
１２０４９ ５月１０日 雨 良 （２０京都３）第５日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

３５ ツインズメモリー 牡３黒鹿 ５６
５４ △浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 門別 森永牧場 ４４４± ０１：１３．１ ８．６�

８１５ タニノジュレップ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４１６± ０ 〃 クビ ６．９�
７１４ ドンペトリュス 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文大内 景子氏 柴田 政見 静内（有）石川牧場 ４７６－１０１：１３．５２� ４２．０�
５１０ ピエナワイルド 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三本谷 兼三氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８４－ ４ 〃 ハナ ２．２�
５９ ナンヨーサンセット 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠中村 �也氏 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ４７４－１０１：１４．１３� ３．２�
１１ ハッピーラッシュ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大馬場 幸夫氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２＋ ２１：１４．２クビ １１３．７�
３６ ホクザンヴィアンド 牝３鹿 ５４ 三野 孝徳木本 弘孝氏 梅田 康雄 門別 田中 元寿 ４２８± ０１：１４．９４ ２３２．５�

（兵庫）

４７ アキノシャドー 牡３栗 ５６ 白坂 聡穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 野坂牧場 ４４０± ０１：１５．０� １７．６	
４８ ノースウイニング 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅北村実地子氏 池添 兼雄 浦河 向別牧場 ４２８＋ ２１：１５．１クビ ２１７．２

７１３ ピ ッ チ マ リ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４２８ ―１：１５．２� ３１．２�
２４ ム ー ヴ 牝３鹿 ５４ 石橋 守池住 安信氏 福永 甲 浦河 三栄牧場 ４２４＋１４ 〃 アタマ １３５．２�
８１６ ホーマンフィールド 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史久保 久人氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２８＋ ４１：１５．４１� ２１．６
６１２ バロックドルチェ 牝３鹿 ５４ 川原 正一服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４５２ ―１：１５．５� １６８．１�

（兵庫）

２３ イサミスピリッツ 牡３芦 ５６ 和田 竜二前田 哲郎氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４８０＋ ８１：１５．８２ ４６．１�
６１１ キクノフレシュ 牝３鹿 ５４ 植野 貴也菊池 五郎氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４４０－ ４１：１６．３３ ３０５．９�
１２ コウセイスイート 牝３鹿 ５４ 高野 容輔杉安浩一郎氏 境 直行 門別 長田ファーム ４５６ ―１：１８．１大差 １１１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６８３，７００円 複勝： ２４，６８７，４００円 枠連： １５，７７５，９００円

普通馬連： ４５，５４９，０００円 馬単： ４８，７５１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３３７，４００円

３連複： ７８，７４５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２４０，５３０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ４００円 � ３２０円 � １，５６０円 枠 連（３－８） ２，４１０円

普通馬連 �� ２，５７０円 馬 単 �� ５，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ５，２５０円 �� ３，８７０円

３ 連 複 ��� ３８，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１６８３７ 的中 � １０７９７（４番人気）
複勝票数 計 ２４６８７４ 的中 � １７１１６（４番人気）� ２２３３３（３番人気）� ３６６３（８番人気）
枠連票数 計 １５７７５９ 的中 （３－８） ４８３２（７番人気）
普通馬連票数 計 ４５５４９０ 的中 �� １３０９６（８番人気）
馬単票数 計 ４８７５１４ 的中 �� ６５３１（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３３７４ 的中 �� ５２０８（７番人気）�� ６９７（３５番人気）�� ９５０（２５番人気）
３連複票数 計 ７８７４５３ 的中 ��� １５２０（７０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．５―１２．０―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．０―４７．０―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３８．１
３ １５（１３，１４）－（１０，１６）（５，１２）６（１，３）－９（７，８，１１）４＝２ ４ １５－１４，１３（１０，１６）５（６，１２）１，９，８（３，７）（４，１１）＝２

勝馬の
紹 介

ツインズメモリー �
�
父 Johannesburg �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００７．１２．９ 中京２着

