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１２０６１ ５月８日 晴 良 （２３京都３）第６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）

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

６８ ボストンリョウマ 牡３青鹿５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７４－ ２１：５６．９ ２．５�

５６ マサノエクスプレス 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 優作古賀 禎彦氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４４２－ １ （降着） ２３．３�

８１２ クークーダダ 牡３栗 ５６
５５ ☆国分 恭介�ターフ・スポート五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４５８－ ６１：５７．２１� ２．２�

２２ テイエムギンリュウ 牡３芦 ５６ 小林 徹弥竹園 正繼氏 新川 恵 日高 加藤牧場 ５０８－ ２１：５７．４１� １１３．１�
７１０ エアポートメサ 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４３８＋ ６１：５７．５� １３．１�
７１１ アサケムサシ 牡３鹿 ５６ 川島 信二大橋 堯氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４８８＋ ２１：５７．６� ３９．８	
４５ ト リ ノ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜北山 敏
氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４９２－ ２１：５８．３４ ３６．１�
４４ ラヴフェアリー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４８＋ ４１：５８．８３ ６２．９�
１１ メイショウコロク 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 斉藤英牧場 ４５４－１４１：５８．９クビ １７８．２
３３ ナポレオンバローズ 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 ４８６－１４１：５９．０� ５．９�
５７ クレバーステージ 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４８０＋ ２２：００．０６ ６４．９�
６９ ペプチドパラス 牝３鹿 ５４ 武 英智沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４５６－１０２：００．２１� ３２２．４�
８１３ シ ュ ン ラ イ 牡３鹿 ５６ 田中 健石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 ５４２＋ ２２：００．７３ ３０９．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，１０３，１００円 複勝： ２４，３２１，６００円 枠連： ８，８５５，５００円

馬連： ２９，５６２，２００円 馬単： ２４，５００，７００円 ワイド： １５，０５４，５００円

３連複： ４８，３５７，６００円 ３連単： ９０，９５０，２００円 計： ２５１，７０５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � １１０円 枠 連（５－６） ２，２００円

馬 連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ４，１００円

ワ イ ド �� ６２０円 �� １２０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� １２，０３０円

票 数

単勝票数 計 １０１０３１ 的中 � ３３０２４（２番人気）
複勝票数 計 ２４３２１６ 的中 � ８５４８４（２番人気）� ９４４５（５番人気）� ９２０１２（１番人気）
枠連票数 計 ８８５５５ 的中 （５－６） ２９８０（７番人気）
馬連票数 計 ２９５６２２ 的中 �� ７３５４（９番人気）
馬単票数 計 ２４５００７ 的中 �� ４４１１（１２番人気）
ワイド票数 計 １５０５４５ 的中 �� ４１６２（８番人気）�� ５０４８２（１番人気）�� ３８９５（９番人気）
３連複票数 計 ４８３５７６ 的中 ��� ２５２８９（３番人気）
３連単票数 計 ９０９５０２ 的中 ��� ５５８２（３３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１３．８―１４．２―１４．４―１３．３―１２．５―１２．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３８．１―５２．３―１：０６．７―１：２０．０―１：３２．５―１：４４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３６．８
１
３

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

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

ボストンリョウマ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２０１０．６．２６ 阪神１４着

２００８．３．４生 牡３青鹿 母 ファンドリオボッコ 母母 ハギノオボツコー １２戦１勝 賞金 １３，５５０，０００円
〔降着〕 マサノエクスプレス号は，１位〔タイム１分５６秒８，２位との着差�馬身〕に入線したが，４コーナーで急に外側に斜行して

「ボストンリョウマ」号の走行を妨害したため２着に降着。（その他１１番・１０番への進路影響）
〔制裁〕 マサノエクスプレス号の騎手国分優作は，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２３年５月１４日の騎乗を停止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マサノエクスプレス号は，４コーナーで急に外側に逃避したことについて平成２３年５月９日から

平成２３年５月２９日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。

１２０６２ ５月８日 晴 良 （２３京都３）第６日 第２競走 １，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

３６ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４８２＋ ４１：２６．２ １２．６�

３５ サンダーストラック 牡３鹿 ５６ 四位 洋文山本 英俊氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４６６ ―１：２６．５２ ２４．６�
１２ ラプスドール 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５８－１０１：２６．７１� １３．９�
２４ リアリーザワールド 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４７６－ ８１：２７．０１� ２７０．１�
２３ サカジロゴールド 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 ５００＋ ２１：２７．１� １．４�
７１４ トーアヒカルホシ 牡３芦 ５６ 荻野 琢真高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 ４３０－ ６ 〃 ハナ １４１．５	
８１５ ライブリユラナス 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 谷口育成牧場 ５１４± ０１：２７．５２� ３１２．６

６１２ ノアパワフル 牡３栗 ５６ 和田 竜二佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 向別牧場 ４９２－ ２ 〃 クビ １７．７�
６１１ ギタートウショウ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１０ ―１：２７．６� ９２．３�
８１６ ロ ッ セ 牡３芦 ５６ 藤田 伸二小村アセットM� 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６１：２８．３４ ７．５
４７ イソノヴィーナス 牝３鹿 ５４ 畑端 省吾磯野 俊雄氏 鈴木 孝志 日高 有限会社

ケイズ ４１６－ ４１：２８．７２� ５９５．３�
５１０ ツルミアクセル 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉�鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 B４５６＋ ２１：２９．３３� ３５７．５�
１１ アドマイヤルビアノ 牡３栗 ５６ 浜中 俊近藤 利一氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８ ―１：２９．９３� １２．７�
５９ インターシティ 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一��昭牧場 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 ４４２ ―１：３０．３２� ６３６．９�
４８ ランペデューサ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ５００ ―１：３１．９１０ ２２６．４�
７１３ ドリームガン 牡３黒鹿５６ 上野 翔セゾンレースホース� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４５８－ ４１：３４．１大差 ５３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３７４，７００円 複勝： ５０，８０７，７００円 枠連： １１，２４７，４００円

