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１２１３３ ５月２９日 雨 不良 （２３京都３）第１２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

４４ ユウキオジョウー 牝３栗 ５４ 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４２８－ ２１：５３．４ ８．２�

８１３ オークヒルパーク 牝３黒鹿５４ 北村 友一宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４９０－ ４ 〃 クビ ７．２�
８１２ レッドレジーナ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：５３．５クビ １３．５�
５７ シーズガレット 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５２＋ ４１：５３．７１� ６．３�
２２ メイショウモンシロ 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 林 孝輝 ５０８± ０１：５４．１２� ３７．３�
６８ フィルハーマジック 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 ４５４＋ ４ 〃 アタマ ２５．２	
７１１ ロブストニケ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４６０－ ２１：５４．６３ ３．２

５６ チ カ リ ン ダ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５４－ ６ 〃 クビ １３．６�
１１ ド ゥ ル キ ス 牝３栗 ５４ 尾島 徹ディアレスト 福島 信晴 新ひだか 棚川 光男 ４８４＋ ８１：５５．５５ １４２．８�

（笠松）

３３ ファーマペニー 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４０６－ ２１：５５．７１� １０５．３
７１０ インパクトバイオ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介バイオ� 鶴留 明雄 平取 坂東牧場 ４３０－ ４１：５６．２３ １９．３�
６９ プ ッ シ ュ 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬金井 順一氏 須貝 尚介 日高 道見牧場 ４４８－ ６１：５６．６２� ９２．２�
４５ ディアカナメチャン 牝３青鹿５４ 安部 幸夫国田 正忠氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ５２６＋ ８１：５８．０９ ４．３�

（愛知）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９，８７１，５００円 複勝： １７，１３９，５００円 枠連： ７，９８５，０００円

馬連： ３１，３９５，３００円 馬単： ２２，５４２，４００円 ワイド： １３，００９，３００円

３連複： ４７，１４１，０００円 ３連単： ７４，７９８，９００円 計： ２２３，８８２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２６０円 � ３００円 � ５３０円 枠 連（４－８） ８１０円

馬 連 �� １，８５０円 馬 単 �� ４，６００円

ワ イ ド �� ６２０円 �� １，９８０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� １４，２３０円 ３ 連 単 ��� ７５，４２０円

票 数

単勝票数 計 ９８７１５ 的中 � ９５８７（５番人気）
複勝票数 計 １７１３９５ 的中 � １９０４０（４番人気）� １５８１５（５番人気）� ７６６５（８番人気）
枠連票数 計 ７９８５０ 的中 （４－８） ７３６０（５番人気）
馬連票数 計 ３１３９５３ 的中 �� １２５６２（６番人気）
馬単票数 計 ２２５４２４ 的中 �� ３６２２（２３番人気）
ワイド票数 計 １３００９３ 的中 �� ５５１２（５番人気）�� １５６７（３０番人気）�� １７９６（２７番人気）
３連複票数 計 ４７１４１０ 的中 ��� ２４４５（５０番人気）
３連単票数 計 ７４７９８９ 的中 ��� ７３２（２５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３６．２―４９．０―１：０２．０―１：１５．１―１：２８．１―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．３
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ユウキオジョウー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．８．２９ 小倉６着

２００８．２．９生 牝３栗 母 フォレストメリー 母母 ツ キ メ リ ー １４戦１勝 賞金 １１，７００，０００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。

１２１３４ ５月２９日 雨 不良 （２３京都３）第１２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

５１０ ニ ザ エ モ ン 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲国分 優作小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４７８－ ６１：１１．２ １．７�

８１５ ワンダーゴヴェルノ 牡３栗 ５６ 幸 英明山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４４０± ０１：１１．４１ １３．９�
２３ ジュライザセヴンス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ２１：１１．７１� ４．１�
６１２ オーダーアゲン 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４５４－１０１：１１．９１� ２１．１�

（愛知）

４８ カシノエベレスト 牝３青 ５４ 太宰 啓介柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４３８＋ ６１：１２．５３� ８．９�
１１ エーシンチェイサー �３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬�栄進堂 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ５１４ ―１：１３．１３� ４２．０�
６１１ ミ セ ス ボ ス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志	�昭牧場 武田 博 浦河 高昭牧場 ４６０－１０１：１３．７３� ３２．０

３６ ロングアイリス 牝３栗 ５４ 芹沢 純一中井 敏雄氏 加用 正 浦河 笹地牧場 ４２８－ ４１：１４．１２� １４１．１�
７１３ サンキンヤマト 牡３青 ５６ 北村 友一河原 純之氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 ４７０－ ４１：１４．６３ １５５．０�
１２ ラブデービット 牝３鹿 ５４ 黒岩 悠増田 陽一氏 日吉 正和 新ひだか 松田牧場 ４２６＋１０ 〃 クビ ２０９．７
８１６ ブルーライトマリー 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介太田 博造氏 鶴留 明雄 浦河 浦河日成牧場 ３９６－ ２１：１４．７� ８５．５�
５９ グリモワール 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム ５２８ ―１：１４．８� １６．５�
４７ ラ ソ ワ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４３２＋ ６１：１５．１２ １６２．０�
２４ シ ゲ ル リ ジ 牝３芦 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 服部 利之 新冠 守矢牧場 ４８８＋２８１：１５．２クビ ８０．５�
７１４ メイショウブロガー 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４４０＋ ４１：１５．３� ６９．２�
３５ シルクジャガー 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介有限会社シルク作田 誠二 日高 ヤナガワ牧場 ４９２ ―１：１８．０大差 ５１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８１５，５００円 複勝： １４，９６１，２００円 枠連： ８，６０９，２００円

馬連： ２９，２７０，２００円 馬単： ２４，５６８，１００円 ワイド： １３，４３９，２００円

３連複： ４２，２４３，５００円 ３連単： ７７，４５８，８００円 計： ２２２，３６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � １２０円 枠 連（５－８） ８００円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １６０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 ��� ３，７７０円

