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１２１２１ ５月２６日 晴 良 （２４京都３）第１１日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

１２ ケープジャスミン 牝３芦 ５４ 岩田 康誠�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８＋ ４１：２６．０ １３．２�

４７ ファビラスタイム 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：２６．１� ９．８�
１１ レディメイアン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�樽さゆり氏 本田 優 浦河 宮内牧場 ４５８＋１６ 〃 ハナ ６１．９�
６１２ タガノプラージュ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７６＋ ４１：２６．４１� ２．８�
７１４ シ ャ ン タ ン 牝３栗 ５４ 北村 友一永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４４４－１０１：２６．６１� ２５．９�
５１０ ジーピークロス 牝３栗 ５４ 川須 栄彦北側 雅司氏 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４６４＋ ６１：２７．０２� ６．７�
５９ イ ー リ ス 牝３栗 ５４ 川田 将雅 	キャロットファーム 岡田 稲男 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４＋１８ 〃 ハナ ７．０

２４ クィーンジラソーレ 牝３栗 ５４ 国分 恭介中山 速水氏 武 宏平 浦河 細道牧場 ４４４ ―１：２７．１� １０２．７�
７１３ スリーベルクイン 牝３青鹿５４ 幸 英明永井商事� 加藤 敬二 新冠 村田牧場 ３６４＋ ８ 〃 アタマ ２４２．１�
８１５ ファストメモリー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 	キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９８＋１０１：２７．３� ６．７
３５ ハローハローハロー 牝３栗 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４６０＋ ２１：２７．４� １０．８�
４８ ルクドゥフードル 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太	ターフ・スポート角田 晃一 浦河 大北牧場 ４５６－ ４１：２７．５クビ ２２．８�
８１６ シゲルトマト 牝３鹿 ５４ 酒井 学森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８＋ ２１：２７．７１� ５４．０�
６１１ ゴールデンドロップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二	大北牧場 高野 友和 浦河 大北牧場 ４０２＋１２１：２７．９� １９９．７�
２３ ギャルズトラップ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平	フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ４８４ ―１：２８．０� ２４．２�
３６ キボウノハナ 牝３芦 ５４ 飯田 祐史華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４９４＋１４１：２８．６３� １４６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９２５，９００円 複勝： ２９，３９４，１００円 枠連： １３，２８５，１００円

馬連： ４７，２３２，２００円 馬単： ３０，６６１，９００円 ワイド： ２３，００５，８００円

３連複： ６９，３５１，８００円 ３連単： １０２，４５１，９００円 計： ３３２，３０８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ４１０円 � ４７０円 � ２，２９０円 枠 連（１－４） ３，５００円

馬 連 �� ５，５１０円 馬 単 �� １２，１３０円

ワ イ ド �� １，６２０円 �� ７，３７０円 �� １２，４５０円

３ 連 複 ��� １５０，９８０円 ３ 連 単 ��� ７５６，１００円

票 数

単勝票数 計 １６９２５９ 的中 � １０１１７（７番人気）
複勝票数 計 ２９３９４１ 的中 � ２０４５９（６番人気）� １７３５３（７番人気）� ３０３６（１３番人気）
枠連票数 計 １３２８５１ 的中 （１－４） ２８０６（１５番人気）
馬連票数 計 ４７２３２２ 的中 �� ６３３５（２３番人気）
馬単票数 計 ３０６６１９ 的中 �� １８６６（４７番人気）
ワイド票数 計 ２３００５８ 的中 �� ３５８４（２１番人気）�� ７６０（５６番人気）�� ４４８（７４番人気）
３連複票数 計 ６９３５１８ 的中 ��� ３３９（２１２番人気）
３連単票数 計１０２４５１９ 的中 ��� １００（１１４６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１２．１―１２．７―１３．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．６―５９．３―１：１２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．５―３F３９．４
３ １０（９，１２）－（２，５）－８（７，３，１５）－１，４－６，１３－（１４，１１）１６ ４ １０（９，１２）－２，５（７，８）１５－（３，１）－４－（１３，６）１４－（１６，１１）

勝馬の
紹 介

ケープジャスミン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１１．７．１７ 函館２着

２００９．４．１生 牝３芦 母 シェイクハンド 母母 Dancing Tribute ５戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔制裁〕 ファビラスタイム号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サイレンスドリーム号・スズカバビロン号・ステップワイズ号
（非抽選馬） ５頭 シゲルヤマモモ号・デルマアメノウズメ号・ドリームスター号・ペプチドヒノトリ号・マルヨフレンドリー号

１２１２２ ５月２６日 晴 良 （２４京都３）第１１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）

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

５９ � エーシンスピーダー 牡３栗 ５６ 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck
Stables LLC ４６６± ０１：５２．３ ２８．２�

３６ トウショウヘイロー 牡３鹿 ５６ 小牧 太トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９６＋１４１：５２．６２ １９．２�
４８ ブルータンザナイト 牡３青鹿５６ 幸 英明桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ５４２＋ ２１：５２．７クビ ５．８�
８１６ フォントルロイ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ６１：５３．４４ １１．３�
６１１ ミッキーエール 牡３栗 ５６ 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ４１：５３．６１� １．７�
２４ ブラッドサクセサー 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬 �社台レースホース荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２± ０１：５３．７� ３１８．０	

４７ � エーシンドクトル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�栄進堂 松永 昌博 英
Denford Stud
and Balmerino
Bloodstock