馬連： ３５，１７７，８００円 馬単： ２９，６８８，５００円 ワイド： １６，３３７，４００円

３連複： ５０，２５９，３００円 ３連単： ８６，４２１，３００円 計： ２９７，３１４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ４９０円 � １，４６０円 � ７９０円 枠 連（３－３） ９，２３０円

馬 連 �� ７，８５０円 馬 単 �� １７，４４０円

ワ イ ド �� １，８４０円 �� １，０３０円 �� ３，９２０円

３ 連 複 ��� ３４，２５０円 ３ 連 単 ��� １９０，９６０円

票 数

単勝票数 計 １７３７４７ 的中 � １０９００（３番人気）
複勝票数 計 ５０８０７７ 的中 � ２９１９３（３番人気）� ８７０１（７番人気）� １６８４９（４番人気）
枠連票数 計 １１２４７４ 的中 （３－３） ９００（１６番人気）
馬連票数 計 ３５１７７８ 的中 �� ３３１０（１９番人気）
馬単票数 計 ２９６８８５ 的中 �� １２５７（４０番人気）
ワイド票数 計 １６３３７４ 的中 �� ２１７８（１７番人気）�� ４０５６（１０番人気）�� １０００（２８番人気）
３連複票数 計 ５０２５９３ 的中 ��� １０８３（６８番人気）
３連単票数 計 ８６４２１３ 的中 ��� ３３４（３４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．８―４８．５―１：０１．０―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンタッキーロード �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．７．１１ 阪神１３着

２００８．４．２５生 牡３鹿 母 タヤスメモリー 母母 アストレアⅡ ９戦１勝 賞金 ６，７５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時２５分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランペデューサ号・ドリームガン号は，平成２３年６月８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アビリティバイオ号

第３回　京都競馬　第６日



１２０６３ ５月８日 晴 良 （２３京都３）第６日 第３競走 １，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

１１ エアワンピース 牝３栗 ５４ 池添 謙一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：３６．４ ３．９�

６１２ ナムラチアーズ 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 ４４８± ０１：３６．５� ２．６�

１２ 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 ４１２－１４ 〃 クビ ６６．４�
４７ ア カ マ イ 牝３鹿 ５４ 石橋 守深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ４４８＋１４１：３６．７１� ２９．０�
３６ ロ ゼ ブ ル ー 牝３鹿 ５４ 中村 将之 �ブルーマネジメント武 宏平 新ひだか 加野牧場 ４２８－ ２１：３６．８クビ １５４．６�
７１４ アグネスカーラ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：３７．０１� ４．１�
５９ フラムティード 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰前田 幸治氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２ 〃 クビ １１７．８	
８１７ サニーサファイア 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：３７．２１� ８．９


２３ マイネプルメリア 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �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 ４１０－ ４ 〃 アタマ １４．１�

８１８ 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 ４６６ ― 〃 ハナ １０８．７�

２４ ゴッドブリッジ 牝３鹿 ５４ 田中 健岩� 正志氏 川村 禎彦 新冠 ハシモトフアーム ４４２± ０１：３７．４１� ２７９．４
６１１ エリザベートアスク 牝３栗 ５４ 浜中 俊廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 ４６８ ― 〃 アタマ ３１．９�
５１０ マーブルハート 牝３栗 ５４ 小坂 忠士下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４３０－ ４１：３７．５クビ ４０８．０�
３５ オーゴンデュラン 牝３栗 ５４ 川島 信二永田 清男氏 河内 洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４２６＋ ２１：３７．７１ １１２．３�
８１６ メイショウガザニア 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３６± ０１：３７．９１� ２５．７�
４８ ソングソングソング 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４１０－ ６ 〃 クビ ５２．０�
７１３ ソングトウショウ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８＋ ２１：３８．８５ ４３２．９�
７１５ ラ ソ ワ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４２６＋１６ 〃 ハナ ３６８．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，３９３，２００円 複勝： ２１，２９１，８００円 枠連： １２，０６１，７００円

馬連： ３４，９１８，５００円 馬単： ２５，３３６，０００円 ワイド： １５，４７５，０００円

３連複： ４７，５１５，６００円 ３連単： ７２，６６８，９００円 計： ２４３，６６０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ８５０円 枠 連（１－６） ４５０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １，９６０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ６，８３０円 ３ 連 単 ��� ２７，７９０円

票 数

単勝票数 計 １４３９３２ 的中 � ２９４９１（２番人気）
複勝票数 計 ２１２９１８ 的中 � ４３７２１（２番人気）� ５２４７２（１番人気）� ４０７３（１０番人気）
枠連票数 計 １２０６１７ 的中 （１－６） ２０２１２（１番人気）
馬連票数 計 ３４９１８５ 的中 �� ５０７１３（１番人気）
馬単票数 計 ２５３３６０ 的中 �� １６４２０（２番人気）
ワイド票数 計 １５４７５０ 的中 �� １８５０６（１番人気）�� １７３８（２３番人気）�� １７８０（２１番人気）
３連複票数 計 ４７５１５６ 的中 ��� ５１４０（１９番人気）
３連単票数 計 ７２６６８９ 的中 ��� １９３０（６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．４―４７．９―１：００．６―１：１２．９―１：２４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３５．８
３ ・（８，９）１２（３，１５）（１，５，１７）（２，１１）（６，１６，１８）４（７，１３，１４）１０ ４ ・（８，９）（３，１２）（１，５，１５，１７）２（６，１１，１８）（７，４，１６，１４）１０－１３

