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２００２５ ７月９日 晴 稍重 （２３京都４）第３日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時００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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

４４ ストリートハンター 牡２鹿 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９２± ０１：１３．３ １．３�

３３ シゲルキョホウ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４７０＋ ２１：１４．６８ １８．３�

６６ シルクティソナ 牡２黒鹿５４ 佐藤 哲三有限会社シルク山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４６４－ ８１：１５．０２� ５．４�
７８ ソーリメンバー 牝２黒鹿５４ 和田 竜二�ミルファーム 宮 徹 浦河 ミルファーム ４２０－ ２１：１５．３２ ２８．９�
２２ タイキベイビー 牝２鹿 ５４

５２ △国分 優作�大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４２４－ ８１：１５．５１� ４５．４�

８１１ エーシンビューティ 牝２黒鹿５４ 川田 将雅	栄進堂 坂口 正則 新ひだか 松本牧場 ４３４＋ ４１：１５．７１� ７．４

７９ シゲルコウギョク 牡２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 田中 章博 平取 船越 伸也 ４５２－１０１：１５．８クビ ５４．９�
５５ タマモギャラクシー 牡２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜タマモ	 川村 禎彦 日高 新井 昭二 ４４８－ ２ 〃 クビ ２５４．０�
１１ シゲルカボス 牝２青鹿５４ 北村 友一森中 蕃氏 武田 博 浦河 中村 雅明 ４０８± ０１：１６．４３� ２８８．７
８１０ シゲルクルミ 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 三枝牧場 ４４６± ０１：１７．０３� １９７．６�
６７ トウケイロベルト 牡２黒鹿５４ 幸 英明木村 信彦氏 清水 出美 浦河 川越ファーム ４１４－ ６１：１７．２� ８６．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，４００，４００円 複勝： ５６，２９５，６００円 枠連： ５，９５２，８００円

馬連： ２８，２９１，９００円 馬単： ２８，９８５，５００円 ワイド： １２，６７１，５００円

３連複： ４０，５３８，６００円 ３連単： ９４，２５４，６００円 計： ２８４，３９０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � ３４０円 � １６０円 枠 連（３－４） １，０４０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド �� ４００円 �� １９０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ５，２５０円

票 数

単勝票数 計 １７４００４ 的中 � １０８６０５（１番人気）
複勝票数 計 ５６２９５６ 的中 � ４２５６８８（１番人気）� １２１０７（４番人気）� ３６８９５（３番人気）
枠連票数 計 ５９５２８ 的中 （３－４） ４２２９（４番人気）
馬連票数 計 ２８２９１９ 的中 �� １８２５０（３番人気）
馬単票数 計 ２８９８５５ 的中 �� １４４５３（６番人気）
ワイド票数 計 １２６７１５ 的中 �� ７３０２（４番人気）�� ２０４００（２番人気）�� ３０８６（１０番人気）
３連複票数 計 ４０５３８６ 的中 ��� ２７１９８（３番人気）
３連単票数 計 ９４２５４６ 的中 ��� １３２６４（１７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．７―１２．４―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．７―３５．４―４７．８―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストリートハンター �
�
父 Street Sense �

�
母父 Freud デビュー ２０１１．６．２５ 阪神２着

２００９．３．１９生 牡２鹿 母 クイックリトルミス 母母 Swift Girl ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。

２００２６ ７月９日 晴 稍重 （２３京都４）第３日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３６ ブラックアテナ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅山本 英俊氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４１：５５．０ １．４�

１１ マスコットウイング 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一 �フジワラ・ファーム 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４３８＋ ２１：５５．１� ２９．２�
５９ 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 ４１６－ ６１：５５．３１� １９．６�
２４ ホホヲヨセテ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４２２－ ４１：５５．６１� ４．３�
６１１ スカイプラネット 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ４００－ ８１：５５．９１� １８９．８�

５１０ 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 ４５２＋ ４１：５６．１１� ２４８．１	
４８ ニシノフェイム 牝３鹿 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４３６－ ６１：５６．９５ ２１．８

７１４ キュールエキュール 牝３黒鹿５４ 和田 竜二岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム ４５４－ ４１：５７．５３� ２１．８�
２３ ク ッ カ 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平飯田 正剛氏 池添 兼雄 新ひだか 千代田牧場 ４６２－ ６１：５７．９２� ３３１．４�
８１６ ミステリアスガール 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介小川 勲氏 藤岡 健一 様似 猿倉牧場 ４６６＋ ２１：５８．３２� ３０．５
４７ エピデンドラム 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４５０－ ８ 〃 ハナ ７６．１�
８１５ クリスタルエイト 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦山田眞理子氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４５６＋ ４１：５９．４７ ６１５．４�
３５ クリスマスドリーム 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂中井 敏雄氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 ４２４－ ６２：００．２５ ６３０．４�
７１３ ビットエクスプレス 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新ひだか マークリ牧場 ４５２ ―２：００．３クビ １５５．９�
６１２ キャンディパラソル 牝３栗 ５４ 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４０２± ０２：０１．３６ ６９１．１�
１２ ティボリタンポポ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４８０± ０ （競走中止） ４１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３９８，９００円 複勝： ６４，８９１，３００円 枠連： ９，２５１，８００円

馬連： ３５，０３４，１００円 馬単： ３３，８８６，５００円 ワイド： １７，２４２，５００円

３連複： ５０，５９８，８００円 ３連単： １０４，０６２，６００円 計： ３３１，３６６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ４００円 � ３８０円 枠 連（１－３） ６８０円