５０２＋１４１：５４．２３ １９．３

１２ ニホンピロプアラニ 牡３黒鹿５６ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 片岡牧場 ４８０ ― 〃 クビ ５．６�
２３ メ イ デ イ 牡３青鹿５６ 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新冠 武田牧場 ５０６＋１２１：５４．８３� ６８．１�
７１３ ア ラ イ シ ュ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４５２－ ８ 〃 クビ ２５２．８
３５ メイショウアサヒ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４２＋ ２１：５５．２２� １１９．７�
５１０ ト シ ザ ダ イ 牡３芦 ５６ 浜中 俊上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４８０ ―１：５６．０５ １１８．４�
１１ スリーセシール 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二永井商事� 武 宏平 新ひだか 藤井 益美 ４１２± ０１：５６．３１� ４７０．１�
７１４ ダンツパラダイス 牝３芦 ５４ 国分 恭介山元 哲二氏 谷 潔 日高 滝本 健二 ４１６± ０１：５６．６２ ２４２．８�
８１５ パイロットボート 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５２６－１８１：５８．９大差 ６７．９�
６１２ エーケーベガ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二桂土地� 五十嵐忠男 日高 小西 章 ４０２－ ２１：５９．２１� ３７１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４４４，７００円 複勝： ６３，１９４，６００円 枠連： １２，５９１，７００円

馬連： ４７，４３５，３００円 馬単： ３６，２９１，０００円 ワイド： ２３，７７１，１００円

３連複： ６６，５４９，６００円 ３連単： １１６，８５９，４００円 計： ３９０，１３７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８２０円 複 勝 � ８４０円 � ５００円 � ３１０円 枠 連（３－５） ６，８３０円

馬 連 �� １１，７６０円 馬 単 �� ２３，９００円

ワ イ ド �� ２，０７０円 �� １，２７０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １５，３２０円 ３ 連 単 ��� １３９，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２３４４４７ 的中 � ６５７２（７番人気）
複勝票数 計 ６３１９４６ 的中 � １８１２８（６番人気）� ３２６１６（５番人気）� ６０５９０（２番人気）
枠連票数 計 １２５９１７ 的中 （３－５） １３６１（１９番人気）
馬連票数 計 ４７４３５３ 的中 �� ２９７８（２５番人気）
馬単票数 計 ３６２９１０ 的中 �� １１２１（５１番人気）
ワイド票数 計 ２３７７１１ 的中 �� ２７６５（２３番人気）�� ４６３４（１５番人気）�� ６７１７（９番人気）
３連複票数 計 ６６５４９６ 的中 ��� ３２０７（３９番人気）
３連単票数 計１１６８５９４ 的中 ��� ６１７（２９８番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．４―１２．９―１２．７―１２．６―１２．４―１２．２―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．４―３６．３―４９．０―１：０１．６―１：１４．０―１：２６．２―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンスピーダー �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１１．１０．１６ 京都３着

２００９．４．８生 牡３栗 母 Myhrr 母母 Miesque ７戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パイロットボート号・エーケーベガ号は，平成２４年６月２６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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カシノチャーム号
（非抽選馬） ２頭 ギブアリーズン号・ディアザイン号

第３回 京都競馬 第11日



１２１２３ ５月２６日 晴 良 （２４京都３）第１１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 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 メイショウノーベル 牡３栗 ５６ 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 ４８８ ―１：１２．２ １０．７�

６１２� シゲルカリン 牡３栗 ５６ 川島 信二森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.
Herbener Jr. B４８０－ ２１：１２．９４ ９．１�

１１ ベルラピエル 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム ４８４＋１４１：１３．０クビ ３１．４�
１２ ゴッドツェッペリン 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４６８ ―１：１３．３１� ７８．２�
２３ オーシャンスキー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４７０－ ６１：１３．４� ３．１�
７１４ エーシンプロースト 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４５２＋ ２１：１３．６１	 ３．４	
４８ � アスターコリント 牡３黒鹿５６ 幸 英明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ５２０± ０ 〃 ハナ ９．３

２４ ナリタマクリス 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志�オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４２０± ０１：１３．７� ５９．７�
８１６ サンライズガイア 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４７４－ ４１：１４．０１� ３７．６�
５９ シルクイングレイヴ 
３鹿 ５６ 松山 弘平有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか 千代田牧場 ４３２－１２１：１４．６３� １９３．８
３６ タケカバルバロッサ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史池永 靖子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４７６－ ２１：１４．８１	 ４６．０�
４７ シゲルザボン 牡３黒鹿５６ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 田原橋本牧場 ５０６＋２２ 〃 クビ ２８０．４�
７１３� エイシントラベラー 牡３芦 ５６ 酒井 学平井 豊光氏 西園 正都 米 Machmer

Hall ５０２± ０１：１５．１２ ５．７�
６１１ オールゴーウェル 牡３鹿 ５６ 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４１６－ ４１：１５．６３ ４８．２�
８１５ メモリージョイフル 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 ４５４ ―１：１６．２３� １７３．８�

（１５頭）
３５ ミキノバラライカ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 天羽 禮治 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，０３３，６００円 複勝： ３５，３８６，７００円 枠連： １４，１３４，４００円

馬連： ４３，６７５，３００円 馬単： ３０，１９３，６００円 ワイド： ２２，０３０，７００円

３連複： ６２，２７５，８００円 ３連単： ９５，２１１，８００円 計： ３２１，９４１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ４００円 � ３００円 � １，０７０円 枠 連（５－６） ３，１９０円

馬 連 �� ４，５９０円 馬 単 �� ９，６１０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� ３，７３０円 �� ３，３７０円

