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１２１０９ ５月２２日 小雨 良 （２３京都３）第１０日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

７１３ マイネマグノリア 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４７２± ０１：５６．２ ８．０�

４７ ブラックアテナ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠山本 英俊氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：５６．６２� ２．３�
６１１ ヤマニンレジェール 牝３栗 ５４ 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 ４７４－ ８１：５６．７� ２２７．８�
２３ シーエリアル 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４１４± ０１：５６．８� ４１２．６�
１１ ビーチパレード 牝３黒鹿５４ 川島 信二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６１：５７．４３� ７．１�
６１０ サフランルーデンス 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 ４５４－ ２１：５７．５� ７．９	
３５ メイショウシモーヌ 牝３鹿 ５４ 幸 英明松本 好
氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４４６ ―１：５８．０３ ２７．７�
５９ アサヒチェリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 本巣 敦 ４６０＋ ４１：５８．３１� １８２．８�
８１５ マイティーオーク 牝３栗 ５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０６－ ８１：５８．５１� １３．４
７１２ アヴェネンテ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一山本三津子氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４０８ ―１：５８．６� ５３．７�
３４ ライブリアンジェロ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５００± ０１：５８．７クビ ２３７．６�
５８ クラリティー 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４＋ ２１：５８．８� ４．５�
４６ エリザベートアスク 牝３栗 ５４ 秋山真一郎廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 ４６６－ ２１：５９．５４ ２７．５�
８１４ バ ー ネ ッ ト 牝３芦 ５４ 荻野 要昴ホースクラブ 鹿戸 明 新ひだか 沖田 哲夫 ４２４－ ４２：００．７７ ４７９．７�
２２ タガノランビー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅八木 一雄氏 庄野 靖志 浦河 安原 実 B４５４－ ２２：０１．２３ ６４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，７３９，０００円 複勝： １９，２１７，８００円 枠連： ６，７６６，０００円

馬連： ２９，７０６，９００円 馬単： ２０，７５５，１００円 ワイド： １３，９６９，６００円

３連複： ４４，５７３，９００円 ３連単： ７０，９５９，２００円 計： ２１５，６８７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ３，４６０円 枠 連（４－７） ７５０円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １３，９３０円 �� ５，６８０円

３ 連 複 ��� ５１，４００円 ３ 連 単 ��� ２３５，９００円

票 数

単勝票数 計 ９７３９０ 的中 � ９６０５（５番人気）
複勝票数 計 １９２１７８ 的中 � ２２１１８（４番人気）� ５９６５８（１番人気）� ８９２（１３番人気）
枠連票数 計 ６７６６０ 的中 （４－７） ６６６７（４番人気）
馬連票数 計 ２９７０６９ 的中 �� ２３９９２（４番人気）
馬単票数 計 ２０７５５１ 的中 �� ５８８５（１０番人気）
ワイド票数 計 １３９６９６ 的中 �� ８８２５（５番人気）�� ２３１（５７番人気）�� ５７１（４１番人気）
３連複票数 計 ４４５７３９ 的中 ��� ６４０（９０番人気）
３連単票数 計 ７０９５９２ 的中 ��� ２２２（４２８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１３．７―１４．２―１３．９―１３．１―１２．８―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３７．４―５１．６―１：０５．５―１：１８．６―１：３１．４―１：４３．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネマグノリア �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２０１０．６．２０ 阪神８着

２００８．３．２４生 牝３栗 母 グリークシアター 母母 ダイナアテイカ １３戦１勝 賞金 １３，１５０，０００円

１２１１０ ５月２２日 雨 稍重 （２３京都３）第１０日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

１：２０．５
１：１９．０

良

良

６１１ サンキストビーチ 牝３鹿 ５４ 幸 英明新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４３８－ ６１：２３．１ ２５．１�

７１３ アイドルバイオ 牝３青 ５４ 鮫島 良太バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４１８＋ ６ 〃 クビ １８．９�
３５ シルクフェリーチェ 牝３黒鹿５４ 武 豊有限会社シルク河内 洋 安平 追分ファーム ４４６＋ ２１：２３．５２� ３．１�
４７ メイショウマオ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４１２± ０１：２３．６� ６３．０�
６１２ レディオスソープ 牝３栗 ５４ 川田 将雅大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４８－ ６１：２４．０２� １０．０�
５１０ メリーポピンズ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 下屋敷牧場 ４３６－１２１：２４．２１� １８．０�
７１４ ヤマニンボンプアン 牝３鹿 ５４ 田中 健土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４５６＋ ２１：２４．３� １５．１	
３６ ガールズストーリー 牝３黒鹿５４ 北村 友一吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４１２－ ６１：２４．５１� ７．９

４８ ブランシェール 牝３鹿 ５４ 横山 典弘山本 剛史氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：２４．８１� １６．７�
８１６ リボルトレイダー 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 ４２２－１４ 〃 ハナ ８４．３�
７１５ アグネスクローバー 牝３栗 ５４ 川島 信二渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４４２－ ４１：２５．０１� ３．５
２４ メイショウランタナ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 太陽牧場 ４０６± ０ 〃 アタマ １７６．０�
１２ ラベンダーラッシー 牝３栗 ５４ 福永 祐一吉田 和美氏 須貝 尚介 日高 白井牧場 ４４６＋ ８ 〃 アタマ ２０．９�
８１８ ウォーターリコシェ 牝３栗 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４０８＋ ６１：２５．７４ ４５１．３�
５９ ボーテビューティ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３６ ―１：２６．３３� １９２．１�
８１７ エーシンチェロキー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４５４ ― 〃 クビ ５１．４�
１１ ビッグゴーゴー 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介�ビッグ 五十嵐忠男 浦河 今井 秀樹 ４３４－ ８１：２６．４クビ ３８．９�
２３ ビ ス ケ ッ ト 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４３６ ―１：２６．７２ １８５．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０，６５０，８００円 複勝： １７，６２７，４００円 枠連： １０，４９４，６００円

