
１５０２５ ５月２９日 晴 良 （２２京都４）第３日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２４ シルバーキセキ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 ４６０± ０１：１２．６ ２．３�

３６ ネイルダウン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋ ４１：１２．８１� ４．２�
２３ トウショウヒーロー 牡３黒鹿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 ５１４＋ ８１：１２．９� ８．４�
１１ マイネルレガーロ 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �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 ５１４－ ８１：１３．０� ５．０�
７１３ サ マ ー ア イ 牝３栗 ５４ 浜中 俊セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ６１：１３．２１� １２．９�
６１１ メイショウアルグン 牡３青 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４９８＋ ８１：１３．３クビ １０．２�
５１０ キョウエイバリュー �３鹿 ５６ 酒井 学田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 出羽牧場 ４４８＋ ２１：１４．０４ ８５．７	
８１５ サンレイランキング 牡３鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４６２＋ ４１：１４．３１� １５２．２

８１６ ドラゴンイチロー 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 恭介華山 龍一氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４７０＋１４１：１４．４� １３１．８�
３５ キンショーカチドキ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦礒野日出夫氏 須貝 彦三 新冠 中地 義次 ４７８ ―１：１４．８２� １１９．０�
４７ パワークラウン 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉まの 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８８＋１２１：１５．２２� １５４．５�
５９ ロンロンハクユウ 牡３黒鹿５６ 武 英智伊藤 博文氏 武 宏平 新ひだか 稲葉牧場 ４１８－ ８１：１５．８３� ２９３．９�
１２ オグリピッコロ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志小栗 孝一氏 鹿戸 明 新ひだか 野表 篤夫 ３９４＋ ６１：１５．９� ３５８．８�
６１２ エンムスビヒメ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士西村新一郎氏 境 直行 新ひだか 坂本 春雄 ４４０＋１４１：１７．５１０ ３２９．５�
４８ フォルトシュリット 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜 キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８ ―１：１８．７７ ７９．８�

７１４ ピエナヴィブレ 牝３鹿 ５４ 中村 将之本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６ （競走中止） ７２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９３８，２００円 複勝： ２９，０３０，３００円 枠連： １２，４８７，０００円

普通馬連： ４０，９９４，５００円 馬単： ３３，５４２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０９７，９００円

３連複： ６１，９０７，０００円 ３連単： １００，６６７，５００円 計： ３１５，６６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（２－３） ３９０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３３０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ３，３９０円

票 数

単勝票数 計 １７９３８２ 的中 � ６４０３７（１番人気）
複勝票数 計 ２９０３０３ 的中 � ７４２８２（１番人気）� ６７８２４（２番人気）� ３８４５９（４番人気）
枠連票数 計 １２４８７０ 的中 （２－３） ２４１０１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０９９４５ 的中 �� ５７５４７（１番人気）
馬単票数 計 ３３５４２１ 的中 �� ２７５０７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０９７９ 的中 �� ２４４０９（１番人気）�� １３８４６（４番人気）�� １００７１（５番人気）
３連複票数 計 ６１９０７０ 的中 ��� ４４７６２（２番人気）
３連単票数 計１００６６７５ 的中 ��� ２１９３４（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．８―１２．１―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．７―３５．５―４７．６―５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．１
３ ・（３，４）（１０，１３）（１，６，１６）１５（５，１１）７－（２，１２）９＝８ ４ ３，４（１０，１３）（１，６，１６）（５，１５）１１，７－（２，９）－１２＝８

勝馬の
紹 介

シルバーキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１０．５．２ 京都２着

２００７．４．３０生 牝３黒鹿 母 オーサムチャーム 母母 Reet Petite ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ピエナヴィブレ号は，発走後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 フォルトシュリット号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エンムスビヒメ号は，平成２２年６月２９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アグレッシブローズ号・オミヤゲ号・キタノレリクス号・キョウジ号・タマモプリンセス号・フミノアカツキ号
（非抽選馬） １頭 シルクアイガー号



１５０２６ ５月２９日 晴 良 （２２京都４）第３日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５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
１：３１．４

良

良

８１８ ティボリペガサス 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５８＋１４１：３４．９ １４．９�

１１ マザーウェル 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎吉田 和美氏 平田 修 日高 シンコーファーム ４５８＋ ６１：３５．０� ４．８�
２３ スナークリボン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 ４６０＋ ４１：３５．１� ５３．８�
６１２ アドマイヤチャーム 牝３鹿 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４６０－ ８１：３５．２� ５５．８�
７１３ ファイヤービートル 牝３栗 ５４ 池添 謙一阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４６４－１２１：３５．４１ １９１．６�
４７ モーガンルフェイ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４４８ ― 〃 ハナ ８．７�
３６ メイショウオリビア 牝３青鹿５４ 幸 英明松本 好	氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４４４± ０１：３５．５� ６．７

２４ ニホンピロエリナ 牝３芦 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４３６＋ ２ 〃 クビ ２．３�
１２ エアモンラッシェ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �ラッキーフィールド笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 ４５８＋ ２１：３５．６� ２４．５
６１１ エアツイッター 牝３栗 ５４ 川田 将雅 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４６４ ― 〃 アタマ ３４．６�
７１５ サンマルバンベール 牝３青鹿５４ 佐久間寛志相馬 勇氏 池添 兼雄 浦河 中村 雅明 ４３６＋ ２１：３５．７� ９５．１�
４８ オファニエル 牝３鹿 ５４

５２ △国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 日高 白井牧場 ４４４＋ ８１：３６．０２ ２５５．１�

５１０ スウィングベル 牝３芦 ５４ 長谷川浩大 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７８＋１０１：３６．１� ３６．７�
８１７ ジェンティール 牝３栗 ５４ 小坂 忠士吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム B４０２＋ ４１：３６．５２� １７．１�
７１４ アインファルケ 牝３鹿 ５４ 鷹野 宏史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４６４＋１０１：３６．７１� １２６．６�
５９ オーマイクリス 牝３鹿 ５４ 浜中 俊笹地 清幸氏 坂口 正則 浦河 鵜木 唯義 ４５４± ０１：３６．９� ３１７．８�
３５ シゲルオイチ 牝３栗 ５４