票 数

単勝票数 計 １１８１５５ 的中 � ５５１７０（１番人気）
複勝票数 計 １４９６１２ 的中 � ５７７１６（１番人気）� １２１３７（４番人気）� ３１９５０（２番人気）
枠連票数 計 ８６０９２ 的中 （５－８） ７９５８（３番人気）
馬連票数 計 ２９２７０２ 的中 �� ２０７７６（３番人気）
馬単票数 計 ２４５６８１ 的中 �� １３１３３（４番人気）
ワイド票数 計 １３４３９２ 的中 �� ９０７９（４番人気）�� ２７１６２（１番人気）�� ５７１３（５番人気）
３連複票数 計 ４２２４３５ 的中 ��� ３６９９０（２番人気）
３連単票数 計 ７７４５８８ 的中 ��� １５１９１（８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．３―１２．０―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３４．６―４６．６―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．６
３ １０－３（６，１２）（１，８）１５，２（１１，１６）－７，１３（４，１４）＝９，５ ４ １０－３，１２，８（６，１５）－１－２，１１，１６（７，１３）－４－１４＝９－５

勝馬の
紹 介

ニ ザ エ モ ン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ス タ ー マ ン デビュー ２０１１．５．２２ 新潟３着

２００８．４．１１生 牡３黒鹿 母 ナ ゾ 母母 シベルレディー ２戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔制裁〕 シゲルリジ号の調教師服部利之は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウブロガー号・シルクジャガー号は，平成２３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。
（非当選馬） ３頭 アグネススコール号・クレバーウエスタン号・コマノスクアーロ号
（非抽選馬） １頭 ドリームボルト号
※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。

第３回　京都競馬　第１２日



１２１３５ ５月２９日 雨 不良 （２３京都３）第１２日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

７１４ サクセスパシュート 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 高昭牧場 ４５８＋ ２２：０７．９ ７．８�

７１３ アズマユニヴァース 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介東 哲次氏 藤岡 健一 浦河 川越ファーム ４６８－ ６２：０８．３２� ５．５�
８１７ ライジングサン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５０２± ０２：０８．４クビ ５１．０�
６１１ ディープフィールド 牡３黒鹿５６ 幸 英明近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２２：０８．５� ２．３�
４７ ダンスインザスカイ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５０± ０２：１０．０９ ２０３．５�
３５ グ ッ ド ワ ン 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム ５１４－ ４ 〃 クビ １２６．７�
５１０ ヤマニンモンスター 牡３芦 ５６ 安部 幸夫土井 薫氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４３２＋ ６２：１０．１クビ ５９．８	

（愛知）

２４ ディープタッチ 牡３鹿 ５６ 酒井 学深見 敏男氏 田所 秀孝 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４７０＋ ２２：１０．２� １４．９


１１ タイセイジーニアス 牡３黒鹿５６ 和田 竜二田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４６６＋１４２：１１．７９ ４．３�
５９ ベルベットキス 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂加藤 厚子氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４０２± ０２：１２．０２ １７９．０�
４８ ペ ラ フ ィ ネ 牝３芦 ５４ 熊沢 重文市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ４２：１２．４２� ３６．８
２３ ペプチドタカラブネ 牝３芦 ５４

５１ ▲国分 優作沼川 一彦氏 新川 恵 新冠 大栄牧場 ４７２ ―２：１２．９３ １３．４�
８１５ コパノサチオー 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大小林 祥晃氏 奥平 雅士 新ひだか 西村 和夫 ４５６－ ４２：１３．１１� ７７．２�
８１６ ブライティアコート 牝３青鹿 ５４

５１ ▲森 一馬小林 昌志氏 小島 貞博 平取 雅 牧場 ４５２＋ ４２：１４．０５ ２６６．６�
６１２ ジャイアントブルー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介中西 宏彰氏 加藤 敬二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４８４± ０ 〃 クビ １５１．１�
３６ オーミハピネス 牡３栗 ５６ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 福島 信晴 日高 鹿戸 正幸 ５００＋ ４２：１６．５大差 １０６．０�
１２ ミッキーピース 牡３鹿 ５６ 北村 友一野田みづき氏 清水 出美 様似 猿倉牧場 ４９０＋ ６２：２０．２大差 ４９．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １１，６７１，８００円 複勝： １４，９８７，０００円 枠連： １０，６５２，１００円

馬連： ３１，６３９，３００円 馬単： ２４，２４２，０００円 ワイド： １３，７１５，５００円

３連複： ４５，７３３，５００円 ３連単： ７８，８３２，４００円 計： ２３１，４７３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２５０円 � ２００円 � ９００円 枠 連（７－７） ２，６７０円

馬 連 �� ２，３４０円 馬 単 �� ５，０８０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ５，０００円 �� ３，０１０円

３ 連 複 ��� ２３，２２０円 ３ 連 単 ��� １０７，１５０円

票 数

単勝票数 計 １１６７１８ 的中 � １１８３８（４番人気）
複勝票数 計 １４９８７０ 的中 � １６５７４（４番人気）� ２３２９１（２番人気）� ３４８６（９番人気）
枠連票数 計 １０６５２１ 的中 （７－７） ２９５０（９番人気）
馬連票数 計 ３１６３９３ 的中 �� １０００９（９番人気）
馬単票数 計 ２４２４２０ 的中 �� ３５２３（１７番人気）
ワイド票数 計 １３７１５５ 的中 �� ４８４８（８番人気）�� ６５２（３８番人気）�� １０９４（２７番人気）
３連複票数 計 ４５７３３５ 的中 ��� １４５４（５９番人気）
３連単票数 計 ７８８３２４ 的中 ��� ５４３（２６０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．１―１２．３―１２．４―１３．６―１３．３―１３．４―１３．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．３―３６．４―４８．７―１：０１．１―１：１４．７―１：２８．０―１：４１．４―１：５４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F３９．９
１
３