馬連： ３０，７４４，３００円 馬単： ２０，４２６，２００円 ワイド： １５，２９０，５００円

３連複： ４４，２７２，０００円 ３連単： ６２，３６９，１００円 計： ２１１，８７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５１０円 複 勝 � ５４０円 � ３６０円 � １７０円 枠 連（６－７） ７４０円

馬 連 �� １２，３２０円 馬 単 �� ３３，１４０円

ワ イ ド �� ３，１２０円 �� １，４１０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １２，９９０円 ３ 連 単 ��� １４６，５９０円

票 数

単勝票数 計 １０６５０８ 的中 � ３３５５（１０番人気）
複勝票数 計 １７６２７４ 的中 � ７１６０（８番人気）� １１６５６（６番人気）� ３５１３０（２番人気）
枠連票数 計 １０４９４６ 的中 （６－７） １０５５４（２番人気）
馬連票数 計 ３０７４４３ 的中 �� １８４３（３７番人気）
馬単票数 計 ２０４２６２ 的中 �� ４５５（９０番人気）
ワイド票数 計 １５２９０５ 的中 �� １１５４（３３番人気）�� ２６３６（１８番人気）�� ６３３７（２番人気）
３連複票数 計 ４４２７２０ 的中 ��� ２５１６（４４番人気）
３連単票数 計 ６２３６９１ 的中 ��� ３１４（４３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．５―４６．３―５９．１―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンキストビーチ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Never Tabled デビュー ２０１１．３．２１ 阪神３着

２００８．４．１６生 牝３鹿 母 ソープオペラクイーン 母母 T. V. Residual ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時２１分に変更。
〔発走状況〕 シルクフェリーチェ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 シルクフェリーチェ号は，発走調教再審査。
※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 インテンスラン号・サイズミックレディ号・ヒシラスティ号

第３回　京都競馬　第１０日



１２１１１ ５月２２日 雨 重 （２３京都３）第１０日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４７ ヤマニンシバルリー 牡３青鹿５６ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４７２ ―１：５０．０ ３１．７�

３５ ショウナンマハ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４４０＋ ４ 〃 クビ ６．６�
８１７ サンライズマルス 牡３栗 ５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４± ０ 〃 ハナ ９．４�
７１４ タガノエベンヌ 牝３黒鹿５４ 川島 信二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７０＋ ４１：５０．３１� ５２．４�
６１２ クリサンセマム 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４６６＋ ４１：５０．４� １４．３�
８１８ ヒットナンバー 牡３栗 ５６ 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 ４７２－ ２１：５０．７１� ３２．６	
２３ ヒットザターゲット 牡３栗 ５６ 福永 祐一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００－ ２ 〃 クビ ４．０

８１６ マコトサンパギータ 牝３栗 ５４ 横山 典弘眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４４２－ ２１：５０．８クビ ２．２�
１１ ロードランパート 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４８２＋ ８１：５１．２２� １１．９�
７１５ メイショウゴモン 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４９２－ ４１：５１．３� ６４．８
５９ ヴィヴァヴォーチェ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３０＋ ４ 〃 ハナ １７６．８�
１２ オーソーキューティ 牝３栗 ５４ 北村 友一 �サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２２－ ２１：５１．６２ １７２．８�
２４ マルサンアップル 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉松井三千年氏 小原伊佐美 新ひだか 高橋フアーム ４３２± ０１：５１．９１� ２０１．５�
５１０ エピデンドラム 牝３黒鹿５４ 津村 明秀名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４６０＋ ２１：５２．１１� ２９２．１�
４８ ショウナンハトバ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介�湘南 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４１０＋１０１：５２．９５ １３５．４�
３６ メイショウセトウチ 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 磯野牧場 ４４０ ―１：５３．２１� １５４．１�
７１３ カンシャシテル 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信小田切有一氏 田中 章博 浦河 富田牧場 ５１４± ０ 〃 クビ ２５６．７�
６１１ ホッコーギムレット 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 伊藤 敏明 ４８０ ―１：５３．４１� ４９６．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，６４０，２００円 複勝： ２６，４２０，９００円 枠連： １１，７６１，３００円

馬連： ３６，８２８，９００円 馬単： ２６，７６５，４００円 ワイド： １７，２９２，６００円

３連複： ５３，２２６，９００円 ３連単： ８０，８９５，６００円 計： ２６９，８３１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１７０円 複 勝 � ８１０円 � ２３０円 � ２６０円 枠 連（３－４） ６，４８０円

馬 連 �� ８，３５０円 馬 単 �� １８，８５０円

ワ イ ド �� ２，６００円 �� ３，１４０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２４，９００円 ３ 連 単 ��� １６０，０６０円

票 数

単勝票数 計 １６６４０２ 的中 � ４１４９（７番人気）
複勝票数 計 ２６４２０９ 的中 � ７１６１（８番人気）� ３３８４６（３番人気）� ２８９３０（４番人気）
枠連票数 計 １１７６１３ 的中 （３－４） １３４１（１７番人気）
馬連票数 計 ３６８２８９ 的中 �� ３２５６（２２番人気）
馬単票数 計 ２６７６５４ 的中 �� １０４８（５０番人気）
ワイド票数 計 １７２９２６ 的中 �� １６１３（２６番人気）�� １３２８（２８番人気）�� ４７６１（９番人気）
３連複票数 計 ５３２２６９ 的中 ��� １５７８（６２番人気）
３連単票数 計 ８０８９５６ 的中 ��� ３７３（３７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．１―４８．５―１：０１．３―１：１３．８―１：２５．７―１：３７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンシバルリー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

２００８．４．７生 牡３青鹿 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 サンライズマルス号は，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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 テイエムマジョ号・ワンダーシモン号
（非抽選馬） １頭 クレバーベスト号