５２ △松山 弘平森中 蕃氏 柴田 政見 様似 ホウセイ牧場 ４５２＋ ６１：３７．５３� ３４９．７�
８１６ アースツリー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４４６＋１８１：４１．８大差 ２０．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，５４９，０００円 複勝： ３１，２７１，８００円 枠連： １６，０４３，６００円

普通馬連： ４４，４２６，７００円 馬単： ３３，２４８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３７９，４００円

３連複： ６５，０３３，４００円 ３連単： ９３，３１２，６００円 計： ３２３，２６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ５９０円 � ２４０円 � １，０００円 枠 連（１－８） １，２６０円

普通馬連 �� ３，９７０円 馬 単 �� １０，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４９０円 �� ４，７９０円 �� ２，７２０円

３ 連 複 ��� ５１，１７０円 ３ 連 単 ��� ２７３，２８０円

票 数

単勝票数 計 １８５４９０ 的中 � ９８６６（５番人気）
複勝票数 計 ３１２７１８ 的中 � １３０５５（７番人気）� ４１６０５（２番人気）� ７２６８（１０番人気）
枠連票数 計 １６０４３６ 的中 （１－８） ９４６７（６番人気）
普通馬連票数 計 ４４４２６７ 的中 �� ８２５９（１４番人気）
馬単票数 計 ３３２４８０ 的中 �� ２２９２（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３７９４ 的中 �� ３６０２（１４番人気）�� １０８１（４５番人気）�� １９３３（２９番人気）
３連複票数 計 ６５０３３４ 的中 ��� ９３８（１２３番人気）
３連単票数 計 ９３３１２６ 的中 ��� ２５２（６２２番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３６．３
３ １８（４，１０，１７）１６，１（３，１４）６（２，１５）（１２，１３）８（１１，９）７－５ ４ １８，４（１，１０，１７）３（１６，１４）６（２，１５）（８，１２，１３）９，１１，７－５

勝馬の
紹 介

ティボリペガサス �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１２．２６ 阪神３着

２００７．３．２８生 牝３黒鹿 母 ティボリサンライズ 母母 ラディカルチック ４戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔その他〕 アースツリー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。



１５０２７ ５月２９日 晴 良 （２２京都４）第３日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時１５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１４ ニシノスローン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４８２± ０１：５３．８ １５．８�

６１１� サダルメリク 牡３鹿 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne
C Chess ４７２＋ ６１：５３．９� ３６．２�

１１ メイショウシャイン 牡３鹿 ５６
５４ △国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４６０－ ６１：５４．１１� ２４．７�

５９ サクラボールド 牡３栗 ５６ 池添 謙一�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４５８＋ ２ 〃 ハナ ４．１�
５１０ エイユーブラッサム 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４５２＋ ２１：５４．２	 ８．０�

８１６ テイエムバゴオー 牡３黒鹿５６ 米倉 知竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４６６－ ２１：５４．５２ １２．０�
（金沢）

１２ キクノシャンティ 牡３黒鹿５６ 幸 英明佐々木幸子氏 南井 克巳 新ひだか 漆原 哲雄 ５０６ ― 〃 ハナ １０９．４	
４７ サクセスシェーバー 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史
�昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５１０＋ ２１：５４．７１� １３６．９�
２３ ゼ ッ ト フ ジ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜
フォーレスト 田所 清広 新ひだか 今 牧場 ４６０－ ２１：５４．８	 ２５１．５�
３５ バ ガ ボ ン ド 牡３鹿 ５６ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４９２－ ６１：５５．０１� １．８
４８ ピサノファンゴッホ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４８２－１８１：５５．８５ １６．２�
３６ ビンテージワイン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B４６８－ ２ 〃 ハナ ４３９．０�
８１５ ダイナミックソング 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４９２＋ ２ 〃 クビ ３５．４�
６１２ ダイシンボーイ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 ヒダカフアーム ４４２－１６１：５７．６大差 ２２４．０�
２４ マジックポーション 牡３栗 ５６ 向山 牧中西 功氏 新川 恵 日高 北陽ファーム ４７６＋１４ 〃 アタマ ３６７．６�

（笠松）

７１３ ヤマカツダイリュウ 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎山田 和夫氏 武 宏平 新ひだか 岡田牧場 ５６０＋ ２１：５７．７	 ３８６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，４９６，４００円 複勝： ３３，３２６，５００円 枠連： １８，３５５，６００円

普通馬連： ４８，５０２，０００円 馬単： ３８，２２０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１９５，３００円

３連複： ６９，１３４，０００円 ３連単： １１２，１５８，１００円 計： ３６１，３８８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ３８０円 � ８８０円 � ６９０円 枠 連（６－７） １０，５６０円

普通馬連 �� １４，１００円 馬 単 �� ３２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６３０円 �� ２，３２０円 �� ４，４３０円

３ 連 複 ��� ５６，５７０円 ３ 連 単 ��� ３９４，１６０円

票 数

単勝票数 計 １９４９６４ 的中 � ９７７６（５番人気）
複勝票数 計 ３３３２６５ 的中 � ２５１０５（４番人気）� ９５０６（９番人気）� １２５２３（７番人気）
枠連票数 計 １８３５５６ 的中 （６－７） １２８４（２４番人気）
普通馬連票数 計 ４８５０２０ 的中 �� ２５３９（３３番人気）
馬単票数 計 ３８２２０７ 的中 �� ８７３（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１９５３ 的中 �� １５０１（３１番人気）�� ２３７８（２５番人気）�� １２２５（３６番人気）
３連複票数 計 ６９１３４０ 的中 ��� ９０２（１０１番人気）
３連単票数 計１１２１５８１ 的中 ��� ２１０（６１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１３．３―１３．０―１３．０―１２．６―１２．４―１２．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３７．６―５０．６―１：０３．６―１：１６．２―１：２８．６―１：４１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノスローン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００９．７．５ 札幌９着