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

２
４

１－（１３，１６）－１５（３，４）８（９，１２，１７）５－（７，１１）１４－１０，６＝２・（１，１３）－１７－１１（１６，１５，４）１４（３，７）－１０，８（９，１２）－５＝６＝２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サクセスパシュート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１１．３．１９ 阪神８着

２００８．４．１７生 牡３鹿 母 リアフォーモサ 母母 Sex Appeal ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コパノサチオー号・ブライティアコート号・ジャイアントブルー号・オーミハピネス号・

ミッキーピース号は，平成２３年６月２９日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 アサクサジェット号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クリノプロジェクト号・テレポーテーション号
※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。

１２１３６ ５月２９日 雨
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（２３京都３）第１２日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時１５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

２２ テイエムブユウデン 牡４鹿 ５９ 佐久間寛志竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４６０＋ ２３：２３．２ ６．８�

８１３ ゴールデンガッツ 牡６栗 ６０ 植野 貴也�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ５０８－ ２３：２４．５８ ８．９�
５７ マイティーアゲン 牝４鹿 ５７ 平沢 健治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４３６＋１０３：２５．８８ １１２．８�
４６ � シシャモフレンド 牝６鹿 ５８ 難波 剛健阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４９２＋１０３：２７．９大差 ３５．７�
５８ オンワードシェルタ 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４９２－ ４３：２８．０� １．７�
６１０ ビジュアルフライト 牡４栗 ５９ 北沢 伸也佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム ５１０± ０３：２８．５３ １３１．８�
７１１ シゲカツパワー 牝４栗 ５７ 中村 将之�駒秀 武田 博 新ひだか 岡田牧場 ４６２＋ ６３：２８．８１� ９０．４	
３３ オシャレキング 牡６鹿 ６０ 今村 康成松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ５１８＋１２３：２９．７５ ８．４

３４ テイエムバレンシア 牡３青 ５８ 田村 太雅竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４７０－ ４３：２９．８� １０２．９�
６９ � タガノシュペリエル �５鹿 ６０ 熊沢 重文八木 良司氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 ４９４＋ ６３：３１．０７ １１．１�
７１２ チョウバクシン 牡４栗 ５９ 黒岩 悠丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 ４６６－ ４３：３２．１７ ８１．８
１１ オーシャンクルーズ 牡７鹿 ６０ 岩崎 祐己上田 宗義氏 田所 秀孝 新冠 村田牧場 ４８０－ ６３：３２．４１� １５．８�
４５ スリーピークス 牡４黒鹿５９ 石神 深一山上 和良氏 和田正一郎 宮城 遊佐 武俊 ４７２－ ２３：３６．５大差 ７０．０�
８１４� ヘイセイユニバース 牡５黒鹿６０ 白浜 雄造松岡 研司氏 作田 誠二 浦河 平成ファーム ４９２＋ ３ （競走中止） ５３．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，１２０，６００円 複勝： １５，１９７，７００円 枠連： ９，３８１，７００円

馬連： ２７，６８９，０００円 馬単： ２４，８７４，２００円 ワイド： １２，１２９，０００円

３連複： ４５，５８０，５００円 ３連単： ８１，４１３，４００円 計： ２２８，３８６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � ３，３２０円 枠 連（２－８） １，９９０円

馬 連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ４，７８０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ６，０５０円 �� １０，１１０円

３ 連 複 ��� １１２，１３０円 ３ 連 単 ��� ３８７，６４０円

票 数

単勝票数 計 １２１２０６ 的中 � １４０９１（２番人気）
複勝票数 計 １５１９７７ 的中 � ２１２９０（２番人気）� １３３１５（３番人気）� ９６１（１４番人気）
枠連票数 計 ９３８１７ 的中 （２－８） ３４９０（７番人気）
馬連票数 計 ２７６８９０ 的中 �� ９３９９（７番人気）
馬単票数 計 ２４８７４２ 的中 �� ３８４１（１５番人気）
ワイド票数 計 １２１２９０ 的中 �� ４７１４（６番人気）�� ４７７（４６番人気）�� ２８４（５６番人気）
３連複票数 計 ４５５８０５ 的中 ��� ３００（１４０番人気）
３連単票数 計 ８１４１３４ 的中 ��� １５５（５４２番人気）

上り １マイル １：５１．８ ４F ５４．６－３F ４０．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムブユウデン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 フラツシユオブステイール デビュー ２００９．１２．５ 阪神１１着

２００７．２．１７生 牡４鹿 母 リキサンフラッシュ 母母 シバイチヒメ 障害：６戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
〔競走中止〕 ヘイセイユニバース号は，１周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ゴールデンダニエル号・サンゴシック号・ショウナンサミット号
（非抽選馬） ４頭 カシマレジェンド号・サトノハピネス号・ディアユウキ号・トーセンウィン号



１２１３７ ５月２９日 雨 不良 （２３京都３）第１２日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時００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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

６８ クレバーキング 牡３鹿 ５６ 和田 竜二田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６０－ ４２：２１．７ ６．０�

２２ ラ ル ゴ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９４± ０２：２１．８� ３．４�
１１ クリノプロジェクト 牡３鹿 ５６ 高橋 亮栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４４＋ ２２：２２．４３� ２３．０�
５７ テイエムライジン 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B４３０＋ ２２：２２．５� ３０．９�
６９ セルリアンディンゴ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作�イクタ 田所 秀孝 むかわ フラット牧場 ４８２－ ８２：２３．４５ ９．９�
４４ トムコウクン 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 B４７６± ０２：２３．５� ５２．１	
７１０ オーミチャンドラ 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫岩� 僖澄氏 田島 良保 新冠 清水 克則 ３９６± ０２：２３．６� ５３．８