３ 連 複 ��� ４４，５００円 ３ 連 単 ��� ２１５，５５０円

票 数

単勝票数 差引計 １９０３３６（返還計 ３５） 的中 � １４０９４（６番人気）
複勝票数 差引計 ３５３８６７（返還計 ５７） 的中 � ２３５２７（６番人気）� ３５２０８（４番人気）� ７７４５（９番人気）
枠連票数 差引計 １４１３４４（返還計 １ ） 的中 （５－６） ３２７１（１３番人気）
馬連票数 差引計 ４３６７５３（返還計 ２８２） 的中 �� ７０３５（１６番人気）
馬単票数 差引計 ３０１９３６（返還計 １０８） 的中 �� ２３２１（３３番人気）
ワイド票数 差引計 ２２０３０７（返還計 １５５） 的中 �� ３８６４（１４番人気）�� １４３６（３５番人気）�� １５９５（３０番人気）
３連複票数 差引計 ６２２７５８（返還計 ９５９） 的中 ��� １０３３（９９番人気）
３連単票数 差引計 ９５２１１８（返還計 １５０５） 的中 ��� ３２６（４７７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１２．０―１２．１―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．７―３５．７―４７．８―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウノーベル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Miswaki 初出走

２００９．３．３１生 牡３栗 母 ミ ス キ 母母 Alvernia １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 ミキノバラライカ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アストゥリアス号・シャトーエルシド号・テイエムキュウベエ号・ヒラボクダッシュ号

１２１２４ ５月２６日 晴 良 （２４京都３）第１１日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０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

１２ インステイト 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２２± ０１：４７．１ １．４�

５９ ベネフィットユー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４５０＋１０ 〃 クビ ５２．３�

６１２ リキサンドラゴン 牡３青鹿５６ 藤田 伸二 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６０± ０１：４７．７３� ２０．０�
７１５ サ イ キ セ キ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊武田 茂男氏 吉村 圭司 むかわ サイファーム ４７０ ― 〃 クビ １５．５�
３５ ガレットデロワ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４ ―１：４７．８� ７２．０�
６１１ ダイシンハンター 牡３鹿 ５６ 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０± ０ 〃 クビ ６．９�
８１８ ワンダービジュー 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 浦河 帰山 清貴 ４１０＋ ２１：４８．０� １６６．８	
５１０ アイファーファルコ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 ４３２－ ６１：４８．７４ ３２．８

８１７ ヒデノリード 牡３鹿 ５６ 武 英智大石 秀夫氏 昆 貢 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B５４８－ ４ 〃 クビ ２０３．２�
８１６ メイショウタマカゼ 牡３栗 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４８＋１０１：４８．８� １３．６�
７１３ アクティブポイント 牡３青鹿５６ 国分 優作平口 信行氏 牧浦 充徳 日高 白瀬 明 ４８０＋ ７１：４８．９� ３４５．３
２３ シルクベルジュール �３鹿 ５６ 太宰 啓介有限会社シルク飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム ４５８－ ８１：４９．１１� １４．４�
４７ ガーネットカラー 牝３栗 ５４ 松山 弘平有限会社シルク村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３８８＋ ６１：４９．４１� １００．０�
２４ ガ ラ シ ア 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介林 正道氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４２０＋ ６１：４９．５クビ ２００．２�
７１４ メイショウムーラン 牝３栗 ５４ 武 豊松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ６１：４９．９２� １１８．８�
４８ ペガサスドリーム 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４５０ ― 〃 クビ １８２．６�
１１ ハマノスカーレット 牝３栗 ５４ 小牧 太浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４６８＋ ８１：５０．２１� １９０．３�
３６ プリンセスエイコー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二田� 秀郎氏 長浜 博之 新ひだか 追分ファーム ４７２ ―１：５０．７３ １２８．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，７３４，８００円 複勝： ８１，６１７，６００円 枠連： １６，３７４，１００円

馬連： ４２，９４６，２００円 馬単： ４０，７２２，９００円 ワイド： ２４，１６２，３００円

３連複： ６４，２４１，９００円 ３連単： １２７，５６１，７００円 計： ４２５，３６１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ５７０円 � ４２０円 枠 連（１－５） ９２０円

馬 連 �� ２，５００円 馬 単 �� ３，２００円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ４５０円 �� ５，１５０円

３ 連 複 ��� ８，５１０円 ３ 連 単 ��� ３１，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２７７３４８ 的中 � １６３０４６（１番人気）
複勝票数 計 ８１６１７６ 的中 � ５７４２５０（１番人気）� １３２２０（８番人気）� １９３３９（６番人気）
枠連票数 計 １６３７４１ 的中 （１－５） １３２５７（５番人気）
馬連票数 計 ４２９４６２ 的中 �� １２７０９（７番人気）
馬単票数 計 ４０７２２９ 的中 �� ９４１７（１０番人気）
ワイド票数 計 ２４１６２３ 的中 �� ５１０２（１１番人気）�� １４６７９（４番人気）�� １０７１（３７番人気）
３連複票数 計 ６４２４１９ 的中 ��� ５５７５（１９番人気）
３連単票数 計１２７５６１７ 的中 ��� ３０１４（８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２２．９―３３．８―４５．９―５８．３―１：１０．６―１：２２．８―１：３４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インステイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１２．３．２４ 中京３着

２００９．２．２４生 牡３栗 母 バレークイーン 母母 Sun Princess ４戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ビコークラウン号・ロゼッタストーン号



１２１２５ ５月２６日 晴 良 （２４京都３）第１１日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

２：１０．０
２：１０．０

良

良

７１４ ユキノサムライ 牡３栗 ５６ 国分 恭介村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４５４＋ ２２：１３．０ ２８．２�

５９ ベ ル ニ ー ニ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６８－ ６ 〃 クビ １．８�

２４ ヒデノビクトリア 牝３芦 ５４
５１ ▲中井 裕二大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１２＋ ４２：１３．１� ４０．５�
３５ スカイディグニティ 牡３鹿 ５６ 小牧 太�G１レーシング 友道 康夫 新冠 大栄牧場 ４８６＋１０２：１３．３１� ４．２�
４８ サンライズロイヤル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２２：１３．５１� ２０．８�
４７ アスカノラポール 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５２４－ ４２：１３．７１� ５７．６�

６１２ ウインアズーリ 牡３栗 ５６ 池添 謙一�ウイン 北出 成人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８４± ０２：１４．１２� ８．７	
８１６ メイショウタービン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４５６＋ ４２：１４．３１� １６９．４

５１０	 アンエイディッド 牝３青鹿５４ 幸 英明�大樹ファーム 浅見 秀一 英 Eurostrait

Ltd ４２０± ０２：１４．４クビ １８５．７�
６１１ ウォーターレオ 
３鹿 ５６ 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４５８＋ ６２：１４．９３ ２１５．７
２３ レッドキングダム 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４４６－ ６２：１５．０� ７．０�
８１５ ストレートラブ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０± ０２：１５．２１� ３５．７�
１２ メイショウインロウ 牡３栗 ５６ 国分 優作松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ５１８－ ６２：１５．５１� ４６．４�
１１ マイネルマイティ 牡３黒鹿５６ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 天羽牧場 ５３６－ ４２：１６．６７ １２９．８�
７１３ メモリージルバ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大�シンザンクラブ 角田 晃一 日高 藤本 直弘 ４７４＋ ２２：１６．９１� ３３５．６�
３６ サダムクックパイン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三大西 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 ４１２－ ８２：１８．１７ ２４２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２０８，６００円 複勝： ４２，７４７，９００円 枠連： １４，３５１，７００円

馬連： ４７，２６４，５００円 馬単： ３７，８０７，７００円 ワイド： ２８，１８６，０００円

３連複： ７１，９２５，８００円 ３連単： １３１，８８１，６００円 計： ３９７，３７３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８２０円 複 勝 � ４３０円 � １２０円 � ６９０円 枠 連（５－７） １，８３０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ５，５１０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ３，７１０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� １０，３９０円 ３ 連 単 ��� ６２，４００円

票 数

単勝票数 計 ２３２０８６ 的中 � ６４９６（６番人気）
複勝票数 計 ４２７４７９ 的中 � １８６４６（６番人気）� １６４１８６（１番人気）� １０５０９（８番人気）
枠連票数 計 １４３５１７ 的中 （５－７） ５８１３（７番人気）
馬連票数 計 ４７２６４５ 的中 �� １９６２３（６番人気）
馬単票数 計 ３７８０７７ 的中 �� ５０６９（２０番人気）
ワイド票数 計 ２８１８６０ 的中 �� ９７５６（８番人気）�� １７８９（３２番人気）�� ６２９１（１０番人気）
３連複票数 計 ７１９２５８ 的中 ��� ５１０９（２８番人気）
３連単票数 計１３１８８１６ 的中 ��� １５６０（１６０番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１２．６―１２．４―１２．２―１２．５―１２．２―１１．９―１１．７―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２３．７―３６．３―４８．７―１：００．９―１：１３．４―１：２５．６―１：３７．５―１：４９．２―２：０１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ユキノサムライ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．１２．１７ 阪神７着

２００９．３．７生 牡３栗 母 ヒ メ 母母 プレミアムショール ８戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サダムクックパイン号は，平成２４年６月２６日まで平地競走に出走できない。
※サダムクックパイン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２１２６ ５月２６日 晴 良 （２４京都３）第１１日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１１ スターバリオン 牡３芦 ５６ 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ５０４＋１４１：５２．５ ３．５�

６１１ ラガートモヒーロ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ ６．９�
２３ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５４６－ ４１：５２．６クビ ２１．１�
４８ スズカウラノス 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 ４４６－ ２１：５２．８１� ２０．９�
８１５ メイショウコンカー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４６＋ ４ 〃 クビ ７．９�
３５ タガノテッペン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０４－ ８１：５２．９クビ ４．０�
２４ エアラーテル 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４５４± ０１：５３．４３ ５．８	
１２ アーサーバローズ 牡３栗 ５６ 川島 信二猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ２９．２

５９ タガノナパヴァレー �３黒鹿５６ 秋山真一郎八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５８＋ ６ 〃 クビ １０９．０�
７１３ スズカルパン 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 ４４２± ０１：５３．５クビ ７７．２�
４７ ナリタタイフーン 牡３鹿 ５６ 北村 友一�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ １２７．２
３６ モ ネ ロ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 B４４２＋ ２１：５３．７１� ２５．０�
５１０ シルクラングレー 牡３栗 ５６ 竹之下智昭有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム ４７６－ ６ 〃 クビ ２２．７�
６１２ テイエムアシュラ 牡３青鹿５６ 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 野村 正 ４８４＋ ３１：５４．０１� １８２．９�
８１６ デ コ レ イ ト 牝３鹿 ５４ 川田 将雅吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム ４４８－ ６１：５４．２１� ４０．５�
７１４ シルクアポロン 牡３鹿 ５６ 松山 弘平有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 ４９６－ ４１：５４．３� ９２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９５３，０００円 複勝： ４５，６９８，５００円 枠連： １７，４２２，８００円

馬連： ６２，２１０，３００円 馬単： ３８，２７０，６００円 ワイド： ３１，１８９，６００円

３連複： ８２，４９３，６００円 ３連単： １２３，４７７，０００円 計： ４２４，７１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １９０円 � ２４０円 � ４１０円 枠 連（１－６） １，３６０円

馬 連 �� １，３６０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� １，４００円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ８，６３０円 ３ 連 単 ��� ３１，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２３９５３０ 的中 � ５４０４７（１番人気）
複勝票数 計 ４５６９８５ 的中 � ７２５６３（２番人気）� ５２５２４（４番人気）� ２４７７８（６番人気）
枠連票数 計 １７４２２８ 的中 （１－６） ９５２０（６番人気）
馬連票数 計 ６２２１０３ 的中 �� ３３８５０（４番人気）
馬単票数 計 ３８２７０６ 的中 �� １４３６５（３番人気）
ワイド票数 計 ３１１８９６ 的中 �� １１０２２（６番人気）�� ５３６２（１５番人気）�� ６５６２（１３番人気）
３連複票数 計 ８２４９３６ 的中 ��� ７０６２（２３番人気）
３連単票数 計１２３４７７０ 的中 ��� ２８８６（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３６．７―５０．１―１：０２．４―１：１４．９―１：２７．３―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．６
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スターバリオン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．７．３ 函館６着

