単 ��� ５６，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２４４１６５ 的中 � １６２４７（４番人気）
複勝票数 計 ３７８０３４ 的中 � ３１０２１（４番人気）� ２３５４１（５番人気）� １１７１７８（１番人気）
枠連票数 計 ２６０４７４ 的中 （４－６） ３８３６（２０番人気）
普通馬連票数 計 ８３１８７０ 的中 �� ９０５７（２１番人気）
馬単票数 計 ５７６４１７ 的中 �� ２７１９（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８５６９４ 的中 �� ３８８９（２０番人気）�� １４５７５（３番人気）�� ９５３８（６番人気）
３連複票数 計１０４８５１５ 的中 ��� １４８８１（１４番人気）
３連単票数 計１７３４６９１ 的中 ��� ２２８１（１４７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１１．８―１１．７―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．３―５８．０―１：０９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
３ １３（１４，１７）９（４，５）（８，１０）６，１１，３，１２，１６，２，１，７－１５ ４ １３，１７（１４，９）５（４，１０）８（６，１１）３（１２，１６）１（２，７）１５

勝馬の
紹 介

クレバーデューク �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 コリムスキー デビュー ２００７．２．２４ 阪神８着

２００４．６．５生 牡５鹿 母 フジノタカコマチ 母母 コビナタヒメ ２０戦２勝 賞金 ２９，１２６，０００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。



１３０４４ ５月３日 曇 良 （２１京都３）第４日 第８競走 ��
��１，８００�

むらさきの

紫 野 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２２ ザサンデーフサイチ 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０６± ０１：４７．２ ５．７�

４５ テイエムアンコール 牡５芦 ５７ 横山 典弘竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４６４＋ ４ 〃 クビ ７．３�
３４ ルールプロスパー 牡４青鹿５７ 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７６＋ ６１：４７．３� ８．７�
３３ タガノファントム 牡５栗 ５７ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６４＋ ２１：４７．５１� ４．１�
４６ ベルフィーチャー 牝５鹿 ５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 中尾 秀正 三石 追分ファーム ４６４＋ ２ 〃 ハナ ５．６�
１１ スズカダーク 牡６鹿 ５７ 浜中 俊永井 啓弍氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ４０．４�
８１３ ラフィナール 牡５鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B５００＋ ２１：４７．７１� ４．５	
５８ セ ン ノ カ ゼ 牡４鹿 ５７ 木村 健河内 孝夫氏 山内 研二 浦河 川越ファーム ４８２＋ ４ 〃 クビ ５６．４


（兵庫）

６１０	 フィックルベリー 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 大久保龍志 米 Shadai Cor-
poration Ltd. ４２８＋ ８１：４７．９１� １７．９�

７１１ マイネルクロイツ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ２１：４８．３２
 ２３．５

５７ ピースキーパー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－ ２１：４８．５１
 ３５．６�

７１２ ボーテセレスト 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦�錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ４２４＋１４１：４８．８１� ２７９．９�
８１４ トムウィンズ 牡４芦 ５７ 後藤 浩輝半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 ４７６＋ ２１：４９．２２
 ９４．３�
６９ ワキノパワー �５鹿 ５７ 角田 晃一脇山 良之氏 坪 憲章 門別 下河辺牧場 ４３０＋ ８１：４９．４１
 １２４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，０６１，１００円 複勝： ５５，４９０，８００円 枠連： ３３，５１５，５００円

普通馬連： １３２，７５１，９００円 馬単： ７６，８８６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，４２１，０００円

３連複： １６７，１２１，７００円 ３連単： ２７４，３３２，５００円 計： ８１２，５８０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２７０円 � ２３０円 � ２９０円 枠 連（２－４） １，０９０円

普通馬連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ４，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� １，２１０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ６，４５０円 ３ 連 単 ��� ３２，０００円

票 数

単勝票数 計 ３４０６１１ 的中 � ４７３２８（４番人気）
複勝票数 計 ５５４９０８ 的中 � ５４３８９（５番人気）� ６９９１１（４番人気）� ４８３４６（６番人気）
枠連票数 計 ３３５１５５ 的中 （２－４） ２２８９０（５番人気）
普通馬連票数 計１３２７５１９ 的中 �� ４２３５３（１３番人気）
馬単票数 計 ７６８８６４ 的中 �� １３４６４（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８４２１０ 的中 �� ９２９４（１４番人気）�� ７７４７（１５番人気）�� １１１８９（１２番人気）
３連複票数 計１６７１２１７ 的中 ��� １９１２６（２０番人気）
３連単票数 計２７４３３２５ 的中 ��� ６３２７（１１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１１．９―１２．５―１２．７―１２．１―１１．５―１１．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３５．８―４８．３―１：０１．０―１：１３．１―１：２４．６―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．１
３ ２（４，７，９）１，６，５，１１（３，１３）８（１２，１４）１０ ４ ・（２，４，７）（１，９）６，５（３，１１，１３）（１２，１０，８）１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ザサンデーフサイチ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１０．２９ 東京３着