（愛知）

４５ ダノンハロー 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４０－ ２２：２３．９１� ２．６�
８１２� ゼ マ テ ィ ス 牝３鹿 ５１ 酒井 学吉田 和美氏 吉田 直弘 新

Jungle Pocket Pty
Ltd & Rich Hill
Thoroughbreds Ltd

４２８－ ４ 〃 ハナ １３．０
５６ クーガーストリート 牡３青鹿５６ 秋山真一郎 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４８４± ０２：２４．２１� １０．７�
８１３ デルマハヌマーン 牡３鹿 ５６ 北村 友一浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 ファニーヒルファーム ５００－ ６２：２４．７３ １６６．２�
７１１ トウカイカルド 牡３鹿 ５６ 川島 信二内村 正則氏 田所 秀孝 日高 古川 優 ４８０± ０２：２５．１２� ２６９．０�
３３ フミノミリオン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７４ ―２：２５．２� ７３．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，２８１，２００円 複勝： ２３，８６５，５００円 枠連： １１，０６２，６００円

馬連： ３９，３４７，７００円 馬単： ３０，１９９，２００円 ワイド： １８，４６５，３００円

３連複： ５６，７９０，６００円 ３連単： １００，３７８，３００円 計： ２９６，３９０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � ４９０円 枠 連（２－６） ５６０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ２，０７０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ６，２００円 ３ 連 単 ��� ３０，６８０円

票 数

単勝票数 計 １６２８１２ 的中 � ２１５７８（３番人気）
複勝票数 計 ２３８６５５ 的中 � ３３５３８（３番人気）� ５２７１０（２番人気）� ９５４０（７番人気）
枠連票数 計 １１０６２６ 的中 （２－６） １４７００（３番人気）
馬連票数 計 ３９３４７７ 的中 �� ２３９８８（４番人気）
馬単票数 計 ３０１９９２ 的中 �� ７９２９（９番人気）
ワイド票数 計 １８４６５３ 的中 �� １１１３２（３番人気）�� ２０６５（２４番人気）�� ４０１６（１４番人気）
３連複票数 計 ５６７９０６ 的中 ��� ６７６１（２０番人気）
３連単票数 計１００３７８３ 的中 ��� ２４１５（８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．０―２４．６―３７．３―５０．５―１：０３．３―１：１５．９―１：２８．８―１：４１．６―１：５４．９―２：０７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．１
１
３
７，４－９，２（６，１３）（１，１２）５，８（３，１１）－１０・（７，４）－（２，９）＝（１，１３）－１２（６，５）８－（３，１０）１１

２
４

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

勝馬の
紹 介

クレバーキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．１０．２４ 京都１１着

２００８．５．１４生 牡３鹿 母 ダ ラ イ ー ル 母母 Irish Valley ６戦１勝 賞金 ６，７５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時０１分に変更。
※クリノプロジェクト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１２１３８ ５月２９日 雨 不良 （２３京都３）第１２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

５９ ラディアーレ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４５６－ ４１：２３．３ １０．７�

３４ � バージニアキャット 牝３栗 ５４
５１ ▲国分 優作�須野牧場 加用 正 米 Ironwater Farms

Joint Venture ４７２－ ２ 〃 クビ ４．５�
７１３ サダムグランジュテ 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４＋ ２１：２３．５１� ３．７�

４７ ホクセツダンス 牝３栗 ５４ 川島 信二平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４４０＋１２１：２３．６クビ ５．７�
２３ ドリームガイド 牡３青鹿５６ 熊沢 重文セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 平山牧場 ４６４＋ ４１：２３．９２ ３５．８�
５８ カリスマサンスカイ 牡３鹿 ５６ 石橋 守畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B５０６－ ４ 〃 ハナ ８．４	
８１５ プントバンコ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４４２＋ ２１：２４．４３ ５．９

３５ ロードハリアー 牡３鹿 ５６ 北村 友一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 ４７０＋ ４１：２４．５� １４．０�
１１ � キ ボ ウ ホ ウ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫西村 知也氏 藤田 正治 新ひだか 野表 篤夫 ４３０－１７１：２４．６� ８７．７�

（笠松） （愛知）

７１２ アスカノバッハ 	３黒鹿５６ 田中 健豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４５６－ ４１：２４．７� ３５９．７

４６ トーホウジャパン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４８８＋ ６ 〃 ハナ １８．５�
８１４ ラプターセイハート 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介佐藤 恭永氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２－ ４１：２４．８
 １４８．０�

６１１� エーシンバサラ 牡３青鹿５６ 鮫島 良太�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce
Clark Jr. ５４４± ０１：２４．９クビ ４７．８�

２２ シゲルカンサヤク 牡３栗 ５６ 長谷川浩大森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 飯岡牧場 ４５６－ ６１：２５．３２� ８１．３�
６１０ ジョウショーツヨシ 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４２＋ ２１：２５．５１ ３１８．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，０３３，９００円 複勝： ３１，３９４，９００円 枠連： １２，５５０，４００円

馬連： ４８，５６４，８００円 馬単： ３０，６５４，７００円 ワイド： ２０，３３４，１００円

３連複： ６５，４７２，１００円 ３連単： １００，４３７，７００円 計： ３２８，４４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ２９０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（３－５） ９４０円

馬 連 �� ３，１００円 馬 単 �� ７，１２０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� ８７０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ４，６８０円 ３ 連 単 ��� ３４，４６０円