２００７．２．１０生 牡３鹿 母 セイウンヒメラギ 母母 カディザデー ７戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
※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） ６頭 ジョーカーホーマン号・ツルマルヒーロー号・ニシノバスター号・ヒルノカディス号・マルタカユビキタス号・

メイショウヤクドウ号
※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。



１５０２８ ５月２９日 晴 良 （２２京都４）第３日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：２０．５
１：１９．０

良

良

３６ ヤマカツマヤリス 牝３栗 ５４
５２ △松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 B４６２＋１８１：２２．７ ３５．４�

１１ チキリユキヒメ 牝３栗 ５４ 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新冠 五丸農場 ４３２＋ ８１：２２．９１ ８．６�
７１３ ドリームヒーロー 牡３青鹿５６ 池添 謙一田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４２＋ ２１：２３．０� ３１．３�
７１４ シップーナカヤマ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜�中山牧場 服部 利之 浦河 中山牧場 ４３２＋ ８ 〃 ハナ １５５．０�
２３ タニノロゼット 牝３黒鹿５４ 川田 将雅谷水 雄三氏 吉田 直弘 浦河 カナイシスタッド B４４０± ０ 〃 ハナ ５．７�
６１１ フラワーストーム 牝３鹿 ５４ 浜中 俊松浦 正厚氏 浅見 秀一 新ひだか 出羽牧場 ４１６＋ ６１：２３．１� ４７．３�
１２ トップダラー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 	グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６０± ０ 〃 ハナ ８．３

６１２ オメガブルーベリー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠原 �子氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６ 〃 アタマ ２．８�
８１７ カサノヴァソルト 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ４ 〃 アタマ ４．５�
５１０ マ イ ネ キ ラ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 	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 ４５４＋１０ 〃 クビ ７７．９
７１５ テイエムファイヤー 牡３栗 ５６ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 松田 三千雄 ４８０－ ４１：２３．２� ２７．９�
４７ シゲルカンスケ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 馬道 繁樹 ４５８＋１０ 〃 ハナ １４０．２�
５９ トゥーファン 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二田所 英子氏 安達 昭夫 新ひだか 下屋敷牧場 ４４２＋ ２ 〃 クビ １５．６�
８１８ リキアイタイリン 牝３栗 ５４ 石橋 守高山 幸雄氏 阿部 新生 日高 戸川牧場 ４４６± ０１：２３．４１� １９２．０�
４８ パックスロマーナ 牝３黒鹿５４ 酒井 学	ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－ ４１：２３．６１� ５４．４�
８１６ スズカパルサー 牝３黒鹿５４ 上村 洋行永井 啓弍氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４３８＋ ６１：２３．７クビ １６６．７�
３５ マルティプライ 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 恭介 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ３９８＋ ８１：２４．０２ １３４．５�

２４ 	 ベ ニ チ ド リ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎吉田 和美氏 吉田 直弘 愛 Yukiko
Hosokawa ４２４ ―１：２４．７４ ６２．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，７７８，１００円 複勝： ３２，５４６，５００円 枠連： １７，６９０，４００円

普通馬連： ５１，５６６，９００円 馬単： ３４，０９６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３６２，６００円

３連複： ７２，１４２，９００円 ３連単： １０５，４８３，５００円 計： ３５４，６６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５４０円 複 勝 � ９４０円 � ２８０円 � ７９０円 枠 連（１－３） ４，２３０円

普通馬連 �� １１，３３０円 馬 単 �� ３１，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９２０円 �� １０，４８０円 �� ４，３６０円

３ 連 複 ��� １０９，３３０円 ３ 連 単 ��� ６０３，４７０円

票 数

単勝票数 計 １９７７８１ 的中 � ４４１４（９番人気）
複勝票数 計 ３２５４６５ 的中 � ８３３７（９番人気）� ３６０９３（４番人気）� １００７２（７番人気）
枠連票数 計 １７６９０４ 的中 （１－３） ３０８８（１７番人気）
普通馬連票数 計 ５１５６６９ 的中 �� ３３６１（２８番人気）
馬単票数 計 ３４０９６９ 的中 �� ８１１（７７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３６２６ 的中 �� １８１６（２７番人気）�� ４９７（７３番人気）�� １２０６（４１番人気）
３連複票数 計 ７２１４２９ 的中 ��� ４８７（２１２番人気）
３連単票数 計１０５４８３５ 的中 ��� １２９（１０９５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１２．０―１２．０―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．５―４６．５―５８．５―１：１０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．２
３ １１（１３，１４）（１，１２，１８）（１０，１７）（２，３，８）（１５，１６）（６，９）（５，７）－４ ４ １１（１３，１４）１（１２，１８）（２，１０，１７）（３，８，１６）６（９，１５）（５，７）４

勝馬の
紹 介

ヤマカツマヤリス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．１２．５ 阪神２着

２００７．２．２５生 牝３栗 母 ヤマカツスズラン 母母 フジノタカコマチ ６戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アグラフェーナ号・スズカサクセス号・ビコーマティーニ号・マーベラスマドンナ号



１５０２９ ５月２９日 晴 良 （２２京都４）第３日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時３５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

７１３ ラガーリンリン 牝３芦 ５４
５２ △松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４７０＋ ６１：２４．５ １４．４�

４７ シゲルケンシン 牡３鹿 ５６ 川島 信二森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４６６－ ２１：２４．９２� ７．９�
２３ アンヴァルト 牡３青鹿５６ 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６８± ０ 〃 クビ ２．７�
４８ ノルマンディー 牡３黒鹿５６ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５００－１０１：２５．０� ３．１�
６１２ シャトーコジーン 牡３芦 ５６ 岩田 康誠円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４６８－ ８１：２５．３２ １９．３�
５９ スナークヒロイン 牝３芦 ５４

５１ ▲高倉 稜杉本仙次郎氏 野村 彰彦 日高 シンボリ牧場 ４４８＋ ８１：２６．０４ ４．８�
３６ マイネルパシュクル 牡３青鹿５６ 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ４１：２６．１� ２２．２