１２１１２ ５月２２日 雨
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（２３京都３）第１０日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

８１４ スリーサンフレンチ 牡８鹿 ６０ 林 満明永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８０＋ ２３：１９．６ １７．０�

４５ ディープスピリット 牡７鹿 ６０ 熊沢 重文深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ９．６�
３３ ウィルビーキング �７栗 ６０ 小坂 忠士前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４＋ ４３：２０．４５ ６．６�
５７ エ ル ア ル ト 牡４青鹿５９ 横山 義行吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５１６－ ２３：２０．７１� ２８．９�
６９ モ チ 牡７青鹿６０ 高田 潤小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５２２－ ２３：２１．３３� ２．８�
２２ ツルマルビビッド 牡７鹿 ６０ 植野 貴也鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４９６＋ ２３：２１．７２� １５．８�
１１ サトノケンオー �４栗 ５９ 黒岩 悠里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７０－１０３：２２．７６ ９８．３	
３４ � ハ ツ ノ ボ リ 牝５栗 ５８ 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４３４－ ８３：２３．９７ ２５．８

７１２ ファートゥム �７栗 ６０ 高野 和馬田上 雅春氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド ４４８＋ ４３：２４．３２� １３７．４�
７１１� セフティファンキー 牡５栗 ６０ 北沢 伸也池田 實氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ４５４± ０３：２５．０４ ６４．４�
４６ トムウィンズ 牡６芦 ６０ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 ４７４＋ ６３：２５．１� ３９．１
５８ ラフレッシュブルー 牝６栗 ５８ 中村 将之 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４６４± ０３：２６．０５ ２．８�
６１０ ビルトミーアップ 牝６鹿 ５８ 五十嵐雄祐飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７０＋ ８３：２７．２７ １１４．６�
８１３ ユウキタイティ 牡７栗 ６０ 佐久間寛志ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５１６－ ８３：３２．０大差 ４６．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，２０５，７００円 複勝： １４，１５９，８００円 枠連： １０，１８４，２００円

馬連： ２９，７０７，８００円 馬単： ２２，７５５，４００円 ワイド： １４，３６２，３００円

３連複： ４７，５４４，２００円 ３連単： ７８，１４６，４００円 計： ２２８，０６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ５５０円 � ３１０円 � ２６０円 枠 連（４－８） ４，４４０円

馬 連 �� ９，４２０円 馬 単 �� １９，４９０円

ワ イ ド �� ２，３７０円 �� １，５００円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� １９，２１０円 ３ 連 単 ��� １９５，５００円

票 数

単勝票数 計 １１２０５７ 的中 � ５２０４（６番人気）
複勝票数 計 １４１５９８ 的中 � ６１３３（７番人気）� １２６２５（４番人気）� １５５６３（３番人気）
枠連票数 計 １０１８４２ 的中 （４－８） １６９６（１５番人気）
馬連票数 計 ２９７０７８ 的中 �� ２３２８（２６番人気）
馬単票数 計 ２２７５５４ 的中 �� ８６２（４６番人気）
ワイド票数 計 １４３６２３ 的中 �� １４６９（２６番人気）�� ２３７３（１６番人気）�� ３０２８（１１番人気）
３連複票数 計 ４７５４４２ 的中 ��� １８２７（５４番人気）
３連単票数 計 ７８１４６４ 的中 ��� ２９５（４１３番人気）

上り １マイル １：４９．７ ４F ５３．９－３F ４０．１
コーナー
通過順位

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

�
�

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

スリーサンフレンチ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００６．１．５ 京都１着

２００３．３．２５生 牡８鹿 母 スリーサンナイナー 母母 San 障害：１戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔騎手変更〕 サトノケンオー号の騎手西谷誠は，負傷のため黒岩悠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ディアユウキ号



１２１１３ ５月２２日 曇 不良 （２３京都３）第１０日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０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

７１２ ナリタデリゲート 牡３黒鹿５６ 福永 祐一�オースミ 木原 一良 日高 千葉飯田牧場 ５０４± ０１：５３．３ ２．０�

３４ フィールドセブン 牡３鹿 ５６ 幸 英明地田 勝三氏 野村 彰彦 浦河 山田 昇史 ４９０± ０１：５３．５１� １６．１�
２２ ルチルドラード 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４－ ２１：５３．６� １６．４�
４６ タカノエイカン 牡３鹿 ５６ 田村 太雅サンエイ開発� 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１８－ ６１：５３．７� ５３．５�
８１４ ラインレグルス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４７８－ ６１：５３．９１� ４．０�
７１１ レイクキャスケード 牡３青鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂伊藤 仁氏 藤沢 則雄 日高 白井牧場 ４６６－ ６１：５４．３２� ３０．２	
８１３ ダブルイーグル 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４５８－ ４１：５４．５１ １１．８

５７ クレバーステージ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 B４７８－ ２１：５４．６� １７８．９�
１１ マイネルコルテーゼ 牡３芦 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 須貝 尚介 新ひだか 木田牧場 ５０８＋ ２１：５５．２３� ８８．２
６９ ゴールドジェーン 牝３鹿 ５４ 北村 友一加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４３８＋ ４１：５５．４１� ９８．２�
３３ キューダスバンブー 牝３黒鹿５４ 鷹野 宏史�バンブー牧場 沖 芳夫 浦河 バンブー牧場 ４７６－ ６１：５５．８２� １５４．５�
４５ ナ ヴ ラ ス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４６０＋ ２１：５６．０１� １０．０�
６１０ マイティローヤー 牡３栗 ５６ 中村 将之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 安達 昭夫 浦河 富菜牧場 ５０２－ ２１：５６．８５ １１７．５�
５８ エリモロッソ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作山本三津子氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４６６－ ４１：５７．９７ １０．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７９４，３００円 複勝： ２１，６９７，６００円 枠連： １２，１２４，７００円