馬 連 �� １，２４０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ５９０円 �� ２，７９０円

３ 連 複 ��� ４，１８０円 ３ 連 単 ��� １０，９９０円

票 数

単勝票数 計 １６３９８９ 的中 � ９８１８８（１番人気）
複勝票数 計 ６４８９１３ 的中 � ４８０１２７（１番人気）� １３８９４（５番人気）� １４９１９（４番人気）
枠連票数 計 ９２５１８ 的中 （１－３） １０１４６（２番人気）
馬連票数 計 ３５０３４１ 的中 �� ２０９９９（４番人気）
馬単票数 計 ３３８８６５ 的中 �� １５６６０（５番人気）
ワイド票数 計 １７２４２５ 的中 �� ８１３８（３番人気）�� ７４５３（５番人気）�� １４０８（２３番人気）
３連複票数 計 ５０５９８８ 的中 ��� ８９４７（１１番人気）
３連単票数 計１０４０６２６ 的中 ��� ６９９４（２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１３．５―１３．４―１３．３―１３．２―１２．７―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３７．２―５０．６―１：０３．９―１：１７．１―１：２９．８―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３７．９
１
３
４（７，１６）（６，８，９）１５，１４（３，１１）－（１０，１２）（１，１３）５－２・（４，７）（６，１６，９）（８，１４）（３，１３，１）１５（１１，１２）１０－２＝５

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

勝馬の
紹 介

ブラックアテナ �
�
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 ２０１１．２．１９ 京都２着

２００８．４．２生 牝３鹿 母 クルーピアスター 母母 クルーピアレディー ７戦１勝 賞金 １５，３００，０００円
〔競走中止〕 ティボリタンポポ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔制裁〕 リボルトレイダー号の騎手森一馬は，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３０，０００円。（１番への進路影

響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリスマスドリーム号・ビットエクスプレス号・キャンディパラソル号は，平成２３年８月９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） ２頭 コマノアクラ号・ラグランドセーヌ号
（非抽選馬） ３頭 ウエスタンジェミー号・オークヒルパーク号・シゲルカカリチョウ号

第４回　京都競馬　第３日



２００２７ ７月９日 晴 稍重 （２３京都４）第３日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２３ クリスワールド 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７２＋ ４１：１２．８ ４７．２�

５１０ エーシンリボルバー 牡３栗 ５６ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社
吉田ファーム ５１０－ ６１：１２．９� ８．８�

１２ ジ ャ ベ リ ン 牡３栗 ５６
５５ ☆国分 恭介石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 ４７８± ０１：１３．２２ ２．０�

１１ キングウェリナ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４６４－ ４１：１３．６２� ４．６�
４７ メイショウクロシオ 牡３鹿 ５６ 北村 友一松本 好雄氏 鶴留 明雄 浦河 三嶋牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ １０．０�
７１３ エーシンジャイヴ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 小島牧場 B４６４± ０ 〃 ハナ ９．９�
８１５ シゲルヒラトリ 牡３鹿 ５６

５４ △国分 優作森中 蕃氏 藤岡 範士 新ひだか 井高牧場 B４８０± ０１：１４．０２� １７３．３	
２４ ツ ヨ イ コ 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４３８－ ４１：１４．１� １１３．１

５９ オ ン エ ア 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 ４３４± ０１：１４．３� ４７０．３�
６１２ マスターイーグル 牡３鹿 ５６ 幸 英明�三嶋牧場 北出 成人 様似 中脇 一幸 ４３６－ ６ 〃 クビ １３８．４
４８ カネトシパシュート 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：１４．４クビ ３８３．０�
６１１ エーシンボダイジュ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 多田 善弘 ５０２－２６ 〃 ハナ １９．１�
３５ テイエムロックダン 牡３青鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 バンダム牧場 ４６６－２０１：１４．６１� １６７．８�
８１６ エドモンドシチー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 新ひだか 岡田スタツド ４６８＋ ４１：１５．０２� ５９０．９�
７１４ ファルブキング 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰猪野毛雅人氏 新川 恵 新ひだか 猪野毛牧場 ５００＋ ８１：１５．１クビ ６４．４�
３６ スズカラッシュ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４６４＋１２１：１５．６３ １１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５４５，６００円 複勝： ４２，９１６，７００円 枠連： １１，３８２，５００円

馬連： ３７，１５８，０００円 馬単： ３１，６８６，３００円 ワイド： １９，１４１，４００円

３連複： ５６，４６９，１００円 ３連単： ９３，９４８，９００円 計： ３１０，２４８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，７２０円 複 勝 � ６９０円 � ２７０円 � １１０円 枠 連（２－５） ７，４１０円

馬 連 �� １４，６２０円 馬 単 �� ３７，３６０円

ワ イ ド �� ４，２５０円 �� １，０４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ６，８７０円 ３ 連 単 ��� １０８，８５０円

票 数

単勝票数 計 １７５４５６ 的中 � ２９３０（８番人気）
複勝票数 計 ４２９１６７ 的中 � ７６８８（８番人気）� ２４７６８（４番人気）� ２３５１４６（１番人気）
枠連票数 計 １１３８２５ 的中 （２－５） １１３５（１８番人気）
馬連票数 計 ３７１５８０ 的中 �� １８７６（３１番人気）
馬単票数 計 ３１６８６３ 的中 �� ６２６（６３番人気）
ワイド票数 計 １９１４１４ 的中 �� １０２３（３５番人気）�� ４４４４（１０番人気）�� １２４３９（４番人気）
３連複票数 計 ５６４６９１ 的中 ��� ６０６７（２０番人気）
３連単票数 計 ９３９４８９ 的中 ��� ６３７（２５９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．７―１２．０―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．０―３５．７―４７．７―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスワールド �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１１．１．２３ 京都７着

２００８．４．１生 牡３栗 母 シャコーフェアリー 母母 ウェルクイーン ５戦１勝 賞金 ６，０３０，０００円
〔発走状況〕 シゲルヒラトリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 シゲルチョウカン号・スリンシンガポール号・ユウキビバボーイ号・ルレーヴドメール号

２００２８ ７月９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都４）第３日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４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

８１１ ワシャモノタリン 牡５黒鹿６０ 熊沢 重文小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ５０４＋ ２３：１６．６ ２．６�

８１２ メイショウロッコー 牡５栗 ６０ 黒岩 悠松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ５００＋ ６３：１６．９２ ８．０�
７９ サンレイランキング 牡４鹿 ６０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４６２＋１０３：１７．７５ ７１．１�
５５ ウィルビーキング �７栗 ６０ 佐久間寛志前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８－ ６３：１７．８� ３．２�
５６ � アドマイヤゴルゴ 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４９４－ ２３：１８．１１� ８．１�
２２ アドマイヤマジン 牡７黒鹿６０ 高田 潤佐々木主浩氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ５２０＋ ８３：１９．１６ ６．８�
１１ ダイナミックグロウ 牡７鹿 ６０ 田嶋 翔小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ １７．９�
３３ ピエナグッドラック 牡７鹿 ６０ 西谷 誠本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７２± ０３：１９．２� ３０．１	
６７ 	 シゲルゴユウサン 牡５鹿 ６０ 岩崎 祐己森中 蕃氏 小野 幸治 浦河 荻伏三好フ

アーム ４８６－ ２３：２０．９大差 ９１．３

４４ メイショウアルグン 牡４青 ６０ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４９２－１２３：２１．５３� ７０．０�
６８ テイエムチーター 牡６青鹿６０ 南井 大志竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 石郷岡 雅樹 ４４４－ ６３：２２．０３ ３４．７�
７１０ ドンイースター 牡４栗 ６０ 林 満明山田 貢一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４９４－２２ （競走中止） １２７．３

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，７０８，５００円 複勝： １７，２５１，０００円 枠連： １０，８４２，２００円

馬連： ２９，２４４，７００円 馬単： ２３，０６４，０００円 ワイド： １２，５０８，１００円

３連複： ４５，２２６，４００円 ３連単： ７４，６０３，１００円 計： ２２６，４４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � １，０４０円 枠 連（８－８） ７４０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ２，４９０円 �� ４，５１０円

３ 連 複 ��� １２，２５０円 ３ 連 単 ��� ３５，８００円

票 数

単勝票数 計 １３７０８５ 的中 � ４１６８６（１番人気）
複勝票数 計 １７２５１０ 的中 � ４７００８（１番人気）� １９９７８（３番人気）� ２９１８（９番人気）
枠連票数 計 １０８４２２ 的中 （８－８） １０８３０（３番人気）
馬連票数 計 ２９２４４７ 的中 �� ３００５９（２番人気）
馬単票数 計 ２３０６４０ 的中 �� １４６７４（３番人気）
ワイド票数 計 １２５０８１ 的中 �� １０６６６（２番人気）�� １１４８（２８番人気）�� ６２６（３８番人気）
３連複票数 計 ４５２２６４ 的中 ��� ２７２６（３８番人気）
３連単票数 計 ７４６０３１ 的中 ��� １５３８（１０８番人気）

上り １マイル １：４７．０ ４F ５２．８－３F ３９．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワシャモノタリン �
�
父 エアエミネム �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．８．２４ 小倉１０着

２００６．３．１８生 牡５黒鹿 母 ジョウネツノアラシ 母母 クルンテープ 障害：２戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
〔競走中止〕 ドンイースター号は，競走中に前進気勢を欠いたため決勝線手前で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ドンイースター号は，競走中に前進気勢を欠き，決勝線手前で競走を中止したことについて

平成２３年７月１０日から平成２３年７月３１日まで出走停止。停止期間の満了後に障害調教再審査。



２００２９ ７月９日 晴 良 （２３京都４）第３日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・右）

牝，新馬；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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

５６ エイシンキンチェム 牝２鹿 ５４ 川田 将雅平井 豊光氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 ４６０ ―１：１１．０ １．７�

３３ キクエチャン 牝２鹿 ５４
５１ ▲花田 大昂ロイヤルパーク 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ３８８ ―１：１１．４２� １１４．３�

７１０ シシリアンルージュ 牝２栗 ５４ 浜中 俊�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 荻伏服部牧場 ４３２ ―１：１１．６１� １１．１�
６８ テイエムハピネス 牝２黒鹿５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 大北牧場 ４５０ ―１：１１．９１� ９４．５�
５５ サンマルリジイ 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４７６ ― 〃 クビ １２．８�
６７ プレシャスペスカ 牝２黒鹿５４ 幸 英明山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４５４ ― 〃 アタマ ９．０�
７９ ケイトシチー 牝２栗 ５４ 酒井 学 	友駿ホースクラブ 田所 秀孝 日高 幾千世牧場 ４４６ ―１：１２．１１� ２５．９

８１１ テイエムセキトバ 牝２栗 ５４ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 ４０８ ―１：１２．２� ６２．１�
４４ タイキプリマドンナ 牝２鹿 ５４

５２ △国分 優作�大樹ファーム 高橋 義忠 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４２２ ―１：１２．４１� ２２．８�

２２ クレールドリュヌ 牝２栗 ５４ 福永 祐一 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 ４３６ ―１：１２．５� ４．０

８１２ シゲルスモモ 牝２鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 北俣牧場 ４０６ ―１：１３．２４ ２０１．８�

１１ ハートオブミニー 牝２黒鹿５４ 安藤 光彰津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４６２ ―１：１４．０５ ２３３．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，５８７，７００円 複勝： ２８，８７３，７００円 枠連： ９，７０３，０００円

馬連： ３５，９６４，０００円 馬単： ３３，３８２，９００円 ワイド： １６，６７８，１００円

３連複： ４８，５３９，６００円 ３連単： ９９，８４８，０００円 計： ２９３，５７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １，６１０円 � ２７０円 枠 連（３－５） ８，３８０円