２００４．４．５生 牡５黒鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール ７戦３勝 賞金 ３１，１３６，０００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。



１３０４５ ５月３日 曇 良 （２１京都３）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

か み が も

上賀茂ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５９ キングスエンブレム 牡４青 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６１：５０．５ ５．０�

４８ テイエムザエックス 牡６栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 木原 一良 早来 ノーザンファーム ４８８± ０１：５０．９２� ３４．９�
２４ ダイシンオレンジ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ４９０＋ ２１：５１．０� ３．２�
３５ グランプリサクセス 牡５芦 ５７ 小牧 太�グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４６８＋ ２１：５１．３１� １３．７�
７１４ ケアレスウィスパー 牝５栗 ５５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４６２＋１０ 〃 アタマ １４２．６�
５１０ ボクノタイヨウ 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８６± ０１：５１．６１� ３．４	
２３ ソラメンテウナベス 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ４９４± ０１：５１．７� ２０．８

３６ 	 リオサンバシチー 牡９鹿 ５７ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 加

Black Canyou
Thoroughbreds
Ltd.

４９２＋ ４１：５１．８クビ １４２．６�
６１１	 サンワードラン 牡７鹿 ５７ 松岡 正海佐藤 幸彦氏 武藤 善則 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５０４＋ ６１：５２．１２ １７．３�
１２ セフティーステージ 牡７鹿 ５７ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４９２＋ ４１：５２．２クビ ２１２．７�
４７ ハードシーキング 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５０２± ０ 〃 アタマ ２３．５
８１６ ヤマタケゴールデン 牡６栗 ５７ 安部 幸夫山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４８０－ ４１：５２．３クビ ６１．１�

（愛知）

７１３ コロナグラフ 牡４鹿 ５７ 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６ 〃 クビ １０．０�
１１ イアオニードル 牡８鹿 ５７ 木村 健金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５００± ０１：５２．９３� ９４．０�
（兵庫）

８１５ マイプリティワン 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４６４－ ６１：５３．０� ７０．９�
６１２ メイショウエンジン 牡５栗 ５７ 浜中 俊松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４８８－ ８１：５３．２１
 ２２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，３３７，１００円 複勝： ５６，６７９，７００円 枠連： ４７，１６２，０００円

普通馬連： ２１２，６７０，７００円 馬単： １０５，４３５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，４３１，８００円

３連複： ２０１，９７７，５００円 ３連単： ３６３，９４２，７００円 計： １，０７７，６３６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２５０円 � ６１０円 � １５０円 枠 連（４－５） １，３１０円

普通馬連 �� １１，６２０円 馬 単 �� １７，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４８０円 �� ６１０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� １１，６６０円 ３ 連 単 ��� ９５，０５０円

票 数

単勝票数 計 ４０３３７１ 的中 � ６４３０６（３番人気）
複勝票数 計 ５６６７９７ 的中 � ５７４１９（３番人気）� １８０８４（９番人気）� １３５８５７（１番人気）
枠連票数 計 ４７１６２０ 的中 （４－５） ２６５８８（６番人気）
普通馬連票数 計２１２６７０７ 的中 �� １３５０８（２９番人気）
馬単票数 計１０５４３５１ 的中 �� ４３８３（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９４３１８ 的中 �� ３３３２（４０番人気）�� ２１３０３（３番人気）�� ８９６１（１５番人気）
３連複票数 計２０１９７７５ 的中 ��� １２７９０（３９番人気）
３連単票数 計３６３９４２７ 的中 ��� ２８２６（２９０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．５―１２．７―１３．２―１２．７―１２．２―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．１―３５．６―４８．３―１：０１．５―１：１４．２―１：２６．４―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．３
１
３
４（３，８）（９，１３，１６）１（６，１０，１１，１２，１５）－（２，１４）－５，７・（４，８）１３（９，１６）（３，１１，１２）１０（１，１４，１５）２（６，５，７）

２
４

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

キングスエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．４ 京都１着

２００５．２．１２生 牡４青 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ １０戦３勝 賞金 ５７，８５３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



１３０４６ ５月３日 曇 良 （２１京都３）第４日 第１０競走 ��
��３，２００�第１３９回天 皇 賞 （ 春 ）（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