勝馬の
紹 介

エアワンピース �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．２２ 京都６着

２００８．３．１４生 牝３栗 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔発走状況〕 オーゴンデュラン号は，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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エーシンサクショー号・サトノコンドル号・マキハタフォルテ号

１２０６４ ５月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都３）第６日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，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

３３ ピカピカテッタ 牡４鹿 ５９ 北沢 伸也西村新一郎氏 牧田 和弥 新ひだか 名古屋 一征 ４９２＋ ４３：１３．３ ７．０�

４５ 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 ４９６＋ ６３：１４．０４ ３．２�
５６ テイエムファイヤー 牡４栗 ５９ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 松田 三千雄 ４８８＋ ２３：１４．３２ ２．３�
４４ 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 ４５８－ ２３：１４．９３� １２．１�
５７ � ベートーヴェン 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠中島 稔氏 日吉 正和 浦河 冨岡牧場 ５０４－ ４３：１５．３２� １２．９�
２２ � ラーマブルー 牡５栗 ６０ 今村 康成 �ブルーマネジメント武 宏平 静内 武 牧場 ４８４－ ４３：１５．７２� ５２．５�
１１ � エーシンマイトップ 牡５栗 ６０ 五十嵐雄祐�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ５００＋ ４３：１６．０１� １１．５	
８１２ リバーキャッスル 牝６栗 ５８ 白浜 雄造河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４５４＋ ２３：１７．５９ ３４．２

７１０ マイプリティワン 牡７鹿 ６０ 中村 将之松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 ４８４＋ ８３：１７．８１� １８．５�
６９ スズカグラス 牡４芦 ５９ 林 満明永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４８６± ０３：２１．０大差 １４６．１�
７１１� オリオンザドーター 牝４栗 ５７ 難波 剛健平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４５２＋ ４３：２１．６３� ２３３．１
８１３ カシマパステル 牝４鹿 ５７ 高野 和馬松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４４０± ０３：２３．４大差 ２７５．３�
６８ ウォーターリメイン 牝６栗 ５８ 田村 太雅山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４３４＋ ８３：２５．８大差 １９２．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，３０８，３００円 複勝： １４，２０３，２００円 枠連： １０，５６０，２００円

馬連： ３０，８２９，９００円 馬単： ２６，９２０，１００円 ワイド： １３，８３９，６００円

３連複： ４６，７２８，１００円 ３連単： ８３，４５８，４００円 計： ２３９，８４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（３－４） １，０９０円

馬 連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ３５０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 ��� ６，３９０円

票 数

単勝票数 計 １３３０８３ 的中 � １５０２４（３番人気）
複勝票数 計 １４２０３２ 的中 � １４１７３（３番人気）� ３４１０１（２番人気）� ４１４５４（１番人気）
枠連票数 計 １０５６０２ 的中 （３－４） ７１５１（３番人気）
馬連票数 計 ３０８２９９ 的中 �� １５４８４（５番人気）
馬単票数 計 ２６９２０１ 的中 �� ６９０５（１１番人気）
ワイド票数 計 １３８３９６ 的中 �� ５８８２（７番人気）�� ８２９０（２番人気）�� ３１２８５（１番人気）
３連複票数 計 ４６７２８１ 的中 ��� ４１６５１（３番人気）
３連単票数 計 ８３４５８４ 的中 ��� ９６４１（１７番人気）

上り １マイル １：４５．２ ４F ５１．６－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピカピカテッタ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 パークリージエント デビュー ２００９．８．１６ 小倉２着

２００７．４．２５生 牡４鹿 母 ニットーライデン 母母 ハ シ コ 障害：１戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔発走状況〕 エーシンマイトップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



１２０６５ ５月８日 曇 良 （２３京都３）第６日 第５競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０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

７１５ ペルレンケッテ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６６± ０１：２１．７ １．５�

５９ 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 ４４６－ ２１：２２．０２ ２１．８�
２４ マ ー ル ー ト 牡３鹿 ５６ 和田 竜二西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか 有限会社石川牧場 ４４８ ―１：２２．１� ９９．１�
５１０ ダノンフェアリー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４９２－ ８１：２２．２� ３．０�
２３ 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 ４５４＋ ２１：２２．４１� ２８．８�
４７ アグネスデイジー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４１６ ― 〃 クビ ２５．５	
４８ カシノエベレスト 牝３青 ５４ 安藤 光彰柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４３２± ０１：２２．８２� ９７．２

１２ バタースコッチ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介吉田 千津氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４２８－ ４１：２２．９� ４２．２�
７１４ ユウキビバボーイ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４６８± ０１：２３．０� ４１０．１�
８１６ サマービーチ 牝３栗 ５４ 中村 将之仁田脇 彰氏 谷 潔 宮崎 仁田脇 彰 ４６０＋ ４１：２３．１� ９６．８
７１３ ミキノバロンドール 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４９４＋ ４１：２３．２� ４６４．８�
１１ ジ ャ ズ 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 新ひだか キヨタケ牧場 ４３０－ ２１：２３．３� １１１．１�
８１７ スズカルンバ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４５６－ ８１：２３．８３ ２４５．９�
８１８ ハギノクレバー 牡３芦 ５６ 浜中 俊日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 B４５８＋ ８１：２４．０１� １５２．６�
６１２ メイショウトモミ 牝３栗 ５４ 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３４± ０ 〃 アタマ １１３．１�
３５ テイエムハエジャン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 本間牧場 ４６２ ―１：２５．８大差 ９０．１�
６１１ マウンテンパール 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ３９２＋ ８１：２６．１１� ５３２．７�
３６ クニサキシンシン 牝３鹿 ５４ 石橋 守國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上牧場 ４４６－ ６１：２７．４８ １７２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，３４５，９００円 複勝： ６３，２２５，５００円 枠連： １６，９６３，９００円