馬連： ３６，３９５，９００円 馬単： ３０，３３２，７００円 ワイド： １８，３１６，５００円

３連複： ５４，９１１，５００円 ３連単： ９９，９２７，０００円 計： ２８８，５００，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ３６０円 � ４２０円 枠 連（３－７） １，０７０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ６２０円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� ５，３９０円 ３ 連 単 ��� １８，０８０円

票 数

単勝票数 計 １４７９４３ 的中 � ６００４０（１番人気）
複勝票数 計 ２１６９７６ 的中 � ７８７７２（１番人気）� １１４６３（６番人気）� ９５７６（７番人気）
枠連票数 計 １２１２４７ 的中 （３－７） ８３６４（４番人気）
馬連票数 計 ３６３９５９ 的中 �� ２０８７０（５番人気）
馬単票数 計 ３０３３２７ 的中 �� １３４６７（５番人気）
ワイド票数 計 １８３１６５ 的中 �� ８３２３（５番人気）�� ７５１１（６番人気）�� １８１７（２５番人気）
３連複票数 計 ５４９１１５ 的中 ��� ７５２７（１７番人気）
３連単票数 計 ９９９２７０ 的中 ��� ４０７９（５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．１―４９．９―１：０２．６―１：１５．０―１：２７．４―１：３９．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタデリゲート �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２０１０．９．１２ 阪神４着

２００８．５．３生 牡３黒鹿 母 レインボークイーン 母母 レインボースキー ６戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔発走状況〕 エリモロッソ号は，枠入り不良・枠内駐立不良〔立上る〕。発走時刻３分遅延。

マイネルコルテーゼ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
ゴールドジェーン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

〔調教再審査〕 エリモロッソ号は，発走調教再審査。
※レイクキャスケード号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２１１４ ５月２２日 曇 不良 （２３京都３）第１０日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （芝・右）

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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

６７ ゼフィランサス 牝３青 ５４ 藤田 伸二�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 ４１４－ ４１：３７．２ ３．５�

７９ アルマリンピア 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ４１：３７．３� ４．３�
５５ マ イ ネ マ オ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４８６－ ２ 〃 アタマ ８．１�
４４ サクラプリエール 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４６６± ０１：３７．４� ５．３�
１１ エアワンピース 牝３栗 ５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：３７．６１� ８．１�
６６ コウエイオトメ 牝３鹿 ５４ 中村 将之西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４７０＋１０ 〃 クビ ２４．１	
７８ マ マ キ ジ ャ 牝３芦 ５４ 武 豊北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４２４± ０ 〃 ハナ ６．１

３３ ラブリイステラ 牝３芦 ５４ 秋山真一郎�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド ４８８＋１０１：３７．７クビ ５１．２�
８１１ ネオザミスティック 牝３黒鹿５４ 小牧 太小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４４６＋ ８１：３７．８� １５．４�
２２ スパーブクィーン 牝３栗 ５４ 幸 英明吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４３６－ ８１：３８．２２� １１４．９
８１０ ダイヤピアス 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか 田原橋本牧場 ４１２－ ８１：３９．０５ ２８３．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，６７５，０００円 複勝： ３０，２５２，２００円 枠連： ９，８２１，６００円

馬連： ４０，３７６，６００円 馬単： ２８，２６７，４００円 ワイド： ２０，４９４，３００円

３連複： ５２，６０８，５００円 ３連単： ９６，０４０，０００円 計： ２９４，５３５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（６－７） ３５０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ４２０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，５６０円 ３ 連 単 ��� ５，５２０円

票 数

単勝票数 計 １６６７５０ 的中 � ３８２６１（１番人気）
複勝票数 計 ３０２５２２ 的中 � ６８４１１（１番人気）� ４９３１１（２番人気）� ３５１２７（４番人気）
枠連票数 計 ９８２１６ 的中 （６－７） ２１１４３（１番人気）
馬連票数 計 ４０３７６６ 的中 �� ３８１０５（１番人気）
馬単票数 計 ２８２６７４ 的中 �� １４４５１（１番人気）
ワイド票数 計 ２０４９４３ 的中 �� １７６８３（１番人気）�� １２０７２（４番人気）�� ７３５０（１２番人気）
３連複票数 計 ５２６０８５ 的中 ��� ２４９８６（１番人気）
３連単票数 計 ９６０４００ 的中 ��� １２８６０（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．１―３６．３―４９．１―１：０１．７―１：１４．１―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼフィランサス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１０．６．１９ 函館２着

２００８．３．２６生 牝３青 母 モ ガ ミ ヒ メ 母母 モガミポイント １２戦２勝 賞金 ２８，２００，０００円
※ネオザミスティック号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２１１５ ５月２２日 曇 不良 （２３京都３）第１０日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０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 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１０ フレールジャック 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４６± ０１：４８．７ １．５�

７８ ジョウノアラミス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４９４－ ２１：４９．０２ １３．９�
６６ ノヴァグロリア 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４ 〃 クビ ４０．８�
８９ フレンチボウ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：４９．２１ １２．７�
５５ スズカファルコン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲国分 優作永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４５６－ ４１：４９．４１� ３０．５�
７７ カリスマミッキー 牡３栗 ５６ 幸 英明三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４７０＋ ２１：４９．５� ２７．４	
１１ オンリーザブレイヴ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅山本 剛史氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：４９．６クビ １７．５

４４ ゴットマスタング 牡３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 ４６６－ ２１：４９．７� １６．５�
２２ オースミマイカ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４３６＋１０ 〃 アタマ １２．９�
３３ タイキガラハッド 牡３栗 ５６ 武 豊�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ５０４－ ２１：５２．８大差 ８．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２５，５７８，０００円 複勝： ４５，９７３，８００円 枠連： １０，６２２，１００円