票 数

単勝票数 計 １９０３３９ 的中 � １４０４９（６番人気）
複勝票数 計 ３１３９４９ 的中 � ２４００９（６番人気）� ５２４８０（１番人気）� ５０２３７（２番人気）
枠連票数 計 １２５５０４ 的中 （３－５） ９９５２（５番人気）
馬連票数 計 ４８５６４８ 的中 �� １１５６５（１２番人気）
馬単票数 計 ３０６５４７ 的中 �� ３１８０（３１番人気）
ワイド票数 計 ２０３３４１ 的中 �� ５１８０（１４番人気）�� ５５９０（１０番人気）�� １２０９６（１番人気）
３連複票数 計 ６５４７２１ 的中 ��� １０３２９（１１番人気）
３連単票数 計１００４３７７ 的中 ��� ２１５１（１００番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．１―１１．８―１１．９―１２．０―１３．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラディアーレ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２０１０．１１．２８ 京都６着

２００８．３．２０生 牡３鹿 母 レイオブライト 母母 リアルドラマ ７戦２勝 賞金 １４，７５０，０００円
〔制裁〕 ロードハリアー号の騎手北村友一は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（６番・７番への進路影響）

ラディアーレ号の騎手和田竜二は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（８番・７番への進路影響）
※出走取消馬 エンタープライズ号（疾病〔左後球節炎〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アートギャラリー号・ウォータールルド号・ゴールデンジャガー号・サトノティアラ号・ナガラダンディ号・

プライドワン号
※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。



１２１３９ ５月２９日 雨 不良 （２３京都３）第１２日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００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 カタンジャレ 牡５栗 ５７ 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ５１２＋ ４１：５１．８ １８．６�

４４ � ボリュームゾーン 牡４鹿 ５７ 北村 友一加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４９８－ ４ 〃 クビ ８．１�
３３ メイショウシャイン 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４７２＋ ２１：５２．３３ ４．２�
５６ � コンシエンス 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ４７０＋ ８１：５２．４� ９．１�
６７ エリモサプライズ �４鹿 ５７ 和田 竜二山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５３４＋１４ 〃 クビ ２．５�
８１２ ヒゼンリバイバル 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫�前川企画 奥平 雅士 平取 高橋 幸男 ５２０－ ４１：５２．５クビ １０．３�

（愛知）

７９ ヴィーヴァレジーナ 牝５栗 ５５
５２ ▲国分 優作芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４３２± ０１：５２．７１� ６．９	

２２ � サトノドリーム 牡４鹿 ５７ 酒井 学里見 治氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４１０＋ ２１：５３．４４ １１６．１

７１０ マルカゴクウ 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４７２＋１４１：５３．７２ ８８．０�
６８ カクテルローズ 牝４鹿 ５５ 高橋 亮��昭牧場 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 ４８２＋ ４１：５３．９１� ５５．２
８１１ ウォーターリメイン 牝６栗 ５５ 田村 太雅山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４３４± ０１：５４．２１� ３１９．７�
５５ ルナドリーム 牝４栗 ５５ 長谷川浩大北駿競走馬組合 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 B４６２± ０１：５４．６２	 ２４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，０４９，７００円 複勝： ２６，９６６，０００円 枠連： １１，６００，１００円

馬連： ４９，５６９，９００円 馬単： ３３，７９８，３００円 ワイド： ２１，０４５，１００円

３連複： ６５，２３４，５００円 ３連単： １１０，０４０，９００円 計： ３３６，３０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８６０円 複 勝 � ３７０円 � ２１０円 � １７０円 枠 連（１－４） ３，８２０円

馬 連 �� ３，８３０円 馬 単 �� ８，３２０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� ９１０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ３，９８０円 ３ 連 単 ��� ３４，６７０円

票 数

単勝票数 計 １８０４９７ 的中 � ７６６５（７番人気）
複勝票数 計 ２６９６６０ 的中 � １５６５６（７番人気）� ３３９０４（４番人気）� ５１５８８（２番人気）
枠連票数 計 １１６００１ 的中 （１－４） ２２４４（１９番人気）
馬連票数 計 ４９５６９９ 的中 �� ９５７５（１７番人気）
馬単票数 計 ３３７９８３ 的中 �� ２９９８（３４番人気）
ワイド票数 計 ２１０４５１ 的中 �� ６１７１（１２番人気）�� ５５６４（１４番人気）�� １００６１（５番人気）
３連複票数 計 ６５２３４５ 的中 ��� １２１０６（１６番人気）
３連単票数 計１１００４０９ 的中 ��� ２３４３（１２８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．９―１２．３―１２．３―１２．４―１２．７―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．８―４９．１―１：０１．４―１：１３．８―１：２６．５―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．０
１
３

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

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

カタンジャレ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ポリッシュパトリオット デビュー ２００８．１１．１５ 京都１８着

２００６．４．３生 牡５栗 母 カメリアイエロー 母母 オーキッドピンク １９戦３勝 賞金 ２３，０４０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １３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。

１２１４０ ５月２９日 雨 不良 （２３京都３）第１２日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

５６ ドリームクラフト 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ４１：３７．０ １．９�

７１０ フラッパーウィング 牝４鹿 ５５
５２ ▲国分 優作畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４４６－１２１：３８．３８ ９．０�

８１２ ジャポニズム �４鹿 ５７ 和田 竜二 �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 ４６８＋ ２１：３８．５１� ８．６�

６９ 	 エーシンアガペー 牝４青 ５５ 幸 英明�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 小河 豊水 B４５４± ０１：３８．８１
 ２８．２�
８１３ アルアラビアン 牡４鹿 ５７ 柴原 央明�エーティー 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４７８＋ ６ 〃 ハナ ６０．１�
７１１ マキハタピンナップ 牝４青鹿５５ 太宰 啓介�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 B４４４＋１２１：３９．７５ ６８．３	
３３ ロードラテアート 牡５黒鹿５７ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４８８± ０１：３９．９１� ５．８