馬連： ４７，４４０，６００円 馬単： ４６，０８０，５００円 ワイド： ２１，７１０，７００円

３連複： ６７，１４０，３００円 ３連単： １４７，１５８，３００円 計： ４３０，０６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３８０円 � １，４３０円 枠 連（５－７） １４０円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ２，１３０円 �� １０，２００円

３ 連 複 ��� ２３，１８０円 ３ 連 単 ��� ５２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２０３４５９ 的中 � １１３１８７（１番人気）
複勝票数 計 ６３２２５５ 的中 � ４４５１７５（１番人気）� １７２９７（３番人気）� ３７９９（１０番人気）
枠連票数 計 １６９６３９ 的中 （５－７） ９３３７１（１番人気）
馬連票数 計 ４７４４０６ 的中 �� ２５３５８（２番人気）
馬単票数 計 ４６０８０５ 的中 �� １９７２６（３番人気）
ワイド票数 計 ２１７１０７ 的中 �� １１７７０（２番人気）�� ２４２９（１５番人気）�� ４９２（５１番人気）
３連複票数 計 ６７１４０３ 的中 ��� ２１３８（３７番人気）
３連単票数 計１４７１５８３ 的中 ��� ２０７８（９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．９―４６．６―５８．２―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペルレンケッテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１１．２．２７ 阪神３着

２００８．４．３０生 牝３鹿 母 プ ン テ ィ ラ 母母 Prada ４戦１勝 賞金 ９，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムハエジャン号・マウンテンパール号・クニサキシンシン号は，平成２３年６月８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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 サンレガーロ号・シルクユージー号・ハナサクテーラー号・ヤマイチサプライズ号
（非抽選馬） １頭 ハードブラボー号

１２０６６ ５月８日 曇 良 （２３京都３）第６日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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

８１１ アマノレインジャー 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４８０－ ４１：２４．４ １．６�

７８ ギンザアキレス 牡３青鹿５６ 四位 洋文有馬 博文氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５１６－ ２１：２４．５� １１．０�
３３ サダムグランジュテ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊大西 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 ４６２± ０１：２４．９２� ４．６�
４４ ヤマノサファイア 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４４２± ０１：２５．１１ １０．３�
２２ � 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± ０１：２５．２� ５２．６�
５５ トーホウジャパン 牡３栗 ５６ 和田 竜二東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４８２－ ６１：２５．３� ２６．７�
８１０ サルココッカ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一吉田 和美氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ４００＋ ２１：２５．４� ５９．６	
１１ ケンエンブレム 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 ４４８＋ ６１：２５．５クビ １４．４

７９ サザンブレイズ 牡３栗 ５６ 芹沢 純一南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４４６－１６１：２５．６� ８２．１�
６７ デンコウリョウ 牡３芦 ５６

５５ ☆国分 恭介田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 ４８８－１２１：２５．８１� ２０．２�
６６ コウエイキング 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４６０－ ４１：２６．２２� ２６０．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，６１２，５００円 複勝： ４８，７２２，２００円 枠連： １０，１４１，５００円

馬連： ４３，１９６，８００円 馬単： ３９，５６９，１００円 ワイド： ２０，７１５，１００円

３連複： ５９，２７４，４００円 ３連単： １１９，７０３，８００円 計： ３６１，９３５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（７－８） ５８０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １７０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� ３，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２０６１２５ 的中 � １０５７０４（１番人気）
複勝票数 計 ４８７２２２ 的中 � ３００９０６（１番人気）� ３０５１９（４番人気）� ５３４０３（２番人気）
枠連票数 計 １０１４１５ 的中 （７－８） １２９０５（３番人気）
馬連票数 計 ４３１９６８ 的中 �� ４０５９９（３番人気）
馬単票数 計 ３９５６９１ 的中 �� ２５８０３（４番人気）
ワイド票数 計 ２０７１５１ 的中 �� １５５５５（３番人気）�� ３７５６９（１番人気）�� ８１３９（８番人気）
３連複票数 計 ５９２７４４ 的中 ��� ５９９１８（２番人気）
３連単票数 計１１９７０３８ 的中 ��� ２４７９８（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３５．１―４７．３―５９．６―１：１１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３７．１
３ ・（９，１０，１１）（２，３，８）（１，５，４）６－７ ４ ・（９，１０，１１，８）（２，３）（５，４）（１，７）６
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

アマノレインジャー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１０．７．３１ 小倉２着

２００８．４．８生 牡３栗 母 アルフィーネ 母母 マルブツアルファ ９戦２勝 賞金 ２１，９００，０００円



１２０６７ ５月８日 晴 良 （２３京都３）第６日 第７競走 ��１，９００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

６７ ユニヴァースガイ 牡５栗 ５７ 浜中 俊横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０８－ ８１：５９．９ １５．８�

５５ イ ー グ ル 牡４栗 ５７ 鮫島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４７６＋ ４ 〃 クビ ３．７�
６６ メイショウシャイン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４７０± ０２：００．２１� ９．５�
７９ ヴィーヴァレジーナ 牝５栗 ５５