２００５．１．２７生 牡３黒鹿 母 パ フ ェ 母母 Meringue Pie ５戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔発走状況〕 キクノフレシュ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウセイスイート号は，平成２０年６月１０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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ウインクルラッキー号・クリプトグレン号
※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。



１２０５０ ５月１０日 雨 良 （２０京都３）第５日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０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
１：２１．９

重

重

３６ スズカクロフネ 牡３芦 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 びらとり牧場 ５０４＋ ４１：２５．８ ２．０�

２３ ドラゴンホーラー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介松坂 記吉氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 ４９２± ０１：２５．９クビ ４．６�
６１２ ウォータールフラン 牝３栗 ５４ 熊沢 重文山岡 正人氏 田所 秀孝 静内 飛野牧場 ４４６± ０１：２６．０� １２６．２�
１２ ハマノモナーク 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４５４－ ２１：２６．４２� １２．０�
７１３ ア ー ラ 牝３鹿 ５４

５２ △浜中 俊 �ノースヒルズマネ
ジメント 西橋 豊治 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４＋ ２ 〃 クビ ３０．０�

８１５ テ レ パ シ ー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二栗嶋 豊明氏 境 直行 門別 道見牧場 ４３８± ０１：２６．５クビ ６．１�
１１ マーベラスウイル 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三笹原 貞生氏 柴田 政見 静内 松田 三千雄 ４５０± ０１：２６．７１� １８．５	
４７ アグネスイカロス 牡３栗 ５６ 石橋 守渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 川島牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ７１．６

５１０ フォティディクター 牡３栗 ５６ 角田 晃一加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４６０－ ２１：２７．０２ １６９．５�
３５ カールゼノビア 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典元屋地文明氏 矢作 芳人 静内 畠山牧場 ４３４－１４１：２７．１クビ ３３１．３�
７１４ ミ フ ユ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥西村 憲人氏 目野 哲也 静内 クレイドルファーム ４８０＋ ２１：２７．２� ９０．２
４８ スイートメリー 牝３栗 ５４

５１ ▲船曳 文士山田 嘉昭氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ４５４－ ８ 〃 アタマ ４２．１�
６１１ ショウリュウケン 牡３鹿 ５６ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５０＋ ２１：２７．５２ １６１．０�
２４ クニサキマサオー 牡３鹿 ５６ 川原 正一國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上牧場 ４８０－ ２１：２８．０３ ２３６．８�

（兵庫）

５９ ナリタキングパワー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５３６＋２４１：２８．１クビ １０．０�

８１６� グランカナリア 牝３黒鹿５４ 四位 洋文�下河辺牧場 角居 勝彦 米 Shimok-
obe Farm ４７８－１４１：２８．９５ ３６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８０６，３００円 複勝： ２２，４３４，０００円 枠連： １５，２５２，１００円

普通馬連： ５１，５１９，７００円 馬単： ５２，２６７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１４５，６００円

３連複： ８６，６３３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２６１，０５９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １，８１０円 枠 連（２－３） ４７０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ４，５６０円 �� ５，１６０円

３ 連 複 ��� １６，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５８０６３ 的中 � ６３４０３（１番人気）
複勝票数 計 ２２４３４０ 的中 � ６９７７６（１番人気）� ４７５３８（２番人気）� １７１６（１３番人気）
枠連票数 計 １５２５２１ 的中 （２－３） ２４４４３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１５１９７ 的中 �� ７８６６２（１番人気）
馬単票数 計 ５２２６７７ 的中 �� ４６１５６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１４５６ 的中 �� ２５８３７（１番人気）�� ７９２（３９番人気）�� ６９８（４３番人気）
３連複票数 計 ８６６３３７ 的中 ��� ３８９３（４７番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．８―１２．３―１２．６―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．９―４７．２―５９．８―１：１２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３８．６
３ ・（７，１２）１５（６，３）（１０，１４）１（５，８）（２，１３，１６）１１＝９－４ ４ ・（７，１２）（６，３，１５）（１，１０，１４）－８（５，２，１３）１１，１６＝９－４