馬 連 �� １０，３２０円 馬 単 �� １２，４６０円

ワ イ ド �� ３，１７０円 �� ４１０円 �� ９，３５０円

３ 連 複 ��� ２２，８２０円 ３ 連 単 ��� １１９，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２０５８７７ 的中 � ９８２０７（１番人気）
複勝票数 計 ２８８７３７ 的中 � １２６６６３（１番人気）� ２５５４（９番人気）� ２０３３３（５番人気）
枠連票数 計 ９７０３０ 的中 （３－５） ８５５（１６番人気）
馬連票数 計 ３５９６４０ 的中 �� ２５７４（２３番人気）
馬単票数 計 ３３３８２９ 的中 �� １９７８（３０番人気）
ワイド票数 計 １６６７８１ 的中 �� １２２５（２５番人気）�� １１３９５（３番人気）�� ４０８（４６番人気）
３連複票数 計 ４８５３９６ 的中 ��� １５７０（４９番人気）
３連単票数 計 ９９８４８０ 的中 ��� ６１７（２３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．５―１１．４―１１．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．０―４６．４―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．０
３ ・（４，６，７）（２，３，５）－８－（９，１０）－１１，１２，１ ４ ・（４，６，７）－（２，３）５－８，９，１０－１１－１２，１
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エイシンキンチェム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

２００９．２．１６生 牝２鹿 母 アルカイックレディ 母母 No More Ironing １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２００３０ ７月９日 晴 良 （２３京都４）第３日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．０
１：３１．４

良

良

８１６ ブラボースキー 牡３栗 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５０２－ ８１：３５．４ ４．６�

４７ プレミアムカード �３鹿 ５６ 浜中 俊青芝商事� 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８－ ８１：３５．７１� ８．３�

７１４ ヨンハメモリー 牡３栗 ５６
５４ △国分 優作三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 新ひだか 及川 ミツ子 ４６８± ０ 〃 クビ ４９８．１�

２４ ウインルキア 牝３青鹿５４ 川田 将雅�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム ４０２± ０１：３５．８� ８．５�
２３ マイティースコール 牡３栗 ５６ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－１０１：３６．０１� ２．０�
６１２ 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± ０１：３６．８５ ６．１�
６１１ シ ー ボ ー ト 牝３芦 ５４ 武 幸四郎 	サンデーレーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム ４１２－２６ 〃 アタマ ３３．５

８１７ エリザベートアスク 牝３栗 ５４ 和田 竜二廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 ４７４＋ ８ 〃 ハナ １７２．５�
８１８ アグネスパンジー 牝３芦 ５４ 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 本巣牧場 ４５２± ０１：３６．９クビ ８８．３�
５９ ナリタグローリー 牡３栗 ５６ 酒井 学�オースミ 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４７２－１０１：３７．０� ３４９．８
３６ ペプチドパラス 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 杵臼牧場 ４４２－ ６１：３７．３１� ３０６．５�
３５ メイショウイッシン 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５００－ ４１：３７．５１	 １５６．２�
４８ サウンドジャーニー 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦増田 雄一氏 安達 昭夫 日高 日高大洋牧場 ４６６＋ ６ 〃 ハナ ２６４．７�
７１５ ラヴフェアリー 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５４＋ ６１：３７．８１� ２４３．１�
１２ アグネスアップ 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４５０ ―１：３８．０１	 ２２．８�
１１ シルクユージー 牡３鹿 ５６ 小牧 太有限会社シルク清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４３６＋ ４ 〃 ハナ １６４．５�
７１３ ロングスペシャル 牡３栗 ５６ 幸 英明本間 茂氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５０８－ ２１：３８．２１	 １１３．７�
５１０ プレザントブルー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介 �ブルーマネジメント加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 ４２８ ―１：３９．３７ ４９２．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，４１６，３００円 複勝： ２８，６６０，２００円 枠連： １２，２９０，３００円

馬連： ３８，３９９，５００円 馬単： ３１，８０９，５００円 ワイド： １８，００１，７００円

３連複： ５２，２９２，６００円 ３連単： ９７，５９６，６００円 計： ２９９，４６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � ３，６６０円 枠 連（４－８） １，６２０円

馬 連 �� １，９２０円 馬 単 �� ３，７４０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １７，０００円 �� ２７，６５０円

３ 連 複 ��� １７７，８５０円 ３ 連 単 ��� ４６７，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２０４１６３ 的中 � ３５４９１（２番人気）
複勝票数 計 ２８６６０２ 的中 � ４９６４５（２番人気）� ３７４９０（３番人気）� １４９２（１４番人気）
枠連票数 計 １２２９０３ 的中 （４－８） ５６３３（７番人気）
馬連票数 計 ３８３９９５ 的中 �� １４７６３（８番人気）
馬単票数 計 ３１８０９５ 的中 �� ６２８１（１１番人気）
ワイド票数 計 １８００１７ 的中 �� ６９９１（９番人気）�� ２５１（７３番人気）�� １５４（９０番人気）
３連複票数 計 ５２２９２６ 的中 ��� ２１７（１８６番人気）
３連単票数 計 ９７５９６６ 的中 ��� １５４（５７７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１２．７―１２．４―１１．９―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．９―４７．６―１：００．０―１：１１．９―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３５．４
３ ５（３，１６）（４，９，１２）７（１，６，１５，１８）（２，１４，１７，１１）８（１０，１３） ４ ・（５，３）１６（４，９）（７，１２）（１，１８）（６，１７，１１）１５，２，１４，８－（１０，１３）

勝馬の
紹 介

ブラボースキー �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．２．５ 小倉２着

２００８．２．７生 牡３栗 母 ブラボーサンライズ 母母 ヴィジットマン ４戦１勝 賞金 ８，６００，０００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） １頭 タトゥーン号
（非抽選馬） ３頭 エメラルドヴァレー号・ディアウィキッド号・ベルベットキス号



２００３１ ７月９日 晴 良 （２３京都４）第３日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１５ シャインストーン 牡３鹿 ５６ 幸 英明石川 達絵氏 武田 博 新ひだか 三石川上牧場 ４４８＋１０１：５４．５ ２１．９�

８１６ ネオリアライズ 牡３鹿 ５６
５５ ☆川須 栄彦橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４７８－ ６１：５４．６� １６３．９�

３５ レットミーノー 牡３鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム B４５８－ ４１：５５．１３ １２．３�

６１２ カシノウィンド 牡３青鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４５８± ０１：５５．２� １２．１�

６１１ ザッツベター 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 ４９２－ ８ 〃 ハナ ９．８�
５１０ アストロボーイ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜山上 和良氏 田島 良保 新冠 新冠伊藤牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ２８．８�
３６ メイショウゴモン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４８８－ ２１：５５．３� ２１．１	
１２ タイセイソルジャー 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４３２＋ ２１：５５．７２� １９．８

５９ メジロビゼン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二岩� 伸道氏 宮本 博 洞爺湖 メジロ牧場 ４７８－ ４１：５５．８� ６．１�
７１４ メイショウミルキー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 B４６８ ― 〃 ハナ ４１．４�
４７ マイダルタニアン 牡３鹿 ５６ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５２± ０１：５５．９� ４．７
４８ アメージングミノル 牡３鹿 ５６

５４ △国分 優作吉岡 實氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７８－ ４１：５６．４３ ２０．９�
２４ ホーマンレーヴ 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４６６＋ ８１：５６．５� １４１．６�
２３ マスターオブライト 牡３鹿 ５６ 北村 友一 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 新ひだか カントリー牧場 ４５４－１０１：５６．９２� １１．６�
７１３ ジャバルターリク 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �キャロットファーム 小崎 憲 新ひだか タイヘイ牧場 ５２４ ―１：５７．８５ １２．０�
１１ キ ン ジ シ 牡３青 ５６ 福永 祐一市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５０６＋１２１：５８．６５ ５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５９２，２００円 複勝： ２４，０５７，０００円 枠連： １４，７０４，７００円

馬連： ４４，７５４，１００円 馬単： ２８，５１８，２００円 ワイド： ２１，０７８，８００円

３連複： ６８，８６５，４００円 ３連単： １０１，１４４，７００円 計： ３１８，７１５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１９０円 複 勝 � ５７０円 � ３，６４０円 � ４１０円 枠 連（８－８） ３９，９００円

馬 連 �� ８７，１５０円 馬 単 �� ８９，１８０円

ワ イ ド �� ２０，５９０円 �� ５，０８０円 �� ２３，２７０円

３ 連 複 ��� ６９６，２１０円 ３ 連 単 ��� ３，２４５，４３０円

票 数

単勝票数 計 １５５９２２ 的中 � ５６２０（１２番人気）
複勝票数 計 ２４０５７０ 的中 � １１３８７（９番人気）� １５６６（１５番人気）� １７０８１（６番人気）
枠連票数 計 １４７０４７ 的中 （８－８） ２７２（３５番人気）
馬連票数 計 ４４７５４１ 的中 �� ３７９（９９番人気）
馬単票数 計 ２８５１８２ 的中 �� ２３６（１７８番人気）
ワイド票数 計 ２１０７８８ 的中 �� ２５１（１０１番人気）�� １０２９（６２番人気）�� ２２２（１０６番人気）
３連複票数 計 ６８８６５４ 的中 ��� ７３（４９８番人気）
３連単票数 計１０１１４４７ 的中 ��� ２３（２８１７番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．４―１２．６―１２．９―１３．４―１３．１―１２．５―１３．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．４―３６．０―４８．９―１：０２．３―１：１５．４―１：２７．９―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．１
１
３
１６（６，７）１１，３（８，１２）（１，１５）９－（２，４）－（５，１３）＝１０，１４
１６（７，１１）（３，１２，１５）６（１，８，９）－４，２（５，１４）１３，１０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャインストーン �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 チーフベアハート デビュー ２０１０．１２．５ 中山８着

２００８．３．２１生 牡３鹿 母 ハートフルメロディ 母母 タカノセクレタリー ８戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔制裁〕 アメージングミノル号の騎手国分優作は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９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 バンブーアーセナル号

２００３２ ７月９日 晴 良 （２３京都４）第３日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・右・外）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３３ アフォリズム 牝３鹿 ５２ 浜中 俊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 新ひだか 藤沢牧場 ４４４－ ２１：４７．５ ３６．２�

４４ ビコーペグー 牝４黒鹿５５ 小牧 太�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４６６－ ４１：４７．６� ５．２�
５６ セキサンダンスイン 牝５鹿 ５５

５３ △国分 優作�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４６２＋１４ 〃 アタマ １４．３�
６９ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４６６＋ ２１：４７．９１� ７．１�

２２ コ ン カ ラ ン 牝４栗 ５５ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４５８－ ２１：４８．０� ２．０�
７１０� アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 太宰 啓介永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４５８－ ２１：４８．１� ６０．１	
７１１ ニホンピロエリナ 牝４芦 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４４２－ ２ 〃 ハナ ８９．２

６８ メイショウスズラン 牝４栗 ５５

５４ ☆松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４９８－ ４１：４８．３１� ４８．４�
５７ タガノエベンヌ 牝３黒鹿５２ 福永 祐一八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６０－ ８１：４８．４クビ ６．４�
８１３ ワイドロータス 牝５鹿 ５５ 武 幸四郎幅田 昌伸氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ４３８＋ ２１：４９．６７ １９５．０
４５ ブラウブリッツ 牝３鹿 ５２

５１ ☆高倉 稜 �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８２－ ２１：５０．０２� ７２．２�
８１２ ブルーデライト 牝５栗 ５５

５４ ☆川須 栄彦 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 三石 中村 和夫 B４５８－１２ 〃 ハナ １７９．２�
１１ マイネノーブレス 牝４栗 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 的場牧場 ４４４－１０ 〃 ハナ １０．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，９２０，１００円 複勝： ３５，８４２，０００円 枠連： １２，１７５，４００円