馬連： ４６，８３０，６００円 馬単： ４２，８００，８００円 ワイド： ２３，９７７，９００円

３連複： ６３，８５６，５００円 ３連単： １４２，７８０，１００円 計： ４０２，４１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � ５５０円 枠 連（７－８） ４６０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １，１８０円 �� ３，４３０円

３ 連 複 ��� ６，６３０円 ３ 連 単 ��� １４，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２５５７８０ 的中 � １４２２６３（１番人気）
複勝票数 計 ４５９７３８ 的中 � ２２９５８４（１番人気）� ２８６０４（５番人気）� １１４４０（１０番人気）
枠連票数 計 １０６２２１ 的中 （７－８） １７４１０（１番人気）
馬連票数 計 ４６８３０６ 的中 �� ４０６５０（４番人気）
馬単票数 計 ４２８００８ 的中 �� ３１０４２（４番人気）
ワイド票数 計 ２３９７７９ 的中 �� １８６４０（３番人気）�� ４７８５（１３番人気）�� １５７８（４２番人気）
３連複票数 計 ６３８５６５ 的中 ��� ７１１３（２８番人気）
３連単票数 計１４２７８０１ 的中 ��� ７１７７（５１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．４―１２．３―１２．５―１２．６―１２．１―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３５．０―４７．３―５９．８―１：１２．４―１：２４．５―１：３６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレールジャック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１１．５．７ 京都１着

２００８．５．２５生 牡３鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song ２戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイキガラハッド号は，平成２３年６月２２日まで平地競走に出走できない。

１２１１６ ５月２２日 曇 重 （２３京都３）第１０日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （芝・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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

８１７ アンフィルージュ 牝４栗 ５５ 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４７２－ ４１：１０．１ ２．１�

７１４ スギノブロッサム 牝４鹿 ５５
５２ ▲森 一馬杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ ２９．０�

２４ マックスバローズ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ
ファーム ４６８± ０１：１０．３１� ４．８�

３６ ビ ス カ ヤ 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲国分 優作山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 ４３２＋ ４１：１０．４� ９．３�

８１８ ヴィクトリアローズ 牝４栗 ５５ 田辺 裕信古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 ４３４－ ８１：１０．５� ２１．６�
５１０ マスターチアフル 牝５鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４８－ ４１：１０．６� １９．９	
５９ � クリノテンペスタ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ ６８．０

８１６ ピーチブローフィズ 牝４黒鹿５５ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４３８± ０ 〃 アタマ ３２２．４�
３５ パ ス ピ エ 牝５栗 ５５

５４ ☆国分 恭介吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ８ 〃 クビ ６．２�
７１３ キャニオンブラウン 牡５栗 ５７ 幸 英明 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４１：１０．７� １８．３
７１５ ソ ム ニ ア 牝４栗 ５５ 北村 友一吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４３４－ ６１：１０．９１� ２１．９�
６１２ メイショウヴァルナ 牡４青鹿５７ 石橋 守松本 好�氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４５０± ０ 〃 アタマ １５１．１�
４８ テイエムハエゲナ 牡４鹿 ５７ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６２＋ ２１：１１．２１� １５８．２�
６１１ ユウキサンオーラ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀ちきり組合 菊沢 隆徳 新ひだか クドウファーム ４３４± ０ 〃 クビ ２２３．１�
４７ � トップスマイル 牝４栗 ５５ 川田 将雅池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ３８４－ ２１：１１．３� １２８．２�
２３ フェリスホイール 牝５鹿 ５５ 和田 竜二 �キャロットファーム 加藤 敬二 千歳 社台ファーム B５００＋１８１：１１．４� １０５．９�
１２ � オールエモーション 牝４鹿 ５５ 川島 信二栗本 守氏 田所 秀孝 日高 日高大洋牧場 ４１８－ １１：１１．９３ １９１．０�
１１ ヨシインゾーン 牡５黒鹿５７ 小林 徹弥田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 ヒノデファーム ４８２＋ ４１：１２．１１� ４０１．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，２０７，２００円 複勝： ２８，７２８，７００円 枠連： １９，３５１，３００円

馬連： ５４，４７０，０００円 馬単： ３８，７８９，５００円 ワイド： ２３，２５１，２００円

３連複： ７９，５８５，９００円 ３連単： １３０，５６１，１００円 計： ３９４，９４４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ４５０円 � ２００円 枠 連（７－８） ５５０円

馬 連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ２，７８０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ３００円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ４，１４０円 ３ 連 単 ��� ２０，４００円

票 数

単勝票数 計 ２０２０７２ 的中 � ７９１２７（１番人気）
複勝票数 計 ２８７２８７ 的中 � ９６３５９（１番人気）� １１０６６（９番人気）� ３３０１５（３番人気）
枠連票数 計 １９３５１３ 的中 （７－８） ２６３４６（３番人気）
馬連票数 計 ５４４７００ 的中 �� １９０８７（９番人気）
馬単票数 計 ３８７８９５ 的中 �� １０３２１（１０番人気）
ワイド票数 計 ２３２５１２ 的中 �� ６３９９（１０番人気）�� ２２２７５（１番人気）�� ２６５３（２５番人気）
３連複票数 計 ７９５８５９ 的中 ��� １４２２０（１４番人気）
３連単票数 計１３０５６１１ 的中 ��� ４７２５（５４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．４―１１．４―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．３―４６．７―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．８
３ ・（５，８）１０（２，３，１２）１７（４，６，１８）１４（９，１６）（１，１１）１５，１３－７ ４ ・（５，８）１０（３，１２）（２，４，６，１７）（１４，１８）（１，９）（１６，１３）１１，１５－７

勝馬の
紹 介

アンフィルージュ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００９．１１．２１ 京都５着

２００７．５．１２生 牝４栗 母 ウメノファイバー 母母 ウメノローザ ９戦２勝 賞金 ２５，１５４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 フェブムービング号