５４ ☆高倉 稜芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４３２＋１２２：００．３� ３０．９�
３３ 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 ５０８＋１０２：００．６１� ３７．０�
８１０ キクノセンヒメ 牝５鹿 ５５ 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４６０＋ ２２：００．７� １０．３�
２２ タガノザイオン 牡４鹿 ５７ 池添 謙一八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７６± ０２：００．８クビ ７．３�
７８ ジョーシンドバッド 牡５黒鹿５７ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 新ひだか 岡田スタツド ５１６－ ６ 〃 アタマ ５．５	
４４ カ ス ガ 牝５鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５０＋１０２：００．９� ２３．３

８１１ アッシュール 牡４鹿 ５７ 四位 洋文吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４７８＋１４ 〃 ハナ ４．１�
１１ ボーカリスト 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４７０＋２０ （競走中止） １６．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，８９０，７００円 複勝： ３２，０６７，５００円 枠連： １３，５３７，８００円

馬連： ５４，０７５，０００円 馬単： ３４，５６６，７００円 ワイド： ２２，９８９，３００円

３連複： ６９，６５７，７００円 ３連単： １１３，７１０，９００円 計： ３５７，４９５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ３８０円 � １７０円 � ３２０円 枠 連（５－６） ９２０円

馬 連 �� ２，９１０円 馬 単 �� ６，８５０円

ワ イ ド �� １，１９０円 �� ２，５９０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ８，７１０円 ３ 連 単 ��� ６４，７６０円

票 数

単勝票数 計 １６８９０７ 的中 � ８４３４（７番人気）
複勝票数 計 ３２０６７５ 的中 � １９１２１（８番人気）� ６４５８８（１番人気）� ２４０５７（６番人気）
枠連票数 計 １３５３７８ 的中 （５－６） １０９５６（４番人気）
馬連票数 計 ５４０７５０ 的中 �� １３７４３（１４番人気）
馬単票数 計 ３４５６６７ 的中 �� ３７２８（２９番人気）
ワイド票数 計 ２２９８９３ 的中 �� ４７８７（１７番人気）�� ２１１２（３７番人気）�� ７５７６（８番人気）
３連複票数 計 ６９６５７７ 的中 ��� ５９０５（３６番人気）
３連単票数 計１１３７１０９ 的中 ��� １２９６（２３９番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．２―１２．１―１３．３―１３．０―１３．１―１２．２―１２．２―１２．２―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．２―１８．４―３０．５―４３．８―５６．８―１：０９．９―１：２２．１―１：３４．３―１：４６．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユニヴァースガイ 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２００８．１０．２５ 東京９着

２００６．２．７生 牡５栗 母 タヤスロマンス 母母 スカーレットリボン ２２戦３勝 賞金 ３２，２００，０００円
〔競走中止〕 ボーカリスト号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

１２０６８ ５月８日 晴 良 （２３京都３）第６日 第８競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０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

７１３ プリサイストップ 牡４鹿 ５７
５６ ☆高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４８６± ０１：１２．１ ２．８�

８１６ エイシンクエスト 牡５栗 ５７ 四位 洋文平井 豊光氏 高野 友和 新ひだか 藤原牧場 ５１２－１２１：１２．３１ ４．３�
２４ エルチョコレート 牡５黒鹿５７ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４６２＋ ４１：１２．４� ５．５�
５１０ ニチドウダイヤ 牝５鹿 ５５ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 三石 大平牧場 ４５２－ ８１：１２．７２ ２２０．４�
３６ ビ バ エ ル フ 牝５鹿 ５５ 川島 信二�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４１６＋ ６１：１２．８� ３９．４�
４８ � デュークワンダー 牡５栗 ５７ 鮫島 良太伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ

ワ牧場 B４８８＋ ６１：１２．９� ７．６�
１２ ミッキーミステリー 牡４黒鹿５７ 池添 謙一野田みづき氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４８４± ０１：１３．０� ７．８	
５９ シークロノス 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５１６＋ ２１：１３．４２� ４０．０

４７ � ラブコマドリー 牝４栗 ５５ 荻野 琢真増田 陽一氏 牧田 和弥 新ひだか 加野牧場 B４７８－ ２ 〃 クビ ２７４．８�
６１２ メイショウヴァルナ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂松本 好�氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４５０－ ２１：１３．６１ ２２．８
２３ ダイワレギオン 牡５栗 ５７ 浜中 俊大城 敬三氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 B５１２－１０ 〃 ハナ １５．４�
７１４� アキノワンツー 牝５芦 ５５ 芹沢 純一穐吉 正孝氏 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４９４－ ６１：１４．０２� １２３．４�
１１ ア ル テ ミ ス 牝４栗 ５５

５２ ▲国分 優作橋場 勇二氏 清水 出美 安平 追分ファーム ５１６＋ ２１：１４．２１� ２００．９�
６１１� ダイゴゴダイ 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文長谷川光司氏 日吉 正和 新ひだか 見上牧場 ４９４－１０ 〃 ハナ ４６２．０�
８１５� セトノランナー 牡４栗 ５７

５６ ☆国分 恭介難波 澄子氏 鈴木 孝志 浦河 杵臼斉藤牧場 B４５４± ０ 〃 クビ ２７．６�
３５ � スーサンヒーロー 牡４栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４８０＋ ２１：１４．９４ １３８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７６０，１００円 複勝： ２９，１５０，８００円 枠連： １４，７３０，９００円

馬連： ５５，５９５，１００円 馬単： ３５，１７２，９００円 ワイド： ２２，９０２，６００円

３連複： ７３，１８４，７００円 ３連単： １１５，４５１，６００円 計： ３６４，９４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（７－８） ６１０円

馬 連 �� ７５０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ３４０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ６，５００円