２００９．３．１９生 牡３芦 母 カネツプリンセス 母母 プロポーション ５戦２勝 賞金 １６，５７４，０００円
※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 クレバーペガサス号・マコトラピスラズリ号



１２１２７ ５月２６日 晴 良 （２４京都３）第１１日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・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

１：５６．８
１：５６．１

良

良

７１０ ソルレヴァンテ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６８＋ ２１：５９．１ ４．９�

７１１ フレージャパン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ １０．９�
３３ ローゼンケーニッヒ 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５４＋２２１：５９．４１� ３．２�
４４ � ミルクディッパー 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management ５４０＋ ６ 〃 ハナ ４３．９�
５６ ラニカイツヨシ 牡３青鹿５６ 上村 洋行横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ２２．３�
４５ マ ル ケ サ ス 牡３青鹿５６ 和田 竜二 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：５９．５� １７．３	
１１ シンゼンレンジャー 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 ４７６± ０２：００．０３ ６．０

５７ フレイムコード 牝３鹿 ５４ 国分 優作�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 ４６０＋ ２２：００．２１	 １２．１�
２２ スタンドバイミー 牡３鹿 ５６ 幸 英明石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４５２＋ ２２：００．４１	 ５６．９�
６８ タガノミュルザンヌ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０６－ ２２：００．７１� ４．７
８１３ ブライティアトップ 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４７８＋ ８ 〃 クビ ４２．２�
８１２ ブラボープリンス 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 ４８０＋ ２２：００．８クビ ８８．２�
６９ テイエムオウショウ 牡３栗 ５６ 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 ４４８＋ ８２：０１．０１ ２３２．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，２１０，１００円 複勝： ５０，０８０，２００円 枠連： １８，００３，８００円

馬連： ６０，９２２，５００円 馬単： ３９，４６２，８００円 ワイド： ２７，０５０，０００円

３連複： ７９，３１１，８００円 ３連単： １３４，５３４，７００円 計： ４３４，５７５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � ２８０円 � １５０円 枠 連（７－７） ２，４２０円

馬 連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ４５０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ３，１７０円 ３ 連 単 ��� ２３，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２５２１０１ 的中 � ４０７１９（３番人気）
複勝票数 計 ５００８０２ 的中 � ７０５０１（３番人気）� ３９１５４（６番人気）� １０５０８５（１番人気）
枠連票数 計 １８００３８ 的中 （７－７） ５５０７（１２番人気）
馬連票数 計 ６０９２２５ 的中 �� １７７６０（１２番人気）
馬単票数 計 ３９４６２８ 的中 �� ７１４０（１７番人気）
ワイド票数 計 ２７０５００ 的中 �� ７６５７（１２番人気）�� １５７３５（２番人気）�� ７６７９（１１番人気）
３連複票数 計 ７９３１１８ 的中 ��� １８５０４（９番人気）
３連単票数 計１３４５３４７ 的中 ��� ４２６１（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．９―３５．８―４７．５―５９．５―１：１１．６―１：２３．３―１：３４．９―１：４６．９

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ソルレヴァンテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．１．５ 中山２着

２００９．２．２６生 牡３鹿 母 ヒシバイタル 母母 バードキャット ５戦２勝 賞金 ２２，９００，０００円

１２１２８ ５月２６日 晴 良 （２４京都３）第１１日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１５ サマーソング 牝５鹿 ５５ 松山 弘平セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋１０１：１１．８ ７．１�

７１３ キクノフレヴァン 牡６鹿 ５７ 川田 将雅菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４８２＋ ４ 〃 ハナ １０．８�
１２ レディオブパーシャ 牝４栗 ５５ 幸 英明 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０－ ８ 〃 クビ ９．５�
８１６ アドマイヤコリン 牡４青鹿５７ 川須 栄彦近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４４４± ０１：１１．９クビ ７．５�
６１２� メイショウホロベツ 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４７６＋１２１：１２．１１� ３３．７�
６１１ エリモレインボー 牝５鹿 ５５ 国分 優作山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ６８．２�
４８ ニシノブイシェープ 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５０８－１０１：１２．５２� ８５．２	
５１０ リバーロイヤル 牡４栗 ５７ 上村 洋行河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４６４＋ ６１：１２．６クビ １５５．５

２４ ジ ャ ベ リ ン 牡４栗 ５７ 浜中 俊石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 ４８８± ０１：１２．７� ３２．８�
５９ 	 ホークウォリアー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠林 正道氏 堀 宣行 米 Destiny Oaks ５２６－ ２１：１２．９１
 ３．４�
２３ サルココッカ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二吉田 和美氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ４０６＋ ２１：１３．０� ３７．０
３５ ゴールデンオブジェ 牡４栗 ５７ 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４５２－１０１：１３．３１� １８．４�
１１ サクラライジング 牡４鹿 ５７ 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４５６－１２１：１３．４� ４３．６�
３６ ワンダーフォルテ 牡４栗 ５７ 武 豊山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 ４９８＋ ６ 〃 ハナ ４．２�
４７ ダッシャーワン 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５０２－ ８ 〃 アタマ ２６．０�
７１４ ブランシェール 牝４鹿 ５５ 和田 竜二山本 剛史氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５２－ ８１：１４．０３� ６８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２６８，１００円 複勝： ５１，７５４，９００円 枠連： ２４，３２１，３００円