１２１１７ ５月２２日 曇 不良 （２３京都３）第１０日 第９競走 ��
��１，４００�

しょうりゅう

昇竜ステークス
発走１４時１５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１，４００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １８，０００，０００円 ７，２００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，８００，０００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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

５９ アイアムアクトレス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：２２．８ ４．５�

７１４� シゲルソウサイ 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-
vestments ４９２－ ４ 〃 クビ ４．５�

６１１ スノードラゴン 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ５００＋ ２１：２３．２２� ２０．３�
６１２ セイカプリコーン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ８．６�
１１ カラフルデイズ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０－ ４１：２３．４	 ６．１�
５１０ タイセイファントム 牡３鹿 ５６ 福永 祐一田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４３６＋ ２１：２３．５� ２５．０�
１２ スマートリブレ 牡３鹿 ５６ 小牧 太大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ５０２＋ ２１：２３．７１� ２３４．３	
７１３ シルクシュナイダー 牡３黒鹿５６ 武 豊有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－ ２１：２３．８クビ ３．９

４７ アマノレインジャー 牡３栗 ５６ 国分 恭介中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４７８－ ２ 〃 アタマ ３１．９�
２３ � ヴォトレメイヤー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. ４８６＋ ２１：２４．１１	 ４７．３�
３６ オ ヤ シ オ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ １０３．４
３５ クィーンオブライフ 牝３鹿 ５４ 北村 友一西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ５０６＋ ４１：２４．２	 ４７．６�
２４ � ケイアイヘルメス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro

Kameda ５０６－ ４１：２４．３� １６．１�
４８ シゲルシュサ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４１８± ０ 〃 クビ ３５８．３�
８１５ デュアルスウォード 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ６１：２４．５１� ３２．７�
８１６ コ ロ カ ム イ 
３栗 ５６ 小林 徹弥蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４５４± ０１：２６．１１０ １１９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，０９７，３００円 複勝： ６４，０６６，９００円 枠連： ２９，６６１，０００円

馬連： １１９，９６０，７００円 馬単： ６４，５９３，７００円 ワイド： ４３，３８３，６００円

３連複： １４８，９６４，８００円 ３連単： ２３６，１４０，５００円 計： ７４３，８６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � ４８０円 枠 連（５－７） ４２０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １，５３０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ７，９２０円 ３ 連 単 ��� ３７，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３７０９７３ 的中 � ６５７５５（２番人気）
複勝票数 計 ６４０６６９ 的中 � １０４６０９（２番人気）� ９６７０７（３番人気）� ２７５９６（７番人気）
枠連票数 計 ２９６６１０ 的中 （５－７） ５３２０２（１番人気）
馬連票数 計１１９９６０７ 的中 �� ６１７３７（５番人気）
馬単票数 計 ６４５９３７ 的中 �� １７９０１（７番人気）
ワイド票数 計 ４３３８３６ 的中 �� １６６３７（６番人気）�� ６８３４（１９番人気）�� ７４５４（１４番人気）
３連複票数 計１４８９６４８ 的中 ��� １３８８７（２４番人気）
３連単票数 計２３６１４０５ 的中 ��� ４５９４（１０１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．７―３４．６―４６．８―５９．０―１：１０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
３ ・（５，１６）（３，９）１４（７，１０）１（１２，１５）（６，１３）１１（４，２）８ ４ ５（１６，９）（３，１４）（７，１０）（１，１２，１５）（６，１１，１３）２（４，８）

勝馬の
紹 介

アイアムアクトレス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Danzig Connection デビュー ２０１０．１２．１１ 阪神２着

２００８．３．３０生 牝３鹿 母 アイアムザウィナー 母母 Blue Jean Baby ６戦３勝 賞金 ３３，１５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 タガノロックオン号・テイクアベット号
（非抽選馬） ２頭 キモンレッド号・モルフェメイト号

１２１１８ ５月２２日 曇 重 （２３京都３）第１０日 第１０競走 ��
��１，６００�

ろ く は ら

六 波 羅 特 別
発走１４時５０分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．５．２２以降２３．５．１５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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７１３ トップゾーン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６６－ ４１：３５．９ ４．８�

７１２ マコトヴォイジャー 牡４鹿 ５６ 横山 典弘尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５１４± ０ 〃 クビ ６．７�
３５ セイルラージ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ４１：３６．０クビ ２．１�
４６ ヤマニンシャスール 牡４鹿 ５４ 和田 竜二土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ １４．９�
５８ オメガブルーハワイ 牝４黒鹿５３ 武 豊原 �子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：３６．１� １０．２�
１１ フェイズシフト 牝５黒鹿５３ 秋山真一郎吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４８０＋１０１：３６．２� ２３．２�
２３ スズカスパーク 牡６芦 ５４ 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 スガタ牧場 ４７６－ ４１：３６．４１	 １９．３	
２２ 
 サ バ ー ス 牡６鹿 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ １６．３

８１４ カ シ ノ ネ ロ 牡６鹿 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８０－ ４１：３６．５クビ １７２．２�
８１５�
 ウィッシングデュー 牝７黒鹿５０ 竹之下智昭中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-

vestments LLC ４９６＋ ６ 〃 クビ １４７．２�
６１１ モ モ フ ク 牝６栗 ５２ 国分 恭介大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４７８＋ ２１：３６．７１ ５２．０
３４ ネオポラリス �４栗 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４６６－１４１：３６．９１	 ２４．４�
６１０� エスジーストリーム 牡６青鹿５４ 小林 徹弥窪田 滋氏 藤岡 範士 米

Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

５００± ０ 〃 クビ １０８．２�
５９ スズノブレイヴ 牡４鹿 ５３ 国分 優作阿部 雅子氏 谷 潔 鹿児島 徳重 正幸 ４８６＋ ４１：３７．５３� ９９．６�

（１４頭）
４７ ナリタシリカ 牝５黒鹿５３ 佐藤 哲三�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３２，０５２，２００円 複勝： ４４，４３２，３００円 枠連： ２７，９０７，８００円