勝馬の
紹 介

スズカクロフネ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００８．４．１９ 阪神４着

２００５．４．２生 牡３芦 母 アイラブスズカ 母母 アイシングスズカ ２戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アルフレッドパール号・ミキノジャズマン号
※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。



１２０５１ ５月１０日 雨 良 （２０京都３）第５日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

３５ フォーティファイド 牡３栗 ５６ 武 豊吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ４８８－ ４１：５５．６ １．３�

１１ エアタイタン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５４２－ ４１：５５．９２ ３．８�
６１１ メイショウロッシ 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 北星村田牧場 ４５２± ０１：５６．２２ １７．０�
７１３ チャームマロン 牝３栗 ５４ 田中 学タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４５２＋ ２１：５６．７３ ２５９．３�

（兵庫）

１２ メイショウオオマ 牡３鹿 ５６
５４ △浜中 俊松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４５４－ ４１：５６．８� ２９．９�

８１６ ミキノジャズマン 牡３鹿 ５６ 石橋 守谷口 久和氏 大橋 勇樹 静内 友田牧場 ４７８－ ８１：５６．９� １２５．５�
６１２ ロングサプライズ 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥中井 敏雄氏 安田伊佐夫 浦河 小島牧場 ４８２－１０１：５７．１１� ４４６．８	
３６ デルマレグルス 牡３栗 ５６ 飯田 祐史浅沼 廣幸氏 飯田 明弘 門別 ファニーヒルファーム ４５２＋ ２１：５７．６３ ３０．２

４８ アンティバック 牡３栗 ５６ 高橋 亮 �エクセルマネジメント高橋 隆 えりも エクセルマネジメント ４９４± ０１：５７．８１� １１９．５�
２３ イ チ ト ク 牡３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４７８－ ２１：５７．９� １３６．５
８１５ エ ラ ラ 牝３芦 ５４ 黒岩 悠林 順子氏 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ３９４＋ ４１：５８．３２� １８７．５�
４７ カシノマルス 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉柏木 務氏 福永 甲 門別 竹島 幸治 ５０６－ ２１：５８．６１� ２８１．３�
５１０ ヤマノチョウジョウ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 克典山住れい子氏 飯田 雄三 門別 竹島 幸治 ５１２ ― 〃 ハナ ９２．６�
２４ ロックエンジン 牡３栗 ５６ 川原 正一津村 圭一氏 目野 哲也 三石 三石橋本牧場 ４５４－ ２１：５８．９２ １８２．３�

（兵庫）

７１４ ナムラアプローズ 牝３黒鹿５４ 生野 賢一奈村 信重氏 橋本 寿正 門別 賀張三浦牧場 ４６４－ ８１：５９．３２� ３５２．８�
５９ デンコウコルモ 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅田中 康弘氏 鶴留 明雄 浦河 太陽牧場 ４４６－ ２１：５９．４� ４７３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４８５，１００円 複勝： ３８，３５６，９００円 枠連： １６，８１９，６００円

普通馬連： ５６，９３７，８００円 馬単： ８８，６９３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１０３，０００円

３連複： １１１，１５７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３５３，５５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １００円 � １６０円 枠 連（１－３） １４０円

普通馬連 �� １５０円 馬 単 �� ２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１０円 �� １９０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１４８５１ 的中 � １３８３４４（１番人気）
複勝票数 計 ３８３５６９ 的中 � ２３７７４３（１番人気）� ８４１３７（２番人気）� ２０５９９（３番人気）
枠連票数 計 １６８１９６ 的中 （１－３） ９４３３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５６９３７８ 的中 �� ２８６８２８（１番人気）
馬単票数 計 ８８６９３２ 的中 �� ３２７６３９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１０３０ 的中 �� ７６２９９（１番人気）�� ２０６５５（２番人気）�� １２１１２（４番人気）
３連複票数 計１１１１５７９ 的中 ��� ２７１１１２（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１３．９―１３．９―１２．５―１３．０―１２．９―１２．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３８．３―５２．２―１：０４．７―１：１７．７―１：３０．６―１：４３．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォーティファイド �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２００８．４．５ 阪神３着