８１５ ワンダーバライル 牡３芦 ５６ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４７４－ ２１：２６．３１� １８１．０�
３５ ツリーズオブホープ 牡３栗 ５６ 赤木高太郎吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４４４＋ ２１：２６．４� ８５．８�
５１０ ドラゴンゼファー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 ４４８＋ ５１：２６．６１� ２４４．７
１１ チュウワブロッサム 牝３鹿 ５４ 福永 祐一中西 忍氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋１３１：２６．７� ６３．９�
６１１� ワイドサンデー 牡３栗 ５６ 向山 牧廣瀬 普氏 大橋 敬永 日高 戸川牧場 ４６０＋ ７１：２６．８クビ ３７７．７�

（笠松） （笠松）

１２ トウカイナックル 牡３栗 ５６ 安藤 光彰内村 正則氏 安田 隆行 浦河 吉田 又治 ４５２－ ２１：２７．４３� １２０．２�
８１６� スマートパワー 牝３鹿 ５４ 米倉 知酒井 茂之氏 松野 勝己 新ひだか 藤沢牧場 ４３４－ ６１：２７．５� ７６．０�

（金沢） （金沢）

７１４ エブリイニューデイ 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 ５１４－ ６１：２８．０３ １７５．２�
２４ � コンゴウプリンセス 牝３栗 ５４ 田中 克典金岡 久夫氏 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ４５８± ０１：２８．３２ ４５９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６２９，９００円 複勝： ３３，８３１，１００円 枠連： １６，３１４，４００円

普通馬連： ５６，９１９，６００円 馬単： ４０，３９７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２６４，０００円

３連複： ７４，８６１，６００円 ３連単： １２３，２８１，１００円 計： ３９１，４９９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ３１０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（４－７） １，３５０円

普通馬連 �� ４，０６０円 馬 単 �� ９，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ８４０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ４，２００円 ３ 連 単 ��� ４２，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２３６２９９ 的中 � １３０１８（５番人気）
複勝票数 計 ３３８３１１ 的中 � ２３６９１（５番人気）� ４４５３５（４番人気）� ７０３２３（２番人気）
枠連票数 計 １６３１４４ 的中 （４－７） ８９３２（５番人気）
普通馬連票数 計 ５６９１９６ 的中 �� １０３５１（１４番人気）
馬単票数 計 ４０３９７５ 的中 �� ３１７６（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２６４０ 的中 �� ５４２９（１２番人気）�� ６３９８（８番人気）�� １３２７８（５番人気）
３連複票数 計 ７４８６１６ 的中 ��� １３１８３（１４番人気）
３連単票数 計１２３２８１１ 的中 ��� ２１４３（１１９番人気）

ハロンタイム １１．８―１１．１―１１．６―１２．２―１２．７―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．８―２２．９―３４．５―４６．７―５９．４―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラガーリンリン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．５ 阪神２着

２００７．３．１０生 牝３芦 母 サクラシルフィード 母母 サクラレデイⅡ ８戦２勝 賞金 １８，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３６分に変更。
〔制裁〕 スマートパワー号の騎手米倉知は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（９番・１２番・７番への進路

影響）
スナークヒロイン号の騎手高倉稜は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ドンイースター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１５０３０ ５月２９日 晴 良 （２２京都４）第３日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時１０分 （芝・右・外）

牝，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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１２ クリスティロマンス 牝３黒鹿５４ 池添 謙一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：４７．２ ４．５�

７９ ト シ ザ マ キ 牝３栗 ５４ 浜中 俊上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４４８＋ ４１：４７．６２� １６．１�
１１ ナムラボルテージ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６６＋ ８ 〃 ハナ ２．５�
８１１ ラブキーセキ 牝３栗 ５４ 酒井 学増田 陽一氏 中村 均 新ひだか パラダイス・ファーム ４８０＋ ２ 〃 ハナ ２７．２�
６８ シーキングフェイム 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４５８± ０１：４７．９１� ６．５�
７１０ マイネアロマ 牝３黒鹿 ５４

５２ △松山 弘平 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４４４－ ２ 〃 ハナ １５．０	

５６ フラムドール 牝３栗 ５４
５２ △国分 恭介吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：４８．２１� ５．３


２２ アキノフライ 牝３鹿 ５４
５１ ▲川須 栄彦穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新ひだか 徳本 幸雄 ４３２＋ ２１：４８．６２� １４１．４�

３３ パ ミ ー ナ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム ４４８＋ ２１：４８．８１� ８０．３�
４４ ユメミルテーラー 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４６６＋ ４１：４８．９� １３．９
６７ ゴシップガール 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎小川 勲氏 藤岡 健一 新ひだか 平野牧場 ４１８＋ ２１：４９．４３ １５０．１�
５５ プリンセスエリー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜�ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４８６－ ２１：４９．８２� ４４．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，０７５，０００円 複勝： ３６，５９８，６００円 枠連： １５，３９０，６００円

普通馬連： ５６，２６４，９００円 馬単： ４０，１７５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１９２，６００円

３連複： ７６，１７１，３００円 ３連単： １３２，４２０，３００円 計： ４０４，２８８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � ３２０円 � １４０円 枠 連（７－８） １，３００円

普通馬連 �� ３，１２０円 馬 単 �� ４，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ２７０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 ��� １６，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２３０７５０ 的中 � ４１０９４（２番人気）
複勝票数 計 ３６５９８６ 的中 � ６６４１０（２番人気）� ２２４９３（７番人気）� ８３７４５（１番人気）
枠連票数 計 １５３９０６ 的中 （７－８） ８７６２（８番人気）
普通馬連票数 計 ５６２６４９ 的中 �� １３３４３（１１番人気）
馬単票数 計 ４０１７５４ 的中 �� ６２０５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１９２６ 的中 �� ６５８６（１０番人気）�� ２６１９２（１番人気）�� ８７８７（９番人気）
３連複票数 計 ７６１７１３ 的中 ��� ２８８８７（４番人気）
３連単票数 計１３２４２０３ 的中 ��� ５９４８（４９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．１―１２．９―１２．３―１２．４―１１．５―１１．８―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３４．８―４７．７―１：００．０―１：１２．４―１：２３．９―１：３５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスティロマンス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．２．２８ 阪神６着