馬連： １１１，６３９，６００円 馬単： ６９，２７６，７００円 ワイド： ３８，６２７，９００円

３連複： １３２，７３７，９００円 ３連単： ２５７，６７４，３００円 計： ７１４，３４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（７－７） １，４８０円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ２，９９０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ２６０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ９，３２０円

票 数

単勝票数 差引計 ３２０５２２（返還計 ９６７） 的中 � ５３３８５（２番人気）
複勝票数 差引計 ４４４３２３（返還計 １６６６） 的中 � ７１０８７（２番人気）� ５７８４４（３番人気）� １３０９５７（１番人気）
枠連票数 差引計 ２７９０７８（返還計 １５６） 的中 （７－７） １３９７７（７番人気）
馬連票数 差引計１１１６３９６（返還計 １２９０９） 的中 �� ５２９５７（６番人気）
馬単票数 差引計 ６９２７６７（返還計 ６９２９） 的中 �� １７１４５（１０番人気）
ワイド票数 差引計 ３８６２７９（返還計 ４８８８） 的中 �� １６１８８（５番人気）�� ４１１０７（１番人気）�� ２４６１９（２番人気）
３連複票数 差引計１３２７３７９（返還計 ２９５４９） 的中 ��� ８７９８６（１番人気）
３連単票数 差引計２５７６７４３（返還計 ５４５０１） 的中 ��� ２０４２４（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．２―４９．０―１：０１．４―１：１３．１―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップゾーン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００８．８．３０ 札幌３着

２００６．５．２０生 牡５鹿 母 レッドストリーム 母母 マチカネエルベ ３０戦４勝 賞金 ７２，１１６，０００円
〔出走取消〕 ナリタシリカ号は，疾病〔左前球節部打撲傷〕のため出走取消。

１レース目



１２１１９ ５月２２日 曇 不良 （２３京都３）第１０日 第１１競走 ��
��１，９００�第２８回東海テレビ杯東海ステークス（ＧⅡ）

発走１５時３０分 （ダート・右）
３歳以上，除３歳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，２２．５．２２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，２２．５．２１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）

東海テレビ杯・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ５３，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，３００，０００円
付 加 賞 １，１６２，０００円 ３３２，０００円 １６６，０００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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

４８ ワンダーアキュート 牡５鹿 ５７ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５０４＋ ２１：５３．７レコード ４．８�

８１５ ランフォルセ 牡５青鹿５７ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：５３．８� １８．６�
１２ シルクメビウス 牡５鹿 ５８ 武 豊有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４９６＋ ２１：５４．２２� ８．９�
５９ 	 テスタマッタ 牡５鹿 ５８ 福永 祐一吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford

Farm ４９６＋ ６１：５４．３クビ ６．５�
７１３
 ゴルトブリッツ 牡４栗 ５７ 田辺 裕信 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ５１２－ ２１：５４．４� ２．１�
３６ バーディバーディ 牡４黒鹿５７ 幸 英明里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ４９０＋ ４１：５４．７１� ５．９�
２４ マ ス ト ハ ブ 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５２２＋ ２１：５４．８クビ １８９．５	
２３ キングスエンブレム 牡６青 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４５４－ ９ 〃 クビ ４０．６

７１４ ハギノリベラ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 B５３２－ ４１：５４．９� ４２０．２�
１１ シビルウォー 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：５５．０クビ １５５．８�
６１１ ピイラニハイウェイ 牡６黒鹿５７ 熊沢 重文金子真人ホール

ディングス 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６８± ０１：５５．４２� １５０．４�
６１２	 メダリアビート 牡５黒鹿５７ 川田 将雅門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. ４６６－ ４１：５５．５� ３３．２�
３５ マイネルアワグラス 牡７鹿 ５７ 小牧 太 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ５１８－ ８１：５５．６クビ １４７．１�
５１０ ク リ ー ン 牡７鹿 ５７ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６０４＋ ４１：５５．８１� ４４３．５�

（１４頭）
８１６ クリールパッション 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４７８＋ ６ （競走除外）

４７ フィールドルージュ 牡９鹿 ５８ 小林 徹弥地田 勝三氏 西園 正都 三石 中田 英樹 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １０５，４６１，１００円 複勝： １２９，３５０，３００円 枠連： ５２，４８６，８００円

馬連： ３５１，８８７，２００円 馬単： ２１５，８０７，５００円 ワイド： １０８，４７６，４００円

３連複： ４５４，１４９，３００円 ３連単： ９９５，６１５，７００円 計： ２，４１３，２３４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � ４６０円 � ３２０円 枠 連（４－８） ３，５９０円

馬 連 �� ３，２８０円 馬 単 �� ５，７１０円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ７８０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� １０，６５０円 ３ 連 単 ��� ６２，７２０円

票 数

単勝票数 差引計１０５４６１１（返還計 ３４１３） 的中 � １７６２８４（２番人気）
複勝票数 差引計１２９３５０３（返還計 ９６９９） 的中 � ２９３７９２（２番人気）� ６０６４３（６番人気）� ９４６９３（５番人気）
枠連票数 差引計 ５２４８６８（返還計 ８９８） 的中 （４－８） １０８１２（１４番人気）
馬連票数 差引計３５１８８７２（返還計 ４０４６７） 的中 �� ７９２６９（１３番人気）
馬単票数 差引計２１５８０７５（返還計 ２３５９０） 的中 �� ２７９１９（２３番人気）
ワイド票数 差引計１０８４７６４（返還計 ２１７４７） 的中 �� ２３４９８（１２番人気）�� ３５７９０（８番人気）�� １１０７８（２１番人気）
３連複票数 差引計４５４１４９３（返還計１１７４３９） 的中 ��� ３１４８４（２９番人気）
３連単票数 差引計９９５６１５７（返還計２１９２９５） 的中 ��� １１７１６（１６０番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．７―１１．６―１２．４―１２．１―１２．１―１１．８―１１．７―１１．４―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．７―１８．４―３０．０―４２．４―５４．５―１：０６．６―１：１８．４―１：３０．１―１：４１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーアキュート �
�
父 カリズマティック �

�
母父 Pleasant Tap デビュー ２００９．１．２４ 京都１着

２００６．３．１４生 牡５鹿 母 ワンダーヘリテージ 母母 Casa Petrone １７戦９勝 賞金 ２５０，６７２，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔出走取消〕 フィールドルージュ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔競走除外〕 クリールパッション号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１６頭 アドマイヤマジン号・アルトップラン号・エスケーカントリー号・カジノドライヴ号・クリスタルボーイ号・

グリッターウイング号・サクラロミオ号・セイカアレグロ号・ダイシンプラン号・タマモクリエイト号・ドスライス号・
トーセンアレス号・トーセンキャプテン号・フサイチセブン号・マイプリティワン号・メンデル号

１２１２０ ５月２２日 曇 不良 （２３京都３）第１０日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

３５ ベストバウト 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９４＋ ８１：２２．３ ９．０�

２４ スピルオーバー 牡４栗 ５７ 秋山真一郎村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５３２＋１４１：２２．４� ４２．３�
２３ ダイワシークレット 牡６栗 ５７

５６ ☆国分 恭介大城 敬三氏 菊沢 隆徳 静内 服部 牧場 B４５８－ ６ 〃 クビ １３４．１�
８１５ スティールパス 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４５０＋ ６１：２２．７１� ３．６�
１１ マジックアロー 牡５鹿 ５７ 幸 英明�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４５６＋ ２１：２２．８クビ ６３．７�
４７ メイショウテキーラ 牡４黒鹿５７ 北村 友一松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ ５３．３�
５９ ペガサスヒーロー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ６１：２２．９� ２．６	
６１２ ショウサンウルル 牝５鹿 ５５ 芹沢 純一鈴木 昭和氏 牧田 和弥 浦河 バンダム牧場 ４７０－１４１：２３．０� ２５．４

６１１ リバーアゲイン 牡６栗 ５７ 横山 典弘河越 武治氏 作田 誠二 三石 沖田 忠幸 ４７２－ ４１：２３．１� １６．５�
５１０ ミヤジシェンロン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４４８＋ ２ 〃 クビ ８．７�
１２ ディアアゲイン 牡６栗 ５７

５４ ▲森 一馬村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４６４＋ １１：２３．３１	 ２４４．２
７１３ ル ナ キ ッ ズ 牡５栗 ５７ 荻野 琢真畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４７０＋ ４１：２３．７２� ４９．７�
８１６ ナムラナイト 牡４芦 ５７

５４ ▲国分 優作奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 漆原 哲雄 ５０８－ ４１：２３．８クビ ４３．５�
４８ メイショウバーモス 牡５青鹿５７ 武 豊松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ５１６－ ４１：２３．９� ７．５�
７１４ リッカコウユウ 牝５鹿 ５５ 小牧 太立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５４＋ ４１：２４．２２ ７０．７�
３６ ショウナンタイリン 牝５栗 ５５ 川田 将雅国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４５２－１２１：２４．４１	 ２１５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，５４６，２００円 複勝： ６１，６２９，６００円 枠連： ３５，４７６，２００円

馬連： １４３，２５８，０００円 馬単： ８４，２６４，２００円 ワイド： ５１，７６８，１００円

３連複： １７８，０２０，５００円 ３連単： ３４５，０６６，３００円 計： ９４４，０２９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３３０円 � １，０６０円 � １，８５０円 枠 連（２－３） ７，４２０円

馬 連 �� １５，８００円 馬 単 �� ３３，１７０円

ワ イ ド �� ３，８１０円 �� ７，９１０円 �� １５，２１０円

３ 連 複 ��� ２２７，３００円 ３ 連 単 ��� １，３９１，５８０円

票 数

単勝票数 計 ４４５４６２ 的中 � ３９４０７（５番人気）
複勝票数 計 ６１６２９６ 的中 � ５６６９７（３番人気）� １４４７３（９番人気）� ８０２１（１４番人気）
枠連票数 計 ３５４７６２ 的中 （２－３） ３５３１（２２番人気）
馬連票数 計１４３２５８０ 的中 �� ６６９３（３８番人気）
馬単票数 計 ８４２６４２ 的中 �� １８７５（７４番人気）
ワイド票数 計 ５１７６８１ 的中 �� ３３７７（３３番人気）�� １６０７（５８番人気）�� ８３２（８４番人気）
３連複票数 計１７８０２０５ 的中 ��� ５７８（３００番人気）
３連単票数 計３４５０６６３ 的中 ��� １８３（１６７７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．３―１１．５―１１．７―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．２―４５．７―５７．４―１：０９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストバウト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ロ メ オ デビュー ２００９．８．２ 新潟１３着

２００７．３．１６生 牡４黒鹿 母 ダービーラブリネス 母母 スパニッシュサーチ １５戦３勝 賞金 ３５，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 センジンジョー号
（非抽選馬） ４頭 アートオブビーン号・サンマルチーフ号・マジックモーメント号・メイショウシェイク号

４レース目



（２３京都３）第１０日 ５月２２日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後重一時不良
良後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８頭 本 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

２７５，２８０，０００円
１５，３００，０００円
２，６８０，０００円
２６，０７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，８１９，５００円
５，５４０，８００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
３４４，６４７，０００円
５０３，５５７，３００円
２３６，６５７，６００円
１，０３１，８０６，５００円
６６４，８３４，６００円
３８９，２１０，９００円
１，３５４，４５１，９００円
２，５９６，１７５，３００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 ７，１２１，３４１，１００円

総入場人員 ２３，２０７名 （有料入場人員 ２１，５６８名）