１１ ファイブイーグル 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 B５１２－１０１：４０．０
 １３．５�
６８ プルシアンオリーブ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ５２２＋１６１：４０．１クビ ６．４�
２２ 	 スウィングダンス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲森 一馬原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４２４＋１０１：４０．７３� ３８６．４
５７ デイブレイクスベル 牡５黒鹿５７ 酒井 学�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４７８＋ ４１：４０．８� ９６．６�
４５ メイショウサンドラ 牝５鹿 ５５ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 赤田牧場 ４４４＋ ２１：４１．４３� ３４２．２�
４４ 	 トーホウジェット 牡４黒鹿５７ 安部 幸夫東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４８４－ ７１：４２．１４ １０８．１�

（愛知）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，１４２，７００円 複勝： ３０，０３７，６００円 枠連： １３，３０５，８００円

馬連： ５９，８０２，３００円 馬単： ４２，９４５，１００円 ワイド： ２１，８７３，６００円

３連複： ６７，２７８，８００円 ３連単： １３９，２１３，９００円 計： ３９７，５９９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（５－７） ５７０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ３５０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� ４，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２３１４２７ 的中 � ９８７１１（１番人気）
複勝票数 計 ３００３７６ 的中 � １００５６５（１番人気）� ３４５７９（３番人気）� ３２０３９（４番人気）
枠連票数 計 １３３０５８ 的中 （５－７） １７２９９（３番人気）
馬連票数 計 ５９８０２３ 的中 �� ７１９２１（２番人気）
馬単票数 計 ４２９４５１ 的中 �� ３８５６１（２番人気）
ワイド票数 計 ２１８７３６ 的中 �� １８５５３（２番人気）�� １６２８２（３番人気）�� ５５７９（１１番人気）
３連複票数 計 ６７２７８８ 的中 ��� ３０９３４（４番人気）
３連単票数 計１３９２１３９ 的中 ��� ２２４６２（７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．８―１２．４―１２．７―１２．０―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．８―１：００．５―１：１２．５―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームクラフト �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．６．２２ 阪神４着

２００６．４．２３生 牡５栗 母 マイネスプレンダー 母母 エレガントローザ ２３戦３勝 賞金 ４４，４７６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウサンドラ号・トーホウジェット号は，平成２３年６月２９日まで平地競走に出走できない。
※マキハタピンナップ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２１４１ ５月２９日 雨 不良 （２３京都３）第１２日 第９競走 ��２，０００�
お む ろ

御 室 特 別
発走１４時０５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
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 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

２２ ネヴァーフェイド 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２２＋ ２２：０７．７ １．８�

８８ レジェンドブルー 牝５鹿 ５５ 国分 恭介平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４５８± ０２：０８．３３� ４．７�
８９ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５５ 酒井 学飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４８＋ ６２：０８．４クビ １３．３�
５５ クリスティロマンス 牝４黒鹿５５ 鮫島 良太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４４４± ０２：０８．６１� ６．３�
１１ ト シ ザ マ キ 牝４栗 ５５ 長谷川浩大上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４６２＋ ４２：０８．８１� ４２．２�
４４ レイナソフィア 牝５鹿 ５５ 北村 友一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ２２：０９．７５ ８．９�
７７ ブルームインハート 牝５黒鹿５５ 尾島 徹平井 裕氏 森 秀行 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５２－ ２ 〃 ハナ ５２．４	

（笠松）

３３ ブルーモーメント 牝４鹿 ５５ 和田 竜二前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０＋ ２２：１１．６大差 １５．３

６６ ローザレーヌ 牝５青鹿５５ 幸 英明西村 和夫氏 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４４２＋ ４２：１３．４大差 ７１．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２３，５２８，６００円 複勝： ４３，５２８，９００円 枠連： １４，２７７，７００円

馬連： ６２，６９２，２００円 馬単： ５５，６５１，７００円 ワイド： ２４，５３４，４００円

３連複： ７９，０９４，５００円 ３連単： ２２３，７０２，４００円 計： ５２７，０１０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（２－８） ２４０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２９０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ２，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２３５２８６ 的中 � １０７９２５（１番人気）
複勝票数 計 ４３５２８９ 的中 � ２０６６８７（１番人気）� ６２２０９（２番人気）� ３３４１２（５番人気）
枠連票数 計 １４２７７７ 的中 （２－８） ４５４２０（１番人気）
馬連票数 計 ６２６９２２ 的中 �� １１９２８０（１番人気）
馬単票数 計 ５５６５１７ 的中 �� ７７９７７（１番人気）
ワイド票数 計 ２４５３４４ 的中 �� ３８９６６（１番人気）�� ２０４８２（４番人気）�� ８４５２（８番人気）
３連複票数 計 ７９０９４５ 的中 ��� ６０４２５（４番人気）
３連単票数 計２２３７０２４ 的中 ��� ６８０８８（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．２―１３．３―１３．３―１３．１―１２．５―１２．５―１２．９―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．９―３８．２―５１．５―１：０４．６―１：１７．１―１：２９．６―１：４２．５―１：５４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

ネヴァーフェイド �

父 ステイゴールド �


母父 Irish River デビュー ２０１０．４．４ 阪神２着

２００７．５．１２生 牝４栗 母 ティルザリヴァーランズドライ 母母 Warranty Applied １０戦３勝 賞金 ５０，７７１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローザレーヌ号は，平成２３年６月２９日まで平地競走に出走できない。
※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。

１２１４２ ５月２９日 雨 不良 （２３京都３）第１２日 第１０競走 ��
��１，８００�

ひがしおおじ

東大路ステークス
発走１４時４０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．５．２９以降２３．５．２２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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

４７ トウショウフリーク 牡４鹿 ５７ 川島 信二トウショウ産業� 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 ４７２－ ２１：４９．１ ２．５�

４６ ディアビリーヴ 牡４青鹿５５ 和田 竜二寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４９６＋ ４１：４９．３１� ６．５�
８１４�� クリュギスト 牡５鹿 ５７．５ 太宰 啓介吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave

Joint Venture ５２０＋ ８１：４９．５１	 ４．９�
６１１ ゴッドエンブレム 牡６鹿 ５５ 藤岡 佑介�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４９０－ ２１：４９．６	 １０．４�
５９ ソラメンテウナベス 牡６鹿 ５３ 佐藤 哲三金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ５０４± ０ 〃 ハナ ８２．２�
３４ キャプテンマジン 牡６黒鹿５５ 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５１４＋ ２１：４９．８
 ７．８�
７１２ テイエムクレナイ 牝６栗 ５３ 熊沢 重文竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４８８＋ ４ 〃 同着 ４０．９	
１１ シルクターンベリー 牡４鹿 ５４ 安藤 光彰有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４９０＋１２１：５０．０１� ２５．７

２３ タガノジョーカー 牝４栗 ５１ 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４５２－ ４１：５０．２１� ６０．９�
２２ キタノアラワシ 牡７鹿 ５７ 酒井 学河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５０４－ ８ 〃 ハナ ４０．１�
３５ ポイマンドレース 牡５栗 ５５ 鮫島 良太 サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２８＋ ６１：５０．４１� ２２．８�
５８ ディアプリンシパル 牡６青 ５５ 幸 英明寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４８０＋ ２１：５０．７２ ２２．２�
６１０ カネスラファール 牡７黒鹿５３ 長谷川浩大杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 ４８８＋ ４１：５０．８
 ２２５．２�
７１３ サンライズクォリア 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ ３８．４�
８１５ ネオファンタジア 牡４鹿 ５５ 安部 幸夫 サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５０２± ０１：５１．３３ ２５．７�

（愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，１７９，５００円 複勝： ５８，５５０，９００円 枠連： ３０，１０５，６００円

馬連： １５１，２３５，８００円 馬単： ８１，６８５，８００円 ワイド： ４８，８６４，２００円

３連複： １７５，２９４，５００円 ３連単： ３１６，６５２，０００円 計： ９０１，５６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � １５０円 枠 連（４－４） １，０３０円

馬 連 �� ９４０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ２２０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，５６０円 ３ 連 単 ��� ７，１１０円

票 数

単勝票数 計 ３９１７９５ 的中 � １２６３０９（１番人気）
複勝票数 計 ５８５５０９ 的中 � １３６９３６（１番人気）� ６９３７９（４番人気）� １０６９９９（２番人気）
枠連票数 計 ３０１０５６ 的中 （４－４） ２１５９９（３番人気）
馬連票数 計１５１２３５８ 的中 �� １１８９７６（２番人気）
馬単票数 計 ８１６８５８ 的中 �� ３９７３１（３番人気）
ワイド票数 計 ４８８６４２ 的中 �� ３５４２１（２番人気）�� ６３５１９（１番人気）�� １６７３０（７番人気）
３連複票数 計１７５２９４５ 的中 ��� ８３０１４（２番人気）
３連単票数 計３１６６５２０ 的中 ��� ３２８６８（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．３―１２．０―１２．３―１２．１―１２．２―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．４―３５．７―４７．７―１：００．０―１：１２．１―１：２４．３―１：３６．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウフリーク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．１１．２２ 京都３着

２００７．５．２１生 牡４鹿 母 タバサトウショウ 母母 サマンサトウショウ ７戦４勝 賞金 ４８，６７７，０００円
〔発走状況〕 サンライズクォリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

１レース目



１２１４３ ５月２９日 雨 不良 （２３京都３）第１２日 第１１競走 ��
��１，２００�

く ら ま

鞍馬ステークス
発走１５時２０分 （芝・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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

５５ ベイリングボーイ 牡７栗 ５７ 北村 友一冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４５６－ ６１：１２．０ １８．５�

６６ キヲウエタオトコ 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４５６－ ２１：１２．２１� ５．０�
３３ � スーパーワシントン 牡８鹿 ５７ 秋山真一郎�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４７０＋ ８１：１２．３クビ ４２．６�
１１ エイシンパンサー 牝６鹿 ５５ 和田 竜二平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ １０．２�
８１０	 アスターエンペラー 牡５鹿 ５７ 国分 恭介加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５１２＋ ４１：１２．６１
 ５．２�
８９ マルカベスト 牡６栗 ５７ 安藤 光彰河長産業� 鶴留 明雄 様似 猿倉牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ４．０	
４４ テイクザホーク 牡７鹿 ５７ 長谷川浩大水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４８４－ ２１：１２．８１� ６１．７

７８ ブルースターキング 牡５黒鹿５７ 安部 幸夫 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７０± ０１：１３．０１ １７．９�

（愛知）

７７ � トップオブピーコイ 牡５青鹿５７ 尾島 徹横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４８６＋ ６１：１３．３１
 ８．７�
（笠松）

２２ バクシンカーリー 牝４鹿 ５５ 幸 英明杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４８４＋ ４１：１３．６２ ４．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３０，８６５，６００円 複勝： ３７，４８１，７００円 枠連： ２７，３８３，４００円

馬連： １３８，２９５，４００円 馬単： ８５，９３９，６００円 ワイド： ３５，５８３，９００円

３連複： １５３，６７３，８００円 ３連単： ３４０，９９６，４００円 計： ８５０，２１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８５０円 複 勝 � ６５０円 � ２３０円 � ７５０円 枠 連（５－６） ４，７９０円

馬 連 �� ４，２９０円 馬 単 �� １１，１２０円

ワ イ ド �� １，１８０円 �� ４，２８０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ２９，８７０円 ３ 連 単 ��� ２２０，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３０８６５６ 的中 � １３２１１（８番人気）
複勝票数 計 ３７４８１７ 的中 � １３９９８（８番人気）� ５１８３３（３番人気）� １１８８４（９番人気）
枠連票数 計 ２７３８３４ 的中 （５－６） ４２２５（１５番人気）
馬連票数 計１３８２９５４ 的中 �� ２３７９２（１７番人気）
馬単票数 計 ８５９３９６ 的中 �� ５７０７（４０番人気）
ワイド票数 計 ３５５８３９ 的中 �� ７５３１（１６番人気）�� １９８０（４０番人気）�� ８３６８（１５番人気）
３連複票数 計１５３６７３８ 的中 ��� ３７９７（７９番人気）
３連単票数 計３４０９９６４ 的中 ��� １１４３（４６９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１１．９―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―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４F４８．８―３F３７．３
３ １０－２－４，９，１－６，５（７，３）８ ４ １０－（４，２）９（１，６）５，７，３－８