票 数

単勝票数 計 １８７６０１ 的中 � ５３３１３（１番人気）
複勝票数 計 ２９１５０８ 的中 � ６９１１０（１番人気）� ４４１６８（２番人気）� ４２５３０（３番人気）
枠連票数 計 １４７３０９ 的中 （７－８） １７９７８（１番人気）
馬連票数 計 ５５５９５１ 的中 �� ５４８０８（１番人気）
馬単票数 計 ３５１７２９ 的中 �� １８４９３（１番人気）
ワイド票数 計 ２２９０２６ 的中 �� １７８９３（１番人気）�� １７１６７（２番人気）�� １１０８２（５番人気）
３連複票数 計 ７３１８４７ 的中 ��� ３９３６２（１番人気）
３連単票数 計１１５４５１６ 的中 ��� １３１２０（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．８―１２．１―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．７―３５．５―４７．６―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリサイストップ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ア ラ ジ デビュー ２０１０．３．６ 阪神２着

２００７．５．８生 牡４鹿 母 キャンティグルーム 母母 ダナグルーム １２戦２勝 賞金 ２８，４００，０００円



１２０６９ ５月８日 晴 良 （２３京都３）第６日 第９競走 １，８００�
や ぐ る ま

矢 車 賞
発走１４時１５分 （芝・右・外）

牝，３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３３ グルヴェイグ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ６１：４８．７ １．６�

７８ ユースティティア 牝３青鹿５４ 浜中 俊前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４± ０１：４８．９１� ２４．０�
６６ マ イ ネ マ オ 牝３鹿 ５４ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４８８＋１０ 〃 クビ １３２．２�
５５ 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 ４６０－ ８１：４９．０クビ １３８．３�
４４ モスカートローザ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：４９．１� ３．９�
６７ ウ ア ジ ェ ト 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 ４７４－ ２ 〃 アタマ １０．２	
７９ ライトレール 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４５８＋ ６１：４９．２クビ ２５．８

１１ ニシノテキーラ 牝３鹿 ５４ 高倉 稜西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４４２－１０１：４９．３� ７６．７�
８１０ サクラプリエール 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４６６＋ ２１：４９．５１� ７．４�
８１１ タガノリベラノ 牝３黒鹿５４ 国分 恭介八木 一雄氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B４４８＋ ２ 〃 クビ ３６．４
２２ スパーブクィーン 牝３栗 ５４ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４４＋ ２１：５０．２４ １１５．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３１，００２，２００円 複勝： ５８，３３７，１００円 枠連： １８，８７３，６００円

馬連： ７８，２９５，９００円 馬単： ６５，４８０，６００円 ワイド： ３１，７３１，６００円

３連複： １０２，３１７，３００円 ３連単： ２５７，２４３，２００円 計： ６４３，２８１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３３０円 � １，５５０円 枠 連（３－７） ８２０円

馬 連 �� １，４９０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ２，７１０円 �� ９，３５０円

３ 連 複 ��� ２９，０９０円 ３ 連 単 ��� ７８，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３１００２２ 的中 � １５３１４４（１番人気）
複勝票数 計 ５８３３７１ 的中 � ３２０８６６（１番人気）� ２６３２４（５番人気）� ４５４２（１１番人気）
枠連票数 計 １８８７３６ 的中 （３－７） １７１１１（４番人気）
馬連票数 計 ７８２９５９ 的中 �� ３８８９６（４番人気）
馬単票数 計 ６５４８０６ 的中 �� ２５３３７（５番人気）
ワイド票数 計 ３１７３１６ 的中 �� １２９６８（６番人気）�� ２８１４（２４番人気）�� ７９８（４４番人気）
３連複票数 計１０２３１７３ 的中 ��� ２５９６（５４番人気）
３連単票数 計２５７２４３２ 的中 ��� ２４２５（１６６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．１―１２．６―１３．２―１２．６―１１．４―１１．２―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．３―４８．９―１：０２．１―１：１４．７―１：２６．１―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．０
３ ７，９（２，１０）（１，３，１１）（８，５，６）４ ４ ７，９（２，１０）（３，１１，６）１（８，５，４）

勝馬の
紹 介

グルヴェイグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神１着

２００８．５．１１生 牝３黒鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール ３戦２勝 賞金 ２２，１０６，０００円

１２０７０ ５月８日 晴 良 （２３京都３）第６日 第１０競走 ��２，４００�
し ら か わ

白 川 特 別
発走１４時５０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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

３３ バアゼルリバー 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己市川 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 ４８０－ ２２：２４．３ ４．５�

２２ マ ナ ク ー ラ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７４－１０ 〃 クビ ３．４�

７１１ スズカゲイル 牡６鹿 ５７ 高倉 稜永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 小島牧場 ４２０± ０２：２４．５１� １２１．６�
１１ ハートシューター 牡５黒鹿５７ 国分 優作吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ５３６＋ ２２：２４．９２� １０．８�
８１２ カノンコード 牡５芦 ５７ 芹沢 純一 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ２２：２５．０クビ ７．３�
５６ ワイズミューラー 牡４栗 ５７ 池添 謙一 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２２：２５．２１� ６．９	
８１３ マッキーバッハ 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 ４７８＋ ２２：２５．４１� １０３．２

４４ ハードダダンダン 牡４黒鹿５７ 四位 洋文津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５８－ ４２：２５．６１� ３１．０�
７１０�� ウィッシングデュー 牝７黒鹿５５ 国分 恭介中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-

vestments LLC ４９０＋ ２２：２６．４５ ２２８．３�
５７ ニシノプライスレス 牡５鹿 ５７ 川島 信二西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４４６＋ ２２：２６．５	 １０７．４
４５ マツリダガッツ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊�橋 文枝氏 国枝 栄 日高 賀張三浦牧場 ４８０± ０２：２６．７１ ３．６�
６８ ラインドリーム 牝５黒鹿５５ 熊沢 重文大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４６６＋ ６２：２７．２３ ５２．６�

（１２頭）
６９ マームードイモン 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３３，５１０，３００円 複勝： ５０，２７８，１００円 枠連： ２１，８９４，７００円

馬連： １０８，９０５，６００円 馬単： ６５，５６５，２００円 ワイド： ３６，０１６，８００円

３連複： １２９，４９９，０００円 ３連単： ２４６，７６０，１００円 計： ６９２，４２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � １，２４０円 枠 連（２－３） ８３０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ４，１４０円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� ８，３９０円 ３ 連 単 ��� ７２，０７０円

票 数

単勝票数 差引計 ３３５１０３（返還計 ３５８） 的中 � ５９００４（３番人気）
複勝票数 差引計 ５０２７８１（返還計 ４８６） 的中 � ７５３１２（３番人気）� １０７３２２（２番人気）� ７３７６（１０番人気）
枠連票数 差引計 ２１８９４７（返還計 １７） 的中 （２－３） １９５７５（２番人気）
馬連票数 差引計１０８９０５６（返還計 ３２４０） 的中 �� ９０９３６（２番人気）
馬単票数 差引計 ６５５６５２（返還計 １７４５） 的中 �� ２６９０３（５番人気）
ワイド票数 差引計 ３６０１６８（返還計 ９９４） 的中 �� ２８２５１（２番人気）�� １９７８（３６番人気）�� ３２４８（２４番人気）
３連複票数 差引計１２９４９９０（返還計 ７９７５） 的中 ��� １１３９４（２５番人気）
３連単票数 差引計２４６７６０１（返還計 １５７０１） 的中 ��� ２５２７（１８０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．３―１２．６―１２．８―１２．３―１２．９―１２．８―１１．９―１１．６―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．４―２３．３―３４．６―４７．２―１：００．０―１：１２．３―１：２５．２―１：３８．０―１：４９．９―２：０１．５―２：１２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バアゼルリバー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．３．１ 阪神８着

２００６．５．１２生 牡５鹿 母 フレンドレイ 母母 マーチンミユキ １９戦４勝 賞金 ４５，１３７，０００円
〔出走取消〕 マームードイモン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。

１レース目



１２０７１ ５月８日 晴 良 （２３京都３）第６日 第１１競走 ��１，８００�
みやこおおじ

都大路ステークス
発走１５時３０分 （芝・右・外）

４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，１５０万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６１０ ネオヴァンドーム 牡４鹿 ５６ 浜中 俊小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：４４．８ １１．６�

５８ ミッキードリーム 牡４栗 ５５ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２１：４５．０１� ６．２�
８１５ ホワイトピルグリム 牡６芦 ５５ 安藤 勝己�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６６± ０１：４５．１� １１．４�
２３ アドマイヤテンクウ 牡４鹿 ５５ 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２６－ ２１：４５．５２� ３８．１�
３４ オートドラゴン 牡７栗 ５６ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５０６－ ６ 〃 クビ ２０．６�
５９ ブラストダッシュ 牡６鹿 ５６ 小林 徹弥村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７２－ ８１：４５．６クビ ９．６�
７１２ ドリームゼニス 牡５栗 ５６ 鮫島 良太セゾンレースホース	 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５１２－ ６１：４５．７� １５．４

１１ シゲルタック 牡７鹿 ５６ 国分 優作森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４８０＋ ２１：４５．９１� ５８．１�
６１１ ミッキーパンプキン 牡５鹿 ５５ 川島 信二野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５４－ ２１：４６．１１� １３．１�
８１４ サニーサンデー 牡５栗 ５５ 国分 恭介宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４９２＋ ４ 〃 ハナ ４０．７
４７ ブライティアパルス 牝６鹿 ５５ 荻野 琢真小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４５６－ ２１：４６．２クビ ７８．７�
３５ エムエスワールド 牡８黒鹿５６ 熊沢 重文ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４７８＋ ２１：４６．５２ １５１．９�
４６ デストラメンテ 牡７芦 ５６ 高倉 稜岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６０± ０１：４６．９２� １８４．５�
７１３ リーチザクラウン 牡５青鹿５８ 藤田 伸二西山 茂行氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１６＋ ２１：４８．９大差 １．９�
２２ 	 ファストロック 牡７栗 ５５ 安藤 光彰広尾レース	 尾関 知人 愛 Quay

Bloodstock B４７８－１６ 〃 クビ ２６５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４７，７７６，６００円 複勝： ６１，９１９，１００円 枠連： ４９，８４５，０００円

馬連： ２１３，３９９，５００円 馬単： １２６，７２０，６００円 ワイド： ６２，０１９，０００円

３連複： ２５９，５７４，７００円 ３連単： ５１０，１５９，３００円 計： １，３３１，４１３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３７０円 � ２２０円 � ３３０円 枠 連（５－６） ８６０円