４歳以上；負担重量は，５８�，牝馬２�減
天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １３２，０００，０００円 ５３，０００，０００円 ３３，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，２００，０００円
付 加 賞 ３，９０６，０００円 １，１１６，０００円 ５５８，０００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

３：１３．４
３：１３．４
３：１３．４

良

良

良

１２ マイネルキッツ 牡６栗 ５８ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４９４－ ８３：１４．４ ４６．５�

２４ アルナスライン 牡５鹿 ５８ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５４２－ ４ 〃 クビ ７．５�
６１２ ドリームジャーニー 牡５鹿 ５８ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６－ ２３：１４．７１� ８．６�
１１ サンライズマックス 牡５黒鹿５８ 福永 祐一松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４４４－１０ 〃 ハナ ４５．８�
２３ ジャガーメイル 牡５鹿 ５８ 安藤 勝己吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム ４７８＋ ８３：１４．８� １０．７�
４８ トウカイトリック 牡７鹿 ５８ 和田 竜二内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５４＋ ２３：１５．１１� ７３．０	
８１８ ヒカルカザブエ 牡４黒鹿５８ 秋山真一郎�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７２± ０３：１５．２� １８．１

４７ ポップロック 牡８鹿 ５８ 川田 将雅吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ４ 〃 クビ ８９．４�
８１７ アサクサキングス 牡５鹿 ５８ 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ５０２－ ６３：１５．３� ３．５�
７１３ デルタブルース 牡８鹿 ５８ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５１６－ ８３：１６．２５ ４７．６
５１０ ゼンノグッドウッド 牡６鹿 ５８ 武 幸四郎大迫久美子氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５０８－ ４３：１６．４１	 ３１．１�
７１５ モンテクリスエス 牡４鹿 ５８ 武 豊毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５３６＋ ２３：１６．７１� ７．４�
６１１ ネヴァブション 牡６黒鹿５８ 後藤 浩輝�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７４－１２ 〃 クビ ４６．１�
８１６ スクリーンヒーロー 牡５栗 ５８ 横山 典弘吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８６－ ２３：１７．１２� ６．３�
５９ ホクトスルタン 牡５芦 ５８ 小牧 太布施壽賀子氏 庄野 靖志 三石 ダイイチ牧場 ５１０＋ ６３：１７．３１ ２４．７�
７１４
 コスモバルク 牡８鹿 ５８ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田部 和則 三石 加野牧場 ５０４－１０３：１７．９３� １４１．１�

（北海道）

３５ シルクフェイマス 牡１０鹿 ５８ 藤岡 佑介有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新
冠支場 ４８０＋ ２３：１８．８５ １７７．６�

３６ テイエムプリキュア 牝６黒鹿５６ 荻野 琢真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ５０４＋ ８３：２０．６大差 ６０．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５５８，８５１，４００円 複勝： ５７６，８０８，５００円 枠連： １，０９０，７４８，７００円

普通馬連： ３，６３９，０４７，０００円 馬単： １，８７０，５５７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７１０，９３６，５００円

３連複： ４，０１０，９８４，１００円 ３連単： ８，７３７，００７，７００円 計： ２１，１９４，９４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６５０円 複 勝 � ８７０円 � ２７０円 � ３７０円 枠 連（１－２） ３，５２０円

普通馬連 �� １０，２００円 馬 単 �� ２２，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６９０円 �� ４，３７０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ３２，３９０円 ３ 連 単 ��� ２２１，０８０円

票 数

単勝票数 計５５８８５１４ 的中 � １００７１０（１２番人気）
複勝票数 計５７６８０８５ 的中 � １６３１６７（９番人気）� ６５１１８９（２番人気）� ４３９６３５（５番人気）
枠連票数 計１０９０７４８７ 的中 （１－２） ２４４４４７（１１番人気）
普通馬連票数 計３６３９０４７０ 的中 �� ２８１０７２（２８番人気）
馬単票数 計１８７０５５７５ 的中 �� ６５４０５（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計７１０９３６５ 的中 �� ６９１５６（２５番人気）�� ４２００７（４７番人気）�� １４０９０８（１４番人気）
３連複票数 計４０１０９８４１ 的中 ��� ９７５７５（９２番人気）
３連単票数 計８７３７００７７ 的中 ��� ３１１４１（５７２番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．７―１１．４―１２．２―１１．６―１１．９―１１．９―１３．０―１３．０―１２．７―１２．７―１２．２―１１．７―１１．８―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．３―２５．０―３６．４―４８．６―１：００．２―１：１２．１―１：２４．０―１：３７．０―１：５０．０―２：０２．７―２：１５．４―２：２７．６