勝馬の
紹 介

ベイリングボーイ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 Bering デビュー ２００７．２．２５ 阪神３着

２００４．４．２生 牡７栗 母 ブラスティーナ 母母 Damasquine ５０戦５勝 賞金 １２７，４９１，０００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。

１２１４４ ５月２９日 雨 不良 （２３京都３）第１２日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６６ ハードダダンダン 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６４＋ ６１：５２．０ ２０．５�

８１１ メイショウイチバン 牡７鹿 ５７ 鮫島 良太松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 B５１６± ０１：５２．３２ ６７．９�
５５ スペシャルロード 牡４黒鹿５７ 酒井 学�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４８２＋ ４１：５２．４クビ １１．８�
７９ ステージプレゼンス 牡４芦 ５７ 藤岡 佑介吉田 千津氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：５２．５� １．８�
６７ シゲルエボシダケ 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 恭介森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 畑端牧場 B４３４－ ６ 〃 ハナ ９３．５�
２２ パッシングマーク 牡８鹿 ５７ 幸 英明 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：５２．７� ２８．１	
３３ 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 ４７６＋ ６１：５２．８� ２１．６

４４ マッキーバッハ 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 ４８２＋ ４１：５３．２２� １０．９�
８１０ テーオールネサンス 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４８４＋ ６１：５４．２６ ６．２�
７８ ニチドウルチル 牝４栗 ５５ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４９４＋ ４１：５６．５大差 ６．３
１１ 	 ハギノアスラン 
７鹿 ５７ 熊沢 重文日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム ４５４－ ６１：５７．４５ ２１．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３６，１５６，０００円 複勝： ４０，０４９，４００円 枠連： ２４，７７３，５００円

馬連： １１０，５９８，９００円 馬単： ７５，０１９，９００円 ワイド： ３５，４４８，５００円

３連複： １３２，５２９，７００円 ３連単： ３０６，７５９，５００円 計： ７６１，３３５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０５０円 複 勝 � ４１０円 � １，２５０円 � ３６０円 枠 連（６－８） ３，５７０円

馬 連 �� ３０，５２０円 馬 単 �� ７２，２８０円

ワ イ ド �� ５，６９０円 �� １，９７０円 �� ５，７１０円

３ 連 複 ��� １０４，５００円 ３ 連 単 ��� ８９４，８２０円

票 数

単勝票数 計 ３６１５６０ 的中 � １３９５７（６番人気）
複勝票数 計 ４００４９４ 的中 � ２６９２３（７番人気）� ７５６８（１０番人気）� ３２０２４（５番人気）
枠連票数 計 ２４７７３５ 的中 （６－８） ５１２４（１０番人気）
馬連票数 計１１０５９８９ 的中 �� ２６７５（４９番人気）
馬単票数 計 ７５０１９９ 的中 �� ７６６（９６番人気）
ワイド票数 計 ３５４４８５ 的中 �� １５２０（４７番人気）�� ４５１１（２７番人気）�� １５１５（４８番人気）
３連複票数 計１３２５２９７ 的中 ��� ９３６（１４２番人気）
３連単票数 計３０６７５９５ 的中 ��� ２５３（８９１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．７―１２．１―１２．９―１２．６―１２．６―１２．６―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．３―１：００．２―１：１２．８―１：２５．４―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．８―３F３９．２
３ １０－（３，６）８，１，４－９－１１，２，５，７ ４ ６，１０（３，４）（１，８，９）１１，２（５，７）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハードダダンダン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００９．９．２０ 阪神６着

２００７．４．７生 牡４黒鹿 母 チ ー マ 母母 ヒミノトツプレデイ １９戦３勝 賞金 ３３，０１６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニチドウルチル号・ハギノアスラン号は，平成２３年６月２９日まで平地競走に出走できない。

４レース目



（２３京都３）第１２日 ５月２９日（日曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １５８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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０８，８６０，０００円
３，１９０，０００円
１１，１００，０００円
１，１８０，０００円
１９，７４０，０００円
５４，９４６，０００円
４，７８２，８００円
１，５６４，２００円

勝馬投票券売得金
２５１，７１６，６００円
３５４，１６０，３００円
１８１，６８７，１００円
７８０，１００，８００円
５３２，１２１，０００円
２７８，４４２，１００円
９７６，０６７，０００円
１，９５０，６８４，６００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 ５，３０４，９７９，５００円

総入場人員 ２６，９２６名 （有料入場人員 ２５，３０２名）



平成２３年度 第３回京都競馬 総計

競走回数 １４４回 出走延頭数 ２，１３６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

３，１０５，８１０，０００円
３９，４５０，０００円
１８０，８８０，０００円
２９，１９０，０００円
２９２，７４０，０００円
１，０４４，０００円
１，０４４，０００円
７５３，８８０，７５０円
６３，０７２，２００円
２１，１４６，４００円

勝馬投票券売得金
４，１２０，９６９，１００円
６，６７５，３６２，０００円
３，４９２，８５５，９００円
１４，０１１，０２４，２００円
８，６０６，９１６，７００円
４，９６６，３０３，９００円
１８，１２３，０８１，１００円
３３，８５６，３８８，２００円
９３５，０５８，９００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
５ 重 勝
計 ９４，７８７，９６０，０００円

総入場延人員 ３２４，８１２名 （有料入場延人員 ２８４，１９１名）