馬連： ６７，７８９，５００円 馬単： ３９，８９７，３００円 ワイド： ３４，８３０，６００円

３連複： １０１，７１６，９００円 ３連単： １５１，４９０，２００円 計： ４９９，０６８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２４０円 � ３００円 � ２２０円 枠 連（７－８） １，２８０円

馬 連 �� ２，７６０円 馬 単 �� ５，７６０円

ワ イ ド �� ９５０円 �� ８３０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 ��� ３２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２７２６８１ 的中 � ３０５９５（３番人気）
複勝票数 計 ５１７５４９ 的中 � ５８９７６（４番人気）� ４２５９８（５番人気）� ６６１３０（３番人気）
枠連票数 計 ２４３２１３ 的中 （７－８） １４０４４（６番人気）
馬連票数 計 ６７７８９５ 的中 �� １８１９０（１１番人気）
馬単票数 計 ３９８９７３ 的中 �� ５１２０（２５番人気）
ワイド票数 計 ３４８３０６ 的中 �� ９０８７（１０番人気）�� １０４９３（８番人気）�� ７９１５（１３番人気）
３連複票数 計１０１７１６９ 的中 ��� １４３０２（１２番人気）
３連単票数 計１５１４９０２ 的中 ��� ３４１０（７２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．３―１２．０―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．１―３４．４―４６．４―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サマーソング �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 パレスダンサー デビュー ２０１０．２．１３ 京都４着

２００７．４．７生 牝５鹿 母 マサノチャーミング 母母 ユ ウ ビ ハ ク ２２戦３勝 賞金 ４７，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ペプチドソロモン号
（非抽選馬） ３頭 アグネスクローバー号・アスターヒューモア号・ワイキキブリーズ号



１２１２９ ５月２６日 晴 良 （２４京都３）第１１日 第９競走 ��
��１，８００�

よ ど

與 杼 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．５．２８以降２４．５．２０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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２３ キクノキセキ 牡５栗 ５５ 浜中 俊菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 高橋牧場 ５０６＋１０１：５１．６ ４．９�

１２ ダノンジュピター 牡７栗 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８４－ ２ 〃 クビ ４．７�
２４ ブルーモーリシャス 牡６青鹿５５ 国分 優作 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：５１．７� ７９．０�
４７ スペシャルイモン 牡５鹿 ５４ 川須 栄彦井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４９２＋ ８１：５１．８� ４８．１�
５９ トウカイファミリー 牝６黒鹿５２ 高倉 稜内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４５４－ ４ 〃 アタマ １６．４�
５１０ オーバーヘッド 牡４栗 ５４ 和田 竜二水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４９４＋ ４１：５２．０１ １６．０	
６１２ テーオーストーム 牡６鹿 ５６ 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 門別 ヤナガワ牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ １３．８

４８ ロケットダイヴ 牡５鹿 ５４ 福永 祐一山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B４５４＋１０１：５２．１� ３５．６�
３６ ゴールドルースター 牡４鹿 ５４ 佐藤 哲三吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５８－ ６１：５２．３１� ２９．２�
８１６ フォルクスオーパー 牝６栗 ５３ 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ５０６＋ ６１：５２．４� ９．２
３５ ファンタズミック 牡４鹿 ５４ 武 豊大塚亮一� 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ６１：５２．７１� ９３．３�
７１３	 ワンダーアサールト 牡６黒鹿５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 小原伊佐美 新ひだか 米田牧場 ５０２＋ ２１：５２．８� １５２．５�
８１５ ナポレオンバローズ 牡４黒鹿５５ 秋山真一郎猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 ４９２± ０１：５２．９� ３．４�
６１１ ライブリシーラ 牡５栗 ５５ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５２０＋ ２１：５３．１１ ３６．４�
７１４ ニシノスローン 牡５鹿 ５３ 中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ５００＋ ８１：５３．５２� １９０．８�
１１ アドマイヤサイモン 牡４栗 ５５ 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５０－１４１：５４．０３ １０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７７２，５００円 複勝： ５１，２７４，３００円 枠連： ３２，６１７，９００円

馬連： ９７，０６４，５００円 馬単： ５７，１４２，８００円 ワイド： ４２，０７１，６００円

３連複： １３４，３６８，９００円 ３連単： ２１８，３８８，５００円 計： ６６０，７０１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２１０円 � ２００円 � １，７７０円 枠 連（１－２） ８００円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ７，２８０円 �� ６，２３０円

３ 連 複 ��� ２９，９３０円 ３ 連 単 ��� １２１，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２７７７２５ 的中 � ４５３０７（３番人気）
複勝票数 計 ５１２７４３ 的中 � ７４６３３（３番人気）� ８０６９７（２番人気）� ５６１６（１４番人気）
枠連票数 計 ３２６１７９ 的中 （１－２） ３０１１９（３番人気）
馬連票数 計 ９７０６４５ 的中 �� ７０２０４（２番人気）
馬単票数 計 ５７１４２８ 的中 �� ２０２５６（３番人気）
ワイド票数 計 ４２０７１６ 的中 �� ２２７８９（３番人気）�� １３４９（６９番人気）�� １５７９（６３番人気）
３連複票数 計１３４３６８９ 的中 ��� ３３１４（９５番人気）
３連単票数 計２１８３８８５ 的中 ��� １３２３（３９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．６―４９．２―１：０１．９―１：１４．４―１：２６．７―１：３９．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キクノキセキ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１．１７ 京都１３着

２００７．５．７生 牡５栗 母 オラクルライト 母母 カミカゼリツク １１戦３勝 賞金 ３５，１１３，０００円
※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） １頭 バンブーチェルシー号
（非抽選馬） ６頭 ウィズインライアン号・スカイスクレイパー号・タガノリベラノ号・ブリリアントシチー号・ボーカリスト号・