２００７．３．２生 牝３黒鹿 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー ４戦２勝 賞金 １４，５３２，０００円
〔制裁〕 アキノフライ号の騎手川須栄彦は，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。（４番への進路影

響）



１５０３１ ５月２９日 晴 良 （２２京都４）第３日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４５分 （ダート・右）

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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１１ ボーカリスト 牡４鹿 ５７ 川田 将雅増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２１：５２．７ ５．６�

２３ ス エ ズ �５鹿 ５７ 幸 英明吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１４＋ ４１：５３．２３ ２．３�
４７ �	 ラピッドボーイ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一柳井 正氏 小崎 憲 米 Nancy S

Dillman ５２０＋ ４１：５３．６２
 ７．６�
７１４ アグネスアンカー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 ５５２＋４２ 〃 クビ ８９．０�
７１３ ウインザマキ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ５２０－ ６１：５３．７クビ １４．３�
２４ � チュウワキング 牡５鹿 ５７ 松田 大作中西 忍氏 大久保龍志 英 D. J. and

Mrs Deer ４６６＋ ２１：５３．９１� ５１．１�
５９ 	 エアリアルショット 牡５黒鹿 ５７

５５ △国分 恭介 �キャロットファーム 村山 明 新冠 田渕牧場 ４８６＋１０ 〃 クビ ７５．９	
８１５	 サンレイハスラー 牡４鹿 ５７ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ５００＋ ８１：５４．１１� １３．８

１２ ウインザモチ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠�田 三郎氏 境 直行 門別 藤本ファーム ４５８＋ ２１：５４．２
 １０．３�
３６ キーネプチューン 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４７２＋１２１：５４．４１� １００．９�
４８ ダノンフーバフーバ 牡４黒鹿 ５７

５５ △松山 弘平ダノックス 池江 泰寿 三石 折手牧場 ５０４－ ２１：５４．６１� １５．０�
６１２ タムロチェスト 牡５栗 ５７ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４６６＋ ８ 〃 クビ ２２．８�
３５ ベストルート 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４６６－ ２１：５４．７
 ２１．２�
８１６ ヴ ァ ル ナ 牡５栗 ５７ 赤木高太郎桐谷 茂氏 加藤 和宏 門別 碧雲牧場 ４４４± ０１：５４．８
 １３８．６�
６１１ ワンダースル 牝４青鹿５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４５６＋１２１：５５．１１� １１５．８�
５１０	 シゲルゴユウサン 牡４鹿 ５７ 川島 信二森中 蕃氏 小野 幸治 浦河 荻伏三好フ

アーム ４７６－１４１：５６．９大差 ２６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，０２９，９００円 複勝： ３５，５６５，７００円 枠連： ２１，１５９，０００円

普通馬連： ６１，５６９，６００円 馬単： ４３，０５６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４９２，０００円

３連複： ９１，４４１，９００円 ３連単： １３９，１４４，０００円 計： ４４１，４５８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（１－２） ４１０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ８１０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� ９，４００円

票 数

単勝票数 計 ２２０２９９ 的中 � ３１３３２（２番人気）
複勝票数 計 ３５５６５７ 的中 � ４５８５０（２番人気）� １００３１４（１番人気）� ４４６１６（３番人気）
枠連票数 計 ２１１５９０ 的中 （１－２） ３８６００（１番人気）
普通馬連票数 計 ６１５６９６ 的中 �� ７１５０９（１番人気）
馬単票数 計 ４３０５６７ 的中 �� １８７３４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４９２０ 的中 �� ２７５８０（１番人気）�� ７５４９（７番人気）�� １５８７３（２番人気）
３連複票数 計 ９１４４１９ 的中 ��� ４２８１８（１番人気）
３連単票数 計１３９１４４０ 的中 ��� １０９３３（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１３．１―１３．３―１３．３―１２．７―１２．２―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３６．９―５０．２―１：０３．５―１：１６．２―１：２８．４―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ボーカリスト �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．３１ 札幌６着

２００６．４．１４生 牡４鹿 母 マストシーストップ 母母 マ ガ ロ １４戦２勝 賞金 １６，１４０，０００円
※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 シルキーレオン号・ナリタシャトル号・ワキノブライアン号



１５０３２ ５月２９日 晴 良 （２２京都４）第３日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時２０分 （ダート・右）

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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１１ � コパノカチーノ 牡４栗 ５７ 浜中 俊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５１８＋ ６１：１２．３ ３．３�

６１２� オールブランニュー 牝４黒鹿 ５５
５３ △国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４５６＋ ４１：１２．５１� ２７．０�
３６ ピュアマリーン 牝４栗 ５５ 石橋 守�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４４８－ ２１：１２．６� ７．０�
４８ ダンツフロント 牡４鹿 ５７ 池添 謙一山元 哲二氏 本田 優 静内 飛野牧場 ５６０＋ ２１：１２．７� １４．３�
６１１ コスモスプライト 牡４栗 ５７ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 前田 宗将 ４８２－ ２ 〃 アタマ ４．２�
３５ コスモクラッベ 牝４鹿 ５５ 川島 信二 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ８ 〃 ハナ １３５．２	
７１３ クリスタルドア 牡５鹿 ５７ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４９２＋ ２１：１２．９１ ２８．９

４７ マイスイートホーム 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介飯田 正剛氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７２＋１０１：１３．０� １９．０�
７１４ ワンモアマイウエイ 牡４栗 ５７

５４ ▲高倉 稜松井 一三氏 安田 隆行 新冠 長浜 秀昭 ４８０－ ４ 〃 クビ ４．０�
５９ � エーシンクラウニン 	４鹿 ５７ 長谷川浩大平井 泰男氏 川村 禎彦 浦河 平成ファーム ４８８＋ ８１：１３．１� １０６．４
１２ � ボイスオブゴッド 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥田中 昇氏 西浦 勝一 新冠 武田牧場 B４５４＋ ４１：１３．３１ ２２．７�
８１５ モンルージュ 牝６鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム B４６６＋ ４１：１３．７２� ４４．９�
２３ メイショウユリシス 牝４鹿 ５５ 福永 祐一松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４６６＋１２ 〃 クビ ４０．１�
８１６� ドンアドヴァイタ 牡６芦 ５７