２，６００� ２，８００� ３，０００�
―２：３９．３―２：５１．１―３：０２．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルキッツ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００５．９．２４ 中山６着

２００３．３．１８生 牡６栗 母 タカラカンナ 母母 クリムゾンラトラー ２９戦６勝 賞金 ３２７，７７２，０００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。
（非抽選馬） ９頭 アーネストリー号・エリモエクスパイア号・ゴールデンメイン号・ナムラクレセント号・ニホンピロレガーロ号・

ブイチャレンジ号・フォーリクラッセ号・ベンチャーナイン号・マキハタサイボーグ号



１３０４７ ５月３日 曇 良 （２１京都３）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�

た ん ご

端午ステークス
発走１６時２０分 （ダート・右）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２２ シルクメビウス 牡３鹿 ５６ 田中 博康有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４７８＋ ８１：５１．１ ６．０�

６１０ アドマイヤシャトル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ６１：５１．２� ４．５�
８１５ ジョーメテオ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４９８＋ ６１：５１．５１� ３９．７�
６１１ ハイローラー 牡３鹿 ５６ 小牧 太加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４７４＋ ２１：５１．６� １１．１�
５８ 	 ナ サ ニ エ ル 牡３鹿 ５７ 松岡 正海吉田 和美氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ５３４＋ ４１：５２．０２� ３．８�
８１４ メジロチャンプ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４９４＋ ２１：５２．１� ６４．６�
７１３ メトロノース 牡３芦 ５７ 武 豊 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ４１：５２．３１
 ９．７	
１１ スマートダズル 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�グランド牧場 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４５４＋ ４１：５３．１５ １１２．３

５９ メイショウダグザ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４７０－ ４１：５３．３１
 １１．７�
２３ ケイアイガーベラ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 平田 修 新冠 隆栄牧場 ４５６－ ６１：５３．９３� ９．１
３５ マイネルプリマス 牡３芦 ５６ 安部 幸夫 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋ ２ 〃 アタマ ２１．６�
（愛知）

７１２ エイシンクエスト 牡３栗 ５６ 浜中 俊平井 豊光氏 野元 昭 新ひだか 藤原牧場 ５００－ ４１：５４．０� ８８．６�
３４ サクラミモザ 牝３黒鹿５５ 藤岡 佑介�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４４８－１２１：５４．１� １１．９�
４７ ハードウォン 牡３鹿 ５６ 幸 英明津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４５２± ０１：５４．９５ ８０．７�
４６ ブルーセイコー 牡３青鹿５６ 佐藤 聖也村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ５４６－ ６１：５７．３大差 ６２．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６４，８０５，２００円 複勝： ９６，３７０，８００円 枠連： ７５，１２４，６００円

普通馬連： ２５８，０４７，８００円 馬単： １３６，１３６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６８，１１４，０００円

３連複： ２７３，２３４，９００円 ３連単： ５３１，５１８，７００円 計： １，５０３，３５２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � １，０５０円 枠 連（２－６） ７７０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ４，４３０円 �� ３，１８０円

３ 連 複 ��� １９，４４０円 ３ 連 単 ��� ９０，２６０円

票 数

単勝票数 計 ６４８０５２ 的中 � ８５６６５（３番人気）
複勝票数 計 ９６３７０８ 的中 � １１６０２５（３番人気）� １７１１６０（２番人気）� １８３４２（１１番人気）
枠連票数 計 ７５１２４６ 的中 （２－６） ７２０２０（３番人気）
普通馬連票数 計２５８０４７８ 的中 �� １２４０２７（４番人気）
馬単票数 計１３６１３６９ 的中 �� ３１７０６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６８１１４０ 的中 �� ３２０８６（４番人気）�� ３６１７（４３番人気）�� ５０７７（３６番人気）
３連複票数 計２７３２３４９ 的中 ��� １０３７７（６９番人気）
３連単票数 計５３１５１８７ 的中 ��� ４３４６（３１６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１２．６―１２．７―１２．３―１２．９―１２．９―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２２．９―３５．５―４８．２―１：００．５―１：１３．４―１：２６．３―１：３８．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクメビウス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー ２００８．８．３ 函館４着

２００６．４．１６生 牡３鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ ８戦３勝 賞金 ４０，７４２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔その他〕 ブルーセイコー号は，競走中に疾病〔右前繋靭帯不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適