ミウラリチャード号

１２１３０ ５月２６日 晴 良 （２４京都３）第１１日 第１０競走 ��
��１，８００�

し ら ゆ り

白百合ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７８ マウントシャスタ 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５６± ０１：４７．０ １．５�

６６ ヤマニンファラオ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４６４－ ２１：４７．３２ １３．７�
８１１ ビービージャパン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎�坂東牧場 千田 輝彦 新ひだか 山際 智 ４７０＋ ４１：４７．４� ６５．０�
５５ � サンレイレーザー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ５１４＋ ８ 〃 ハナ １４．３�
８１０ プレミアムブルー 牡３栗 ５６ 幸 英明 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 ４７４＋ ６１：４７．５クビ ８．９�
３３ オ リ ー ビ ン 牡３栗 ５７ 川田 将雅吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６２＋ ６ 〃 ハナ ５．４	
４４ アロマティコ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５０± ０ 〃 ハナ １３．８

１１ プレノタート 牝３鹿 ５４ 武 豊有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４５０＋ ８１：４７．８２ ３１．９�
６７ ス ノ ー ド ン 牡３黒鹿５７ 北村 友一 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２－ ３ 〃 ハナ ５６．７�
２２ グ ラ ー ネ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ４６０± ０１：４８．１１� ８７．５

（１０頭）
７９ ブルーハーツクライ 牡３栗 ５６ 小牧 太 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ６４，８６６，２００円 複勝： １１１，６７１，４００円 枠連： ２３，２６１，５００円

馬連： １４４，２５６，４００円 馬単： １１０，８７１，２００円 ワイド： ６２，４０３，１００円

３連複： １８０，３７３，８００円 ３連単： ４８２，２１２，４００円 計： １，１７９，９１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １，０００円 枠 連（６－７） ７２０円

馬 連 �� ７８０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� １，５２０円 �� ４，４７０円

３ 連 複 ��� １２，４１０円 ３ 連 単 ��� ２３，２５０円

票 数

単勝票数 計 ６４８６６２ 的中 � ３４５５６３（１番人気）
複勝票数 計１１１６７１４ 的中 � ５２７２３８（１番人気）� ７８８７９（５番人気）� １５３１３（９番人気）
枠連票数 計 ２３２６１５ 的中 （６－７） ２４０６３（３番人気）
馬連票数 計１４４２５６４ 的中 �� １３６５４８（３番人気）
馬単票数 計１１０８７１２ 的中 �� ８８５３３（３番人気）
ワイド票数 計 ６２４０３１ 的中 �� ４７３１１（３番人気）�� ９５９７（１６番人気）�� ３１６２（３１番人気）
３連複票数 計１８０３７３８ 的中 ��� １０７３４（３１番人気）
３連単票数 計４８２２１２４ 的中 ��� １５３０８（６５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．０―１２．１―１２．５―１２．４―１１．６―１０．９―１１．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３６．５―４８．６―１：０１．１―１：１３．５―１：２５．１―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３３．５
３ １１，１０－６，３，８（１，７）５，４－２ ４ ・（１１，１０）６，３（１，８）（５，７）４，２

勝馬の
紹 介

マウントシャスタ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．２．１２ 京都１着

２００９．３．１生 牡３鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ ５戦３勝 賞金 ５０，２４９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔出走取消〕 ブルーハーツクライ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。



１２１３１ ５月２６日 晴 良 （２４京都３）第１１日 第１１競走 ��
��１，４００�

す ざ く

朱雀ステークス
発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．５．２８以降２４．５．２０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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

３３ ノーブルディード 牡４黒鹿５５ 和田 竜二 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４９４± ０１：２０．９ ８．７�

７８ デンコウジュピター 牡４鹿 ５６ 渡辺 薫彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５０８± ０ 〃 アタマ ３．３�
６６ � オールブランニュー 牝６黒鹿５２ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４７４± ０１：２１．１１� ２３．４�
７９ ナシュワンヒーロー 牡５栗 ５７ 北村 友一間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４５６＋１０ 〃 アタマ １７．８�
６７ ウインバンディエラ 牡６栗 ５４ 武 豊�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４７０± ０１：２１．２� １２．９�
８１１ ジュエルオブナイル 牝５鹿 ５４ 川田 将雅 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：２１．３� ６．８	
８１０ マイネルカリバーン 牡５黒鹿５６ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ５１８± ０１：２１．４クビ ７．１

２２ バンガロール 牡６栗 ５５ 佐藤 哲三吉田 和美氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 ５０４＋ ８１：２１．５� １８．０�
５５ スズカロジック 牡４栗 ５５ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４９８± ０１：２１．６� ２９．６�
４４ ビ ス カ ヤ 牝６黒鹿５３ 藤田 伸二山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 ４２６＋ ２ 〃 ハナ ７６．８
１１ ティアップゴールド 牡６鹿 ５７ 浜中 俊田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４９０± ０１：２４．０大差 ３．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４６，８９４，６００円 複勝： ７７，７２０，２００円 枠連： ４５，４２８，１００円

馬連： ２０３，２０４，１００円 馬単： １１２，９５３，４００円 ワイド： ６５，８３２，９００円

３連複： ２４５，６９１，７００円 ３連単： ５０７，４１７，３００円 計： １，３０５，１４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２８０円 � １６０円 � ５００円 枠 連（３－７） １，５５０円

馬 連 �� １，４５０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ３，０２０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� １１，２４０円 ３ 連 単 ��� ６０，５６０円