２００５．５．３０生 牡３栗 母 ファストフレンド 母母 ザラストワード ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※ミキノジャズマン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



１２０５２ ５月１０日 雨 良 （２０京都３）第５日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．６
１：１９．０

良

良

３５ アグネスムーン 牝３鹿 ５４ 四位 洋文渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ４８４＋ ４１：２３．１ ２．５�

７１５ リトルビスケット 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４３６－ ８１：２３．３１� １０．５�

６１１ カノヤトップレディ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４６６＋ ４１：２３．９３� １０．９�
８１７ ホッカイシーラ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�北海牧場 庄野 靖志 門別 北海牧場 ４２８＋ ６１：２４．１１� ５５．１�
５９ マッキーエヴァ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 ４３８＋１２１：２４．２� １３．６�
１２ ヴェーダバイオ 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 ４１６＋ ８ 〃 クビ ３７．３	
８１８ チェスナットシチー 牝３栗 ５４

５２ △浜中 俊 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 門別 幾千世牧場 ４３０ ―１：２４．３� ８２．９

７１４ ア ル モ ニ ー 牝３鹿 ５４ 武 豊藤田 孟司氏 松永 幹夫 新冠 森 牧場 ４７０＋１２１：２４．４� ５．１�
３６ シルクシャンゼリゼ 牝３栗 ５４ 角田 晃一有限会社シルク湯窪 幸雄 静内 畠山牧場 ４５６ ―１：２４．６１� ７３．４�
２４ シャンパンフルート 牝３芦 ５４ 佐藤 哲三�下河辺牧場 藤沢 則雄 門別 下河辺牧場 ４２２－１６ 〃 クビ ２７．６
７１３ エメラルドミスト 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 宮本 博 浦河 桑田フアーム ４４０ ―１：２４．８１ ５３．３�
２３ ミ コ ノ ス 牝３芦 ５４

５１ ▲田中 克典武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４３６± ０１：２５．０１ ６．１�
４７ ミッションヒルズ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 パカパカ

ファーム ４４４＋ ２１：２５．１� １７．３�
１１ フジヤマオペラ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥藤本美也子氏 福島 信晴 新冠 越湖牧場 ４２８－ ２１：２５．２� ２２９．４�
６１２ ヤマサラグランジュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士佐藤 松雄氏 平田 修 静内 岡田スタツド ４４２＋ ６ 〃 クビ ７６．４�
５１０ ステンドグラス 牝３鹿 ５４ 今村 康成��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４１６ ―１：２５．３� ３５１．５�
４８ タカプリンセス 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦高木 高彦氏 浜田 光正 浦河 川部 義美 ４２２－ ２１：２５．５１� ３８１．８�
８１６ メイデンミヤビ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎米田イスヱ氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５６＋１８１：２５．７１ ３４．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，７４４，１００円 複勝： ２２，５５６，８００円 枠連： １８，３２９，５００円

普通馬連： ６０，５３８，９００円 馬単： ５２，８５８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９８５，８００円

３連複： ９３，８１９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２８１，８３２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � ２７０円 � ２１０円 枠 連（３－７） ４１０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ５５０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ３，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５７４４１ 的中 � ５０５８９（１番人気）
複勝票数 計 ２２５５６８ 的中 � ７６７１７（１番人気）� １５８３５（５番人気）� ２３１３１（４番人気）
枠連票数 計 １８３２９５ 的中 （３－７） ３３５２６（１番人気）
普通馬連票数 計 ６０５３８９ 的中 �� ４６９８８（３番人気）
馬単票数 計 ５２８５８３ 的中 �� ２６８４２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９８５８ 的中 �� １１０４０（３番人気）�� ８２５８（４番人気）�� ２３９２（１８番人気）
３連複票数 計 ９３８１９５ 的中 ��� ２０７１４（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．６―１１．９―１２．０―１２．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．６―４６．５―５８．５―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスムーン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Fairy King デビュー ２００７．１２．９ 阪神３着