馬連： ４７，４７８，１００円 馬単： ３４，８１４，７００円 ワイド： ２１，５８７，６００円

３連複： ６４，２６７，４００円 ３連単： １１８，２５５，１００円 計： ３５６，３４０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６２０円 複 勝 � １，０９０円 � ２１０円 � ３９０円 枠 連（３－４） ８，９１０円

馬 連 �� １０，３３０円 馬 単 �� ３０，０６０円

ワ イ ド �� ２，５４０円 �� ４，３００円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ３７，３２０円 ３ 連 単 ��� ２９２，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２１９２０１ 的中 � ４７８３（７番人気）
複勝票数 計 ３５８４２０ 的中 � ７２４８（８番人気）� ５４３７１（２番人気）� ２３８７７（６番人気）
枠連票数 計 １２１７５４ 的中 （３－４） １００９（２１番人気）
馬連票数 計 ４７４７８１ 的中 �� ３３９３（２２番人気）
馬単票数 計 ３４８１４７ 的中 �� ８５５（５７番人気）
ワイド票数 計 ２１５８７６ 的中 �� ２０８０（２２番人気）�� １２１４（３６番人気）�� ４０８３（１３番人気）
３連複票数 計 ６４２６７４ 的中 ��� １２７１（８１番人気）
３連単票数 計１１８２５５１ 的中 ��� ２９８（４７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３５．４―４７．９―１：００．４―１：１２．５―１：２４．３―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アフォリズム �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１２．４ 阪神６着

２００８．１．２０生 牝３鹿 母 サブノアフロディア 母母 サニーモーニング ７戦２勝 賞金 １２，２００，０００円
※ビコーペグー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２００３３ ７月９日 晴 良 （２３京都４）第３日 第９競走 ��
��２，４００�

く ず は

樟 葉 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

７９ オーシャンブルー 牡３鹿 ５４ 川田 将雅青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４３６＋ ４２：２６．０ ６．３�

５５ ゴールドブライアン 牡３青鹿５４ 幸 英明杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ５．３�
７８ ゲティスバーグ 牡３栗 ５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５２＋ ４２：２７．０６ １８．７�
８１０ レッドバリオス 牡４鹿 ５７ 和田 竜二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２２＋１８ 〃 ハナ １２．０�
４４ クリサンセマム 牡３黒鹿５４ 鮫島 良太広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４５６－ ６２：２７．１� ４．８�
６７ シンボリニース 牡４鹿 ５７ 浜中 俊シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５２０± ０２：２７．２� ８．０�
６６ トウカイパラダイス 牡４黒鹿５７ 国分 優作内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４９８± ０ 〃 アタマ ８．５	
３３ スマッシュスマイル 牡３栃栗５４ 福永 祐一 
社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２２：２７．４１� ４．１�
８１１	 リッカタキシード 牡４黒鹿５７ 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４３６－ ４２：２７．７１
 １１４．９�
１１ マルカゴクウ 牡４鹿 ５７ 松山 弘平河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム B４６４－ ２２：２８．１２� ４９．５
２２ プルシアンオリーブ 牡５青鹿５７ 佐藤 哲三 
社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５１０－１２２：３０．９大差 ２０．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２７，８８９，８００円 複勝： ４６，１５８，３００円 枠連： １７，４８４，１００円

馬連： ８１，９１８，６００円 馬単： ５０，６５３，４００円 ワイド： ３０，６５５，９００円

３連複： １０１，４１８，４００円 ３連単： １９１，３６２，２００円 計： ５４７，５４０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２４０円 � ２１０円 � ４８０円 枠 連（５－７） １，５６０円

馬 連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ４，３２０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� １，５７０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� １０，４５０円 ３ 連 単 ��� ４７，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２７８８９８ 的中 � ３５１４７（４番人気）
複勝票数 計 ４６１５８３ 的中 � ５３８１８（５番人気）� ６７６６２（３番人気）� ２１４９６（９番人気）
枠連票数 計 １７４８４１ 的中 （５－７） ８３０２（９番人気）
馬連票数 計 ８１９１８６ 的中 �� ２９２２６（９番人気）
馬単票数 計 ５０６５３４ 的中 �� ８６５４（１９番人気）
ワイド票数 計 ３０６５５９ 的中 �� ９８７７（１０番人気）�� ４７５２（２６番人気）�� ４５１２（３０番人気）
３連複票数 計１０１４１８４ 的中 ��� ７１６６（４７番人気）
３連単票数 計１９１３６２２ 的中 ��� ２９８９（１８０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１１．４―１２．３―１２．３―１２．８―１３．２―１３．４―１２．６―１１．６―１０．８―１１．６

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―２４．０―３５．４―４７．７―１：００．０―１：１２．８―１：２６．０―１：３９．４―１：５２．０―２：０３．６―２：１４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．０
１
３

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

２
４

・（２，９）（３，６）（４，７，１０）８－５－１１－１・（９，１０，５）２（３，６，７，８）－４（１１，１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オーシャンブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dashing Blade デビュー ２０１１．２．５ 小倉６着

２００８．３．２６生 牡３鹿 母 プ ア プ ー 母母 Plains Indian ４戦２勝 賞金 １５，７３８，０００円

２００３４ ７月９日 晴 良 （２３京都４）第３日 第１０競走 ��
��１，４００�

ひ ら か た

枚 方 特 別
発走１５時００分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

８１５ リーガルスキーム 牡６栗 ５７ 国分 恭介 �キャロットファーム 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４６２－１４１：２４．４ ９７．７�

１１ ウィキマジック 牡３黒鹿５４ 川田 将雅宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 石郷岡 雅樹 ５０４＋ ２ 〃 クビ １．９�
５１０ テイエムフルパワー 牡７栗 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４４０± ０１：２４．８２� ７９．７�
５９ アンヴァルト 牡４青鹿５７ 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ４１：２５．０１� ５．３�
６１１ リ ュ シ オ ル 牝５鹿 ５５ 武 幸四郎吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６２－ ２ 〃 ハナ １６．３�
７１３ シルバーキセキ 牝４黒鹿５５ 福永 祐一小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 ４５０＋ ２１：２５．１� ２５．１�
２４ ダノンエクスプレス 牡５栗 ５７ 北村 友一	ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４７０± ０ 〃 クビ ９０．５