票 数

単勝票数 計 ４６８９４６ 的中 � ４２９１８（５番人気）
複勝票数 計 ７７７２０２ 的中 � ６８５６０（５番人気）� １７３０４４（１番人気）� ３２６６９（８番人気）
枠連票数 計 ４５４２８１ 的中 （３－７） ２１７３１（７番人気）
馬連票数 計２０３２０４１ 的中 �� １０３４９２（６番人気）
馬単票数 計１１２９５３４ 的中 �� ２４７９０（１３番人気）
ワイド票数 計 ６５８３２９ 的中 �� ２５７８１（６番人気）�� ５１３２（３８番人気）�� １３５３６（１８番人気）
３連複票数 計２４５６９１７ 的中 ��� １６１４０（４５番人気）
３連単票数 計５０７４１７３ 的中 ��� ６１８４（２１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．１―４６．８―５８．３―１：０９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．１
３ １０，９（１，３，１１）５，２（４，７）（６，８） ４ １０，９（１，１１）３（２，７）（４，５，８）６

勝馬の
紹 介

ノーブルディード �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．７．１８ 函館３着

２００８．５．１１生 牡４黒鹿 母 ノビーディード 母母 シンコウノビー １５戦４勝 賞金 ５５，２６７，０００円
［他本会外：２戦０勝］

１２１３２ ５月２６日 晴 良 （２４京都３）第１１日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

４７ エ ト ピ リ カ 牝５黒鹿５５ 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４４＋ ２１：０８．２ ５．０�

３５ ザッハトルテ 牝５芦 ５５ 川須 栄彦永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 ４３０± ０１：０８．３� ３１．５�
６１１ ベルモントキーラ 牝４青鹿５５ 藤田 伸二 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ４９６＋ ４１：０８．４� ３０．８�
５１０ ウインドジャズ 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４９０＋ ２１：０８．５� ５．２�
６１２� タニマサホーク 牡５鹿 ５７ 浜中 俊谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５０４－１２ 〃 アタマ ８．３�
８１５ ビットスターダム 牡４芦 ５７ 幸 英明馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ９．３	
３６ ミヤジエムジェイ 牡４鹿 ５７ 小牧 太曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ５００± ０１：０８．６� ３．１

２４ フェブスカイ 牡５鹿 ５７ 国分 優作釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４４４－ ４１：０８．７� ６７．６�
８１６ フィールドドリーム 牡５栗 ５７ 和田 竜二吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５１８＋ ６ 〃 アタマ ３２．４�
２３ タニノスバル 牝６芦 ５５ 川田 将雅谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４６６＋ ４１：０８．８クビ ６２．６
７１４ アルーリングムーン 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ４１：０９．０１� １７．７�
１２ メイショウサバト 牝５黒鹿５５ 武 豊松本 好�氏 荒川 義之 浦河 浦河日成牧場 ４６４－１８ 〃 クビ ３６．６�
７１３ テイエムアモーレ 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜竹園 正繼氏 柴田 政見 浦河 信成牧場 ４９０± ０１：０９．１� ２４６．９�
５９ リバーキャッスル 牝７栗 ５５

５２ ▲菱田 裕二河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４２８－１４ 〃 アタマ ２８８．１�
４８ キングブラーボ 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５１６＋ ６ 〃 ハナ ３０．７�
１１ オ ク ル ス 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５０－ ６１：０９．３� １６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，６３３，９００円 複勝： ６７，９３６，５００円 枠連： ３３，４２６，２００円

馬連： １２９，０３６，５００円 馬単： ７２，６９２，３００円 ワイド： ５４，１２１，１００円

３連複： １７５，０４８，７００円 ３連単： ３１３，０５９，５００円 計： ８８６，９５４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２３０円 � ７８０円 � ９１０円 枠 連（３－４） ６２０円

馬 連 �� ８，５１０円 馬 単 �� １５，５９０円

ワ イ ド �� ２，０７０円 �� ２，９９０円 �� １１，０２０円

３ 連 複 ��� ９５，６３０円 ３ 連 単 ��� ４２５，４９０円

票 数

単勝票数 計 ４１６３３９ 的中 � ６５７９６（２番人気）
複勝票数 計 ６７９３６５ 的中 � ９６０８７（３番人気）� ２０７８５（９番人気）� １７５１４（１１番人気）
枠連票数 計 ３３４２６２ 的中 （３－４） ３９９４０（１番人気）
馬連票数 計１２９０３６５ 的中 �� １１１９３（２９番人気）
馬単票数 計 ７２６９２３ 的中 �� ３４４３（５５番人気）
ワイド票数 計 ５４１２１１ 的中 �� ６５２２（２３番人気）�� ４４６６（３４番人気）�� １１９０（８３番人気）
３連複票数 計１７５０４８７ 的中 ��� １３５１（２１８番人気）
３連単票数 計３１３０５９５ 的中 ��� ５４３（１０２５番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．１―１１．１―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３４．１―４５．２―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３４．１
３ １１，１２（６，１３）１６，７（１，１５）（２，５，１４）８，１０（３，４）９ ４ １１，１２（６，１３）（７，１６）（１，１５）５（２，８，１４，１０）３，４－９

勝馬の
紹 介

エ ト ピ リ カ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．２５ 小倉７着

２００７．６．８生 牝５黒鹿 母 アフレイタス 母母 リボーズシークレット ３６戦４勝 賞金 ５６，０７４，０００円
※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。
（非抽選馬） ２頭 ハートランドノリカ号・フェブムービング号



（２４京都３）第１１日 ５月２６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９頭 本 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

２０１，９４０，０００円
５，７２０，０００円
１，３７０，０００円
１８，３１０，０００円
６２，２０４，０００円
４，６５４，０００円
１，７１８，４００円

勝馬投票券売得金
３６７，９４６，０００円
７０８，４７６，９００円
２６５，２１８，６００円
９９３，０３７，３００円
６４６，９６７，５００円
４３８，６５４，８００円
１，３３３，３５０，３００円
２，５０４，５４６，０００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 ７，２５８，１９７，４００円

総入場人員 １９，５２３名 （有料入場人員 １７，９１２名）