５５ △松山 弘平山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 若林牧場 ４９８± ０１：１３．８クビ ９５．６�
５１０ ディマンシュ 牝５栗 ５５ 太宰 啓介�アカデミー 松山 将樹 新冠 清水 克則 B４７０＋ ８１：１４．４３� ２８２．５�
２４ � マキハタスプーン 牝４鹿 ５５ 高井 彰大�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８４＋ ６１：１４．６１� １６３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２５３，４００円 複勝： ３５，９９２，８００円 枠連： ２２，３８７，０００円

普通馬連： ７４，０３９，４００円 馬単： ４９，２７３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４０３，２００円

３連複： ９７，４９８，８００円 ３連単： １６１，３３１，９００円 計： ４９０，１７９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ４９０円 � ２００円 枠 連（１－６） ５５０円

普通馬連 �� ３，９７０円 馬 単 �� ６，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� ４００円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ５，２００円 ３ 連 単 ��� ３２，６００円

票 数

単勝票数 計 ２１２５３４ 的中 � ５１９２２（１番人気）
複勝票数 計 ３５９９２８ 的中 � ８１６００（１番人気）� １４４８７（６番人気）� ４８５６４（４番人気）
枠連票数 計 ２２３８７０ 的中 （１－６） ３０２６１（１番人気）
普通馬連票数 計 ７４０３９４ 的中 �� １３７８４（１４番人気）
馬単票数 計 ４９２７３０ 的中 �� ５９６５（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４０３２ 的中 �� ５６８７（１３番人気）�� １９６８７（２番人気）�� ５０８７（１５番人気）
３連複票数 計 ９７４９８８ 的中 ��� １３８４１（１３番人気）
３連単票数 計１６１３３１９ 的中 ��� ３６５３（８６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．３―１１．９―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．７―４６．６―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．６
３ ・（３，４）（７，１４，１５）（１，１６）８－１１，５，１３，２，６（９，１２）－１０ ４ ・（３，７）（４，１４）（１，１５）８（５，１１，１６）（２，１３，６）（９，１２）－１０

勝馬の
紹 介

�コパノカチーノ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ス キ ャ ン

２００６．３．３生 牡４栗 母 ウェディングベリー 母母 ア ル ガ リ ー ８戦１勝 賞金 １５，２００，０００円
初出走 JRA

※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 ジャズトレイン号・ホワイトルシアン号
（非抽選馬） ２頭 アスタークリス号・ウォーターリメイン号



１５０３３ ５月２９日 晴 良 （２２京都４）第３日 第９競走 ��
��１，８００�

し ら ゆ り

白百合ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
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 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７８ ワイルドラズベリー 牝３鹿 ５５ 池添 謙一近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ６１：４５．３ ９．５�

８９ ディオメデス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 追分ファーム ５１０＋ ６１：４５．５１ ２．９�
４４ ベストクルーズ 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３２＋ ２１：４６．１３� ８．７�
３３ コスモヘレノス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５０６± ０ 〃 クビ １６．８�
７７ ビートブラック 牡３青 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４± ０１：４６．３１� ７．４�
２２ エクセルサス 牡３栃栗５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ２１：４６．４� ９．６�
１１ アマファソン 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７６＋１０１：４７．０３� ５．０	
８１０ シャイニーナイト 牡３栗 ５６ 川田 将雅小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ７．５

５５ エリモクイーン 牝３鹿 ５４ 上村 洋行山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４７０－ ６１：４８．３８ １８．８�
６６ トランブルー 牡３栗 ５６ 国分 恭介岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４６６－ ２１：５０．７大差 １８１．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３６，９５９，９００円 複勝： ５９，２００，２００円 枠連： ２７，７２７，２００円

普通馬連： １３９，４１２，０００円 馬単： ８４，９８２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，４５３，３００円

３連複： １６２，３４７，０００円 ３連単： ３２８，８４５，０００円 計： ８８１，９２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（７－８） ４４０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ３，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ８１０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 ��� ２６，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３６９５９９ 的中 � ３０７４４（６番人気）
複勝票数 計 ５９２００２ 的中 � ４９２２８（６番人気）� １４１２７３（１番人気）� ６２１２０（４番人気）
枠連票数 計 ２７７２７２ 的中 （７－８） ４６８０４（１番人気）
普通馬連票数 計１３９４１２０ 的中 �� ７０７５８（５番人気）
馬単票数 計 ８４９８２１ 的中 �� １５９２５（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２４５３３ 的中 �� １７１２４（５番人気）�� １２５３８（１２番人気）�� ２１４１２（４番人気）
３連複票数 計１６２３４７０ 的中 ��� ３２２９１（１４番人気）
３連単票数 計３２８８４５０ 的中 ��� ９２７２（８７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．３―３４．０―４６．２―５８．１―１：０９．９―１：２１．５―１：３３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイルドラズベリー 
�
父 ファルブラヴ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．６ 札幌１着

２００７．３．３生 牝３鹿 母 ディアアドマイヤ 母母 マリスターⅡ ６戦３勝 賞金 ４９，６５２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トランブルー号は，平成２２年６月２９日まで平地競走に出走できない。



１５０３４ ５月２９日 晴 良 （２２京都４）第３日 第１０競走 ��
��２，０００�第４６回金 鯱 賞（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５２�４歳以上５７�，牝馬２�
減，２１．５．３０以降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，２１．５．２９以前のGⅠ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）

賞 品
本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 １，０２２，０００円 ２９２，０００円 １４６，０００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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