６１２ アグネスラナップ 牡６青 ５７ 幸 英明渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B５０２－ ４１：２５．２クビ ５４．６�
３６ アマノレインジャー 牡３栗 ５４ 浜中 俊中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ １１．８�
３５ 	 キングコーリンオー 
５鹿 ５７ 熊沢 重文伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４５８＋ ４１：２６．０５ ６０６．３
４８ スズカアトラス 牡８鹿 ５７ 高倉 稜永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ４８６＋ ２１：２６．１クビ ５８１．６�
２３ トーセンディケム 牡５鹿 ５７ 国分 優作島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７８＋ ４ 〃 アタマ １７０．８�
１２ � オペラモーヴ 牝３黒鹿５２ 佐藤 哲三	ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. ４７０＋ ２ 〃 アタマ ６．６�
４７ メイショウトリノ 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４９０± ０１：２６．３１� ８．９�
７１４ イ チ オ カ 牡６黒鹿５７ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５２６－ ６ 〃 アタマ ５１．６�
８１６ ヒシコモンズ 牡５栗 ５７ 川須 栄彦阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４７８－ ２１：２６．７２� １１４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，３１８，０００円 複勝： ７６，４０８，１００円 枠連： ２９，７１７，１００円

馬連： １２４，４３１，９００円 馬単： ８４，９７３，１００円 ワイド： ４９，１８６，７００円

３連複： １５６，２６２，６００円 ３連単： ３１５，８２４，９００円 計： ８８０，１２２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，７７０円 複 勝 � １，６２０円 � １２０円 � １，２１０円 枠 連（１－８） ３，４４０円

馬 連 �� １２，３４０円 馬 単 �� ４２，９００円

ワ イ ド �� ３，６９０円 �� ３１，０３０円 �� ２，４００円

３ 連 複 ��� １３６，６４０円 ３ 連 単 ��� １，４３８，７６０円

票 数

単勝票数 計 ４３３１８０ 的中 � ３４９４（１２番人気）
複勝票数 計 ７６４０８１ 的中 � ７９６３（１２番人気）� ２９７３４０（１番人気）� １０８５７（１０番人気）
枠連票数 計 ２９７１７１ 的中 （１－８） ６３８０（１３番人気）
馬連票数 計１２４４３１９ 的中 �� ７４４３（２８番人気）
馬単票数 計 ８４９７３１ 的中 �� １４６２（７０番人気）
ワイド票数 計 ４９１８６７ 的中 �� ３２８７（２９番人気）�� ３８４（９０番人気）�� ５１２２（２３番人気）
３連複票数 計１５６２６２６ 的中 ��� ８４４（１８８番人気）
３連単票数 計３１５８２４９ 的中 ��� １６２（１３０８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．７―１２．１―１２．５―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３４．６―４６．７―５９．２―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーガルスキーム �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００８．１．１３ 京都１着

２００５．４．２９生 牡６栗 母 ミントエンジェル 母母 フロムビヨンド １７戦４勝 賞金 ４７，６２４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アベニールシチー号・カリスマサンスカイ号・キングオブヘイロー号・ディアアゲイン号・ハートランドノリカ号・

マジックアロー号・ユウキアックン号



２００３５ ７月９日 晴 良 （２３京都４）第３日 第１１競走 ��
��１，４００�ジュライステークス

発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以
上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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

６１１ エーシンリターンズ 牝４栗 ５５ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６２± ０１：２１．０ ３．６�

７１５ エーシンホワイティ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４８８－ ２１：２１．２１� １．７�
４７ グローリールピナス 牝５栃栗５５ 小坂 忠士大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５８－ ２１：２１．８３� ６５．８�
８１８ チャームポット 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４６２＋ ４ 〃 アタマ １１．８�
１２ ホーカーハリケーン 牝５青鹿５５ 太宰 啓介 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：２２．０１ １６．５�
８１７ ピースピース 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ３７．５	
５９ ドリームスカイラブ 牡６黒鹿５７ 酒井 学セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４９０－１０１：２２．２１� １６３．３

３６ 	 スーパーワシントン 牡８鹿 ５７ 国分 恭介�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４７４＋ ２ 〃 クビ ２４６．２�
７１３ トーホウカイザー 牡６黒鹿５７ 高倉 稜東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４８６－ ２１：２２．４１� ５４．１�
２３ マイネルプルート 牡７黒鹿５７ 小牧 太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ５４．８
１１ カイシュウボナンザ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４９６－ ４ 〃 ハナ ２２．３�
５１０ シェーンヴァルト 牡５黒鹿５７ 北村 友一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム B４８４± ０１：２２．５クビ ５０．１�
３５ ミリオンウェーブ 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太万波 健二氏 平田 修 新冠 若林牧場 ５０４－１０ 〃 ハナ １０１．６�
６１２ ロリンザーユーザー 牡７鹿 ５７ 国分 優作ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B５０８＋ ４ 〃 ハナ ３０２．９�
２４ ピエナポパイ 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ５０８± ０１：２２．７１ １４９．２�
７１４ シセイカグヤ 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５２－１２１：２２．８
 １５７．４�
８１６ オオトリオウジャ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５０４± ０１：２２．９� ２５．０�
４８ 	 メイショウシオギリ 牝７鹿 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 高柳 隆男 B５１４＋ ２１：２３．７５ ３３４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５６，７３４，４００円 複勝： １０４，９９０，４００円 枠連： ６１，２２７，５００円

馬連： ２２８，９７３，９００円 馬単： １５７，２００，９００円 ワイド： ７９，３９７，９００円

３連複： ３０５，３１３，８００円 ３連単： ６９３，３６０，２００円 計： １，６８７，１９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ５８０円 枠 連（６－７） ２７０円