２００５．５．８生 牝３鹿 母 ノ コ ナ 母母 Eclat Nocturne ７戦１勝 賞金 １２，１５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ヴェンティ号・バトルラヴ号
（非抽選馬） １頭 タカラブネ号



１２０５３ ５月１０日 雨 良 （２０京都３）第５日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０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

６１０ ナリタダイコク 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�オースミ 加藤 敬二 静内 カントリー牧場 ４９２＋ ２２：０４．１ ２．４�

４６ メイショウジャイロ 牡３黒鹿 ５６
５４ △浜中 俊松本 和子氏 小島 貞博 浦河 富田牧場 ４６２＋ ４２：０４．３１ ２．５�

８１４ セレスコクオー 牡３青鹿５６ 武 豊岡 浩二氏 宮本 博 浦河 大柳ファーム ５２４－ ６２：０４．５１� ４．９�
３４ メイショウニケ 牝３鹿 ５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４７６－ ２２：０４．８１� ２６６．６�
５９ マイソールビート 牡３栗 ５６ 長谷川浩大五影 慶則氏 西浦 勝一 門別 長田ファーム ４４６－ ２ 〃 クビ ７８．０�
４７ オートホーク 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 静内 高橋 修 ４９４－ ４２：０５．０１� １３．８�
７１２ メイショウリバー 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５０± ０ 〃 同着 ５４．４	
６１１ ホッカイハウラー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅
北海牧場 鶴留 明雄 門別 北海牧場 ４９４－ ２２：０５．３１� １９３．３�
２３ ハードギムレット 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己津田 一男氏 西橋 豊治 新冠 新冠橋本牧場 ４４０＋ ６２：０５．６２ ３０４．５�
７１３ スプリングニース 牡３栗 ５６ 川原 正一加藤 春夫氏 野村 彰彦 浦河 能登 武徳 ４３８＋ ４２：０５．７クビ ２２６．２

（兵庫）

８１５ ウイニングコウイチ 牡３栗 ５６ 和田 竜二杉元 四男氏 柴田 光陽 静内 漆原 武男 ４６０＋ ２ 〃 アタマ ３０．８�
１１ ツルマルカフェ �３黒鹿５６ 酒井 学鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 駿河牧場 ４７０－１０２：０５．９１� ３０．５�
３５ ディアカルテット 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥ディアレスト 福島 信晴 様似 能登ファーム ４１８＋ ２２：０６．１１ ４８．９�
５８ アドマイヤアマゾン 牝３青鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 静内 グランド牧場 ４４８＋ ２２：０６．４２ １０２．２�
２２ コンゴウマライカ 牝３栗 ５４ 武 英智金岡 久夫氏 山内 研二 三石 土田 扶美子 ４９０－ ２２：０８．０１０ ３７４．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，８４６，２００円 複勝： ２３，７０５，２００円 枠連： １６，９９６，６００円

普通馬連： ５３，４５０，１００円 馬単： ６５，７２５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１４８，２００円

３連複： ９４，７０８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２８８，５８０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（４－６） ２１０円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ２２０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６８４６２ 的中 � ５７４１０（１番人気）
複勝票数 計 ２３７０５２ 的中 � １０２２０１（１番人気）� ５２８１９（２番人気）� ２７４５２（３番人気）
枠連票数 計 １６９９６６ 的中 （４－６） ５９７４４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３４５０１ 的中 �� １５６０８１（１番人気）
馬単票数 計 ６５７２５９ 的中 �� １１４０７３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１４８２ 的中 �� ４３０１４（１番人気）�� １７２７７（２番人気）�� １５３５５（３番人気）
３連複票数 計 ９４７０８６ 的中 ��� ２０８２６８（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．６―１２．５―１２．６―１２．９―１２．６―１２．３―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．３―３６．９―４９．４―１：０２．０―１：１４．９―１：２７．５―１：３９．８―１：５１．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタダイコク �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１２．１６ 阪神３着