４５ アーネストリー 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３２＋ ４１：５９．５ ２．９�

６９ ドリームサンデー 牡６青 ５７ 秋山真一郎ロイヤルファーム� 池江 泰郎 千歳 ロイヤルファーム ５００－ ２１：５９．７１� １３．９�
４６ スマートギア 牡５栗 ５７ 池添 謙一大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５８＋ ２２：００．１２� ９．１�
５７ ホワイトピルグリム 牡５芦 ５７ 四位 洋文�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６０＋ ４２：００．３１ １６．９�
８１３ アドマイヤオーラ 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２ 〃 ハナ １７．８�
１１ リトルアマポーラ 牝５黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ２ 〃 ハナ ２５．２�
５８ ア ク シ オ ン 牡７鹿 ５７ 藤田 伸二中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５２６－ ６ 〃 クビ ５．６	
３４ ナムラクレセント 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５０２＋ ６ 〃 ハナ ３．５

６１０ ゼンノグッドウッド 牡７鹿 ５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５１８＋１６２：００．８３ １５４．８�
３３ 	 エイシンドーバー 牡８栗 ５７ 藤岡 佑介平井 豊光氏 小崎 憲 米 Columbi-

ana Farm ４７０＋ ２２：００．９クビ １７０．１�
７１１ エリモハリアー 
１０鹿 ５７ 酒井 学山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４６４＋ ８２：０１．３２� ３０６．５
８１４ サンレイジャスパー 牝８鹿 ５５ 幸 英明永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４９０＋ ２２：０１．４� ３３２．１�
７１２ エムエスワールド 牡７黒鹿５７ 太宰 啓介松屋 隆士氏 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４７４＋１０２：０２．８９ ４１１．０�
２２ タスカータソルテ 牡６黒鹿５７ 松田 大作 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６４－ ２ （競走中止） １２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９７，５８５，４００円 複勝： １３９，０１４，７００円 枠連： ６５，７２１，７００円

普通馬連： ４５２，６８２，０００円 馬単： ２４４，３９８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２３，０２６，３００円

３連複： ５６５，８６８，１００円 ３連単： １，０８０，４５３，０００円 計： ２，７６８，７４９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ３３０円 � ２２０円 枠 連（４－６） １，６６０円

普通馬連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ５６０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� ６，９００円 ３ 連 単 ��� ２３，３１０円

票 数

単勝票数 計 ９７５８５４ 的中 � ２７４２０１（１番人気）
複勝票数 計１３９０１４７ 的中 � ３３２２１８（１番人気）� ８９７５４（６番人気）� １５８２４５（４番人気）
枠連票数 計 ６５７２１７ 的中 （４－６） ２９３８０（６番人気）
普通馬連票数 計４５２６８２０ 的中 �� １６２０８５（１０番人気）
馬単票数 計２４４３９８５ 的中 �� ７５４６８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２３０２６３ 的中 �� ４６０４４（８番人気）�� ５７０５０（５番人気）�� １６６９４（２４番人気）
３連複票数 計５６５８６８１ 的中 ��� ６０５５３（２３番人気）
３連単票数 計１０８０４５３０ 的中 ��� ３４２２１（７８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１２．６―１２．１―１１．９―１２．４―１１．９―１１．５―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．４―３７．０―４９．１―１：０１．０―１：１３．４―１：２５．３―１：３６．８―１：４８．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーネストリー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．７．８ 阪神１着

２００５．５．１７生 牡５鹿 母 レットルダムール 母母 ダイナチヤイナ １５戦７勝 賞金 ２２４，２７１，０００円
〔競走中止〕 タスカータソルテ号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



１５０３５ ５月２９日 晴 良 （２２京都４）第３日 第１１競走 ��
��１，９００�

け あ げ

蹴 上 特 別
発走１６時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２１．５．３０以降２２．５．２３まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５５．４
１：５５．４

重

重

６１２ ポイマンドレース 牡４栗 ５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１４－１０１：５８．９ ７．４�

３６ アイアムピカイチ 牡４黒鹿５５ 川田 将雅堀 紘一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２１：５９．１１� ５．７�
５１０ トーセンスターン 牡５鹿 ５６ 浜中 俊島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６０－ ４ 〃 クビ １２．５�
２４ フジヤマワカムシャ 牡５黒鹿５４ 藤岡 佑介藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４７２± ０１：５９．２クビ １６．１�
８１５ ツルガオカランナー 牡５鹿 ５５ 上村 洋行松本 兼吉氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：５９．３� ３６．６�
３５ リアルヴィクトリー 牡５鹿 ５４ 池添 謙一杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８８＋１０ 〃 クビ ２６．８	
１１ サンライズコア 牡４鹿 ５４ 国分 恭介松岡 隆雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 ４６２＋ ６１：５９．５１� ３９．５

７１３ グレイトロータリー 牡４鹿 ５４ 福永 祐一前田 幸治氏 宮本 博 新ひだか グランド牧場 ５１４－１２ 〃 ハナ ３２．６�
８１６ タガノタイムピース 牡５鹿 ５７．５ 赤木高太郎八木 良司氏 吉田 直弘 小清水 千島北斗牧場 ５０２－ ４２：００．２４ ４．３�
２３ メイショウラスター 牡５鹿 ５３ 石橋 守松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４７０± ０２：００．４１� ２１１．９
４８ 	 ゴールデンルーヴェ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二広尾レース� 森 秀行 米 Barnett

Enterprises ４９０－ ４ 〃 ハナ ２．７�
７１４ キャトルキャール 牝５栗 ５１ 酒井 学吉田 修氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４４４± ０２：００．５クビ ６７．０�
５９ 
 マイネルリズム 牡４鹿 ５２ 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 三石 山際セントラ
ルスタッド ４８８＋ ４２：００．７１� ４２．３�

１２ ソルモンターレ 牡４鹿 ５４ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 ４５６－ ２２：０１．４４ ９０．５�
４７ コートユーフォリア 牡６栗 ５５ 岩田 康誠前田 幸治氏 岡田 稲男 浦河 昭和牧場 ５０２＋ ６２：０２．７８ ６０．９�
６１１ クリノサンデーママ 牝４栗 ５２ 飯田 祐史栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 ４４６＋２６２：０５．２大差 ９５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，８３５，８００円 複勝： ６０，９６４，１００円 枠連： ３６，５７０，７００円

普通馬連： １５３，０９２，８００円 馬単： ８８，６９６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，０５４，２００円