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド �� １６０円 �� １，８６０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ３，３２０円 ３ 連 単 ��� １３，９７０円

票 数

単勝票数 計 ５６７３４４ 的中 � １２６１００（２番人気）
複勝票数 計１０４９９０４ 的中 � １７０５３０（２番人気）� ５５０２１１（１番人気）� １８９０４（９番人気）
枠連票数 計 ６１２２７５ 的中 （６－７） １７１１５１（１番人気）
馬連票数 計２２８９７３９ 的中 �� ６９５９７７（１番人気）
馬単票数 計１５７２００９ 的中 �� １６３９３３（２番人気）
ワイド票数 計 ７９３９７９ 的中 �� １８５０２４（１番人気）�� ８０８１（２２番人気）�� １５０４３（１１番人気）
３連複票数 計３０５３１３８ 的中 ��� ６７８７５（８番人気）
３連単票数 計６９３３６０２ 的中 ��� ３６６３０（３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．２―１１．７―１１．７―１０．４―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３６．１―４７．８―５９．５―１：０９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．９―３F３３．２
３ ８，２，１１（３，７，１５）（９，１８）（４，１０，１２，１６）（１，１４）（６，１７）１３，５ ４ ・（８，２）（１１，１５）（３，７，１８）（４，９，１６）（１０，１２，１４）１（６，１７）－（５，１３）

勝馬の
紹 介

エーシンリターンズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００９．９．２１ 新潟２着

２００７．３．１２生 牝４栗 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ １５戦４勝 賞金 １２１，２８３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ツルマルネオ号

２００３６ ７月９日 晴 良 （２３京都４）第３日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

７１４ ト ラ バ ン ト 牡３栗 ５４ 北村 友一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１８－ ２１：２４．２ ５．６�

６１１ スピルオーバー 牡４栗 ５７ 幸 英明村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５２８－１０１：２４．４１� ３．５�
２３ スティールパス 牝４黒鹿５５ 福永 祐一飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４６０± ０１：２４．６１� ２．６�
８１６ ガッチリガッチリ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４８２＋ ４１：２５．１３ ９１．４�
４７ � タイガースラム �５栗 ５７ 小牧 太吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 ５５４－１２ 〃 ハナ １０．３�
７１３ キクノフレヴァン 牡５鹿 ５７

５５ △国分 優作菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４６８－ ６ 〃 クビ ５０．６�
５９ エーシンポルックス 牡４芦 ５７ 川田 将雅�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B４９６－ ２１：２５．４１� ８．０	
８１５ シゲルタダカツ 牡４栗 ５７

５６ ☆高倉 稜森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５１６－ ６１：２５．５	 ３６．３

４８ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７６＋ ６１：２５．６� ３２３．７�
２４ カネトシファイター 牡３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４６０－ ８１：２５．９１� １３５．２�
３５ ウィアーザスター 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦小田切有一氏 佐々木晶三 三石 木下牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ３４２．４
１１ イマカツタイガー 牡６栗 ５７ 柴原 央明今西 和雄氏 昆 貢 浦河 多田 善弘 ４８４－ ２ 〃 クビ ７２．６�
６１２ エクセルフラッグ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０２± ０１：２６．２１� ７７．１�
１２ ホクセツキングオー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ４８８－ ４１：２６．４１� １３．７�
５１０ ビットプレスト 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三礒川 正明氏 安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５０－ ６１：２６．６１� ３００．５�
３６ ヒノデポベーダ 牝３鹿 ５２ 酒井 学久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４４２± ０１：２６．９１� １３４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，４５１，０００円 複勝： ５７，４３５，９００円 枠連： ２５，４２２，０００円

馬連： １１５，６０６，８００円 馬単： ７２，１０１，８００円 ワイド： ４４，９５０，８００円

３連複： １４５，１１８，３００円 ３連単： ２９５，６９５，４００円 計： ７９６，７８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（６－７） １，０００円

馬 連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，６８０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ３９０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ７，６４０円

票 数

単勝票数 計 ４０４５１０ 的中 � ５７９１８（３番人気）
複勝票数 計 ５７４３５９ 的中 � ６３３２８（３番人気）� １２０７５６（２番人気）� １７６６２０（１番人気）
枠連票数 計 ２５４２２０ 的中 （６－７） １８９５０（４番人気）
馬連票数 計１１５６０６８ 的中 �� ６９６６３（４番人気）
馬単票数 計 ７２１０１８ 的中 �� １９８６０（１０番人気）
ワイド票数 計 ４４９５０８ 的中 �� ２５３１９（５番人気）�� ２５４１３（４番人気）�� ８０２３４（１番人気）
３連複票数 計１４５１１８３ 的中 ��� １２８７５０（２番人気）
３連単票数 計２９５６９５４ 的中 ��� ２８５９５（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．０―３５．２―４７．６―５９．８―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ラ バ ン ト �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１１．１３ 京都８着

２００８．２．２生 牡３栗 母 ウィッチズハット 母母 Mrs. Hat ４戦２勝 賞金 １２，２００，０００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） １頭 エーシンジェネシス号
（非抽選馬） ３頭 スズノハミルトン号・ニホンピロララバイ号・ネオザウイナー号



（２３京都４）第３日 ７月９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

１８３，０５０，０００円
３，２２０，０００円
３，８００，０００円
１，４００，０００円
１７，３６０，０００円
６１，０３８，５００円
５，１２８，４００円
１，７３２，５００円

勝馬投票券売得金
３１１，９６２，９００円
５８３，７８０，２００円
２２０，１５３，４００円
８４７，２５５，６００円
６１１，０７６，８００円
３４３，１０１，０００円
１，１３４，９１１，０００円
２，２７９，９５６，３００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 ６，３３２，１９７，２００円

総入場人員 １６，４７８名 （有料入場人員 １５，１７６名）