用を除外。
※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。



１３０４８ ５月３日 曇 良 （２１京都３）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�

た か が み ね

鷹 ケ 峰 特 別
発走１６時５０分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

１１ ス ワ ン 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４５８＋１６１：０８．６ ６．３�

７１２ ゴールドステイブル 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠元屋地文明氏 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９６－１０１：０８．８１� ４．５�
４６ ゴッドスマイルユー 牡６芦 ５７ 浜中 俊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４５６－１２１：０８．９� ６．１�
８１４ マイネルオークベイ 牡５鹿 ５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－１０ 〃 ハナ ２３．９�
５８ 	 シ テ ィ ボ ス 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４６４－ ２１：０９．０クビ １８．３�
６１０ レミーエンジェル 牝５栗 ５５ 大下 智大井 京氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４８４－ ４１：０９．１� １１１．６	
５７ シロキタカーニバル 牝４栗 ５５ 武 豊小西 和子氏 佐山 優 門別 門別フアーム ４４０－１２１：０９．２� １０．１

８１３ ビ ン チ ェ ロ 牡５黒鹿５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２ 〃 クビ ６．５�
３４ レンデフルール 牝５青鹿５５ 田中 博康 �グリーンファーム 矢野 英一 新冠 武田牧場 ４５０＋ ２１：０９．３� ４６．１�
２２ ケンエンデバー 牝６鹿 ５５ 武 幸四郎中西 健造氏 本田 優 新冠 グラッドホースパーク ４６６＋ ２ 〃 クビ ３２．０
７１１ クレバージェフリー 牡６鹿 ５７ 木村 健田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５２＋ ２１：０９．４� １６．９�

（兵庫）

４５ マイネルグロッソ 牡７鹿 ５７ 安部 幸夫 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 門別 福山牧場 ５１６－１０ 〃 アタマ ６５．１�

（愛知）

６９ メイショウヨリトモ 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B４６２－ ２１：０９．５� ４．７�
３３ 	 コンプリートラン 牡５黒鹿５７ 秋山真一郎岡田 牧雄氏 高木 登 三石 幌村牧場 ４４４－ ２ 〃 クビ ５９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５５，２５８，９００円 複勝： ７９，３７９，７００円 枠連： ６６，５７７，５００円

普通馬連： ２５２，５９５，４００円 馬単： １４４，９６４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，６７５，８００円

３連複： ２９２，１５５，８００円 ３連単： ６３９，２６２，０００円 計： １，６０２，８６９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ２１０円 枠 連（１－７） １，３００円

普通馬連 �� １，９１０円 馬 単 �� ３，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ６４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 ��� １９，８８０円

票 数

単勝票数 計 ５５２５８９ 的中 � ６９２４６（４番人気）
複勝票数 計 ７９３７９７ 的中 � １０８９００（４番人気）� １３０７４７（１番人気）� ９４５５０（５番人気）
枠連票数 計 ６６５７７５ 的中 （１－７） ３７８１１（６番人気）
普通馬連票数 計２５２５９５４ 的中 �� ９７６３１（７番人気）
馬単票数 計１４４９６４４ 的中 �� ２７７０４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２６７５８ 的中 �� ２６６３７（７番人気）�� ２７６８３（６番人気）�� ４０５１３（１番人気）
３連複票数 計２９２１５５８ 的中 ��� ７４０８０（４番人気）
３連単票数 計６３９２６２０ 的中 ��� ２３７４０（４１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．１―１１．６―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．２―４５．８―５７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．５―３F３４．４
３ ９，１，１４（４，６）７－１２（８，１０，１３）－（２，５）（３，１１） ４ ９，１（６，１４）（４，７）（８，１２）（１０，１３）－２，５（３，１１）

勝馬の
紹 介

ス ワ ン �
�
父 High Chaparral �

�
母父 Polar Falcon デビュー ２００８．１．１９ 小倉２着

２００５．５．１０生 牝４鹿 母 コンシステンシー 母母 In Perpetuity ９戦３勝 賞金 ３９，１１８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時５５分に変更。
※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。



（２１京都３）第４日 ５月３日 （祝日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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

４５６，５８０，０００円
２，１３０，０００円
１３，６６０，０００円
７，６１０，０００円
４９，７８０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６６，１５２，０００円
５，３４６，０００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
９１０，２９７，６００円
１，１３３，９７４，２００円
１，４５５，５８４，１００円
４，９４７，７９２，４００円
２，６８３，４２１，２００円
１，１０４，０７２，１００円
５，５２４，５１６，６００円
１１，５５２，０３４，１００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 ２９，３１１，６９２，３００円

総入場人員 ８２，４７７名 （有料入場人員 ７９，７６０名）