３連複： １９０，５２７，６００円 ３連単： ３５９，９９４，４００円 計： ９７７，７３５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２３０円 � ２２０円 � ２８０円 枠 連（３－６） １，６９０円

普通馬連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ４，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� １，３５０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ７，８８０円 ３ 連 単 ��� ４０，８００円

票 数

単勝票数 計 ３６８３５８ 的中 � ３９２３５（４番人気）
複勝票数 計 ６０９６４１ 的中 � ７１１８５（４番人気）� ７８７０７（３番人気）� ５３４６６（５番人気）
枠連票数 計 ３６５７０７ 的中 （３－６） １６０２７（８番人気）
普通馬連票数 計１５３０９２８ 的中 �� ５４８０７（８番人気）
馬単票数 計 ８８６９６０ 的中 �� １５１７３（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１０５４２ 的中 �� ２１１６５（５番人気）�� ９０６０（１４番人気）�� １０７６０（１１番人気）
３連複票数 計１９０５２７６ 的中 ��� １７８５３（２３番人気）
３連単票数 計３５９９９４４ 的中 ��� ６５１２（１０５番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１０．９―１３．４―１３．４―１３．６―１２．７―１２．４―１２．１―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１７．９―２８．８―４２．２―５５．６―１：０９．２―１：２１．９―１：３４．３―１：４６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．０
１
３
１６，１１－２－１－（４，１２）１３（７，８）１５，９（５，６）１０（３，１４）
１６（１１，１）（２，１２）４（１３，１５）７，８（１０，５，６）９（１４，３）

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

勝馬の
紹 介

ポイマンドレース �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２００９．７．１２ 札幌６着

２００６．４．２６生 牡４栗 母 レースウィング 母母 レ ー ス ８戦３勝 賞金 ３３，８０６，０００円
〔制裁〕 トーセンスターン号の騎手浜中俊は，４コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（５番・８番・６番・３番

への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノサンデーママ号は，平成２２年６月２９日まで平地競走に出走できない。
※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。
（非抽選馬） ４頭 ショウケイ号・ジョーモルデュー号・トーセンバスケット号・マッシヴエンペラー号



１５０３６ ５月２９日 晴 良 （２２京都４）第３日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時４０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．４

良

良

８１３ マッシヴエンペラー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８８＋ ２１：３３．５ ８７．７�

５６ メイショウゲンジ 牡７栗 ５７
５５ △国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 新冠 ヤマオカ牧場 ５２２＋ ２ 〃 クビ １１．６�

１１ ミッキーチアフル 牡５鹿 ５７ 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１４± ０１：３３．６クビ ２．２�
６８ カノヤトップレディ 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４９０－１０１：３３．７� ９．３�
７１１ マイネルクラッチ 牡６鹿 ５７ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ４９８－ ２１：３３．９１� ８．６�
３３ アグネスサクラ 牝４鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４３２＋ ６ 〃 クビ ３．８�
６９ メイショウローラン 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４６４± ０１：３４．１１� ２２．０	
２２ アキノカウンター 牡４栗 ５７ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４４２＋ ２ 〃 クビ ８６．６

４４ ナイトフッド 牡４青鹿５７ 池添 謙一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８２－ ４ 〃 アタマ １２．４�
７１０ ノボリデューク 牡５青 ５７ 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 B４６８－１４１：３４．３１� ９６．５
８１２ ショウナンアトム 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４７０＋ ２１：３４．７２� １０１．６�
４５ ヨシノアツヒメ 牝４鹿 ５５ 野元 昭嘉吉永 久子氏 野元 昭 青森 一山牧場 ４７２－１０１：３５．７６ ２６７．５�
５７ キングアレキサンダ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠岸田 勝宏氏 大根田裕之 静内 カタオカフアーム ４９０－ ４１：３６．３３� ２２．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４７，１６９，０００円 複勝： ６３，９７１，０００円 枠連： ３６，４６２，２００円

普通馬連： １４７，２３３，０００円 馬単： １０８，１０８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，２２６，６００円

３連複： １９４，３１１，７００円 ３連単： ４４９，４４２，７００円 計： １，１００，９２４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，７７０円 複 勝 � １，５２０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連（５－８） ９，５３０円

普通馬連 �� ５８，９３０円 馬 単 �� １８３，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，９７０円 �� ３，４２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ３６，２４０円 ３ 連 単 ��� ５３７，５９０円

票 数

単勝票数 計 ４７１６９０ 的中 � ４２４０（１０番人気）
複勝票数 計 ６３９７１０ 的中 � ７５３７（１２番人気）� ５５１４４（５番人気）� １７８９４９（１番人気）
枠連票数 計 ３６４６２２ 的中 （５－８） ２８２５（２２番人気）
普通馬連票数 計１４７２３３０ 的中 �� １８４４（５８番人気）
馬単票数 計１０８１０８５ 的中 �� ４３５（１２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４２２６６ 的中 �� １０５２（５９番人気）�� ３７４９（３２番人気）�� ２８８８５（４番人気）
３連複票数 計１９４３１１７ 的中 ��� ３９５８（７９番人気）
３連単票数 計４４９４４２７ 的中 ��� ６１７（６８２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．４―３４．４―４６．２―５８．３―１：０９．９―１：２１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッシヴエンペラー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ステートリードン デビュー ２００７．９．１６ 阪神８着

２００５．３．１９生 牡５栗 母 シルクサファイア 母母 ア グ サ ン ３５戦４勝 賞金 ６９，４１２，０００円
※マッシヴエンペラー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２２京都４）第３日 ５月２９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

２９９，５１０，０００円
２，１３０，０００円
２０，７３０，０００円
２，３６０，０００円
３０，２１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，４６７，５００円
４，９４４，０００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
３８４，３００，０００円
５９１，３１３，３００円
３０６，３０９，４００円
１，３２６，７０３，４００円
８３８，１９５，４００円
４５７，１４７，４００円
１，７２１，２４５，３００円
３，１８６，５３４，１００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 ８，８１１，７４８，３００円

総入場人員 ２３，５００名 （有料入場人員 ２２，０９１名）