馬 連 �� ２，６４０円 馬 単 �� ６，８４０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� １，６８０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ９，３２０円 ３ 連 単 ��� ５８，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４７７７６６ 的中 � ３２７２９（５番人気）
複勝票数 計 ６１９１９１ 的中 � ４１６０８（６番人気）� ８４５８４（２番人気）� ４６９７０（４番人気）
枠連票数 計 ４９８４５０ 的中 （５－６） ４２９２１（４番人気）
馬連票数 計２１３３９９５ 的中 �� ５９７４７（９番人気）
馬単票数 計１２６７２０６ 的中 �� １３６８７（２２番人気）
ワイド票数 計 ６２０１９０ 的中 �� １６４５０（１１番人気）�� ８８５９（２４番人気）�� １７２９９（１０番人気）
３連複票数 計２５９５７４７ 的中 ��� ２０５５７（３０番人気）
３連単票数 計５１０１５９３ 的中 ��� ６４６２（１８６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．４―１１．９―１１．９―１１．６―１１．４―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３４．７―４６．６―５８．５―１：１０．１―１：２１．５―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．７
３ １（２，１４）７（３，８，１５）１３，１０（６，１１）４（１２，５）９ ４ １，１４（７，１５）（２，８，１３）（３，１０，４，１１）５（６，１２）９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネオヴァンドーム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１０．１８ 京都２着

２００７．２．１９生 牡４鹿 母 プリンセスカット 母母 ブリリアントカット １１戦３勝 賞金 ７８，８９８，０００円
〔その他〕 リーチザクラウン号は，３コーナーおよび４コーナーで肢を滑らせてバランスをくずしたため，「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〕 ファストロック号は，平成２３年６月８日まで平地競走に出走できない。
※シゲルタック号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２０７２ ５月８日 晴 良 （２３京都３）第６日 第１２競走 ��１，９００�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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

６１１ エイシンダッシュ 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４８０－ ４１：５８．３ １．９�

２３ ドリームマジシャン 牡４青鹿５７ 浜中 俊セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８４－ ８１：５９．０４ ４．０�
６１０ ヴィーヴァギブソン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５０６＋１０１：５９．４２� １６．３�
４６ クリストフォルス 牡６栗 ５７ 四位 洋文広尾レース� 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ５３２± ０１：５９．６１� １４．１�
１１ フ ォ ル テ 牡６栗 ５７ 芹沢 純一深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ６１：５９．８１� ３９．２�
２２ � サダルメリク 牡４鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne
C Chess ４８４± ０２：００．０� ８３．０�

３４ ヒカリアスティル 牡５鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介�ヒカリクラブ 谷 潔 伊達 高橋農場 ５１０－ ６２：００．３２ １４．８	

３５ パワーエース 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文
まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４９０± ０２：００．４� １９０．３�
４７ ブ ル ロ ッ ク 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４７４－ ２ 〃 クビ １５．７�
８１４ シークレバー 牡６鹿 ５７

５４ ▲国分 優作藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８６＋ ２２：００．６１� ７５．３
５９ 	 ミウラリチャード 牡７鹿 ５７ 鷹野 宏史佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５１２－１２２：００．７� ３７９．６�
５８ レッドサーパス 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１４＋１８２：００．９１� ４２．７�
８１５ スペシャルイモン 牡４鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４８６± ０２：０１．２１� ４６．２�
７１３ メイショウシンドウ 牡５鹿 ５７ 池添 謙一松本 好雄氏 武田 博 静内 千代田牧場 ４９０＋ ４２：０１．６２� １１．４�
７１２ 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＋２６２：０２．３４ ８１．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，２４１，８００円 複勝： ４９，０６２，４００円 枠連： ３５，７３２，３００円

馬連： １４０，５３８，６００円 馬単： ９９，８６６，９００円 ワイド： ４７，８５１，１００円

３連複： １７１，２３３，３００円 ３連単： ３７０，７７１，２００円 計： ９５３，２９７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ２８０円 枠 連（２－６） ３７０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ５４０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ２，１８０円 ３ 連 単 ��� ５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３８２４１８ 的中 � １６４９３１（１番人気）
複勝票数 計 ４９０６２４ 的中 � １５６４３７（１番人気）� １０１６８０（２番人気）� ２９４４６（５番人気）
枠連票数 計 ３５７３２３ 的中 （２－６） ７３０６０（１番人気）
馬連票数 計１４０５３８６ 的中 �� ２９１０４９（１番人気）
馬単票数 計 ９９８６６９ 的中 �� １４２６０９（１番人気）
ワイド票数 計 ４７８５１１ 的中 �� ７３９９８（１番人気）�� １９８２２（５番人気）�� １０６２９（１１番人気）
３連複票数 計１７１２３３３ 的中 ��� ５８０１１（５番人気）
３連単票数 計３７０７７１２ 的中 ��� ４８７７２（８番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１１．８―１３．１―１３．０―１３．２―１２．７―１２．１―１１．７―１２．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．６―３０．４―４３．５―５６．５―１：０９．７―１：２２．４―１：３４．５―１：４６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．９
１
３
６，１１（２，１０）３（１，１３）１２，７（８，１５）４－（５，１４）９・（６，１１）１０（２，３，１３）（１，７，８，１２）（５，４，９）１５，１４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイシンダッシュ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．１０．１９ 京都４着

２００６．３．２７生 牡５鹿 母 ジュエルヒル 母母 Funistrada ２１戦２勝 賞金 ３７，３９０，０００円
［他本会外：２戦２勝］

４レース目



（２３京都３）第６日 ５月８日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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

２０４，３２０，０００円
９，６１０，０００円
１４，９８０，０００円
１，３４０，０００円
１９，３００，０００円
５９，７０５，５００円
４，９９４，６００円
１，６７３，１００円

勝馬投票券売得金
２８２，３１９，４００円
５０３，３８７，０００円
２２４，４４４，５００円
８７１，９３５，５００円
６１９，４６７，８００円
３２６，６４２，７００円

１，１２４，７４２，０００円
２，２１４，４５７，２００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 ６，１６７，３９６，１００円

総入場人員 ２６，８９６名 （有料入場人員 ２５，１３３名）