２００５．４．２２生 牡３黒鹿 母 タニノホロホロ 母母 タニノターゲット ６戦１勝 賞金 １１，５５０，０００円
〔その他〕 コンゴウマライカ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コンゴウマライカ号は，平成２０年６月１０日まで出走できない。
※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。



１２０５４ ５月１０日 雨 稍重 （２０京都３）第５日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

４８ � インオラリオ 牡３鹿 ５６ 武 豊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ５０６－ ４１：５２．５ １．６�

１１ シャインモーメント 牡３栗 ５６ 川原 正一林 順子氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４７６－ ２１：５２．６� １７．５�
（兵庫）

３５ ピエナポパイ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ４７６－ ４１：５２．７クビ １３．８�
７１４� ウィッシュビーワン 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�アカデミー 中竹 和也 米 March Thor-

oughbreds ４５８± ０１：５２．９１� ７．１�
５１０ ウエスタンシーザー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４７６± ０１：５３．１１� ５．１�
２４ ピサノジュバン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４４２± ０１：５３．３１	 １７．４�
３６ マッシヴエンペラー 牡３栗 ５６ 和田 竜二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４７４－ ４１：５３．７２	 １７．７	
５９ マイネルトリオンフ 牡３栗 ５６ 角田 晃一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 様似 ホウセイ牧場 ５１６± ０１：５３．９１� １５２．０

８１５ オーミプレシャス 牡３黒鹿５６ 川島 信二岩� 僖澄氏 田島 良保 様似 山本 和彦 ４２６± ０１：５４．１１� ２４４．４�
４７ フジヤマワカムシャ 牡３黒鹿５６ 石橋 守藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４７６＋ ４１：５４．３１	 ９８．６�
１２ マルサンリターン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥松井三千年氏 目野 哲也 静内 クドウファーム B４６０－ ３１：５４．７２	 ２８９．０
６１２ スズカファイト 牡３栗 ５６ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４５６＋ ６１：５４．８	 １６６．１�
７１３ ヤマニントップギア 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ２８３．３�
８１６ ナリタスレンダー 
３鹿 ５６ 田中 学�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド B４５８＋ ８１：５５．８６ １４３．４�

（兵庫）

２３ メイショウヘルメス 牡３黒鹿５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４７４－ ４ 〃 アタマ ３１９．９�
６１１� リュウキュウエース 牡３黒鹿５６ 三野 孝徳棚網 基己氏 屋敷 和彦 門別 細川牧場 ４２６－ ９ 〃 クビ ４９１．１�

（兵庫） （兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３５４，６００円 複勝： ３４，８８２，３００円 枠連： １９，０３５，５００円

普通馬連： ６７，２８９，５００円 馬単： ７４，７８２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６７８，１００円

３連複： １０９，７４８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３５４，７７０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３７０円 � ２２０円 枠 連（１－４） ９７０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ４２０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ３，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７３５４６ 的中 � １３７６７４（１番人気）
複勝票数 計 ３４８８２３ 的中 � １５５８４３（１番人気）� １４５９６（７番人気）� ２９３５９（４番人気）
枠連票数 計 １９０３５５ 的中 （１－４） １４４８６（４番人気）
普通馬連票数 計 ６７２８９５ 的中 �� ３７７６７（６番人気）
馬単票数 計 ７４７８２０ 的中 �� ２９９４８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６７８１ 的中 �� ９４９６（６番人気）�� １３７４５（３番人気）�� ３３０３（１７番人気）
３連複票数 計１０９７４８８ 的中 ��� ２２６４３（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１２．７―１２．６―１２．７―１２．８―１２．６―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３６．９―４９．５―１：０２．２―１：１５．０―１：２７．６―１：３９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�インオラリオ �
�
父 Holy Bull �

�
母父 Native Prospector デビュー ２００８．３．１６ 中山２着

２００５．２．２２生 牡３鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier ３戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
※ピエナポパイ号は，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。



１２０５５ ５月１０日 雨 稍重 （２０京都３）第５日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

８１４ ハンターキリシマ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 鹿児島 ニルキング牧場 ４１６＋ ６１：３６．９ ８．０�

４５ メイショウジェイ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４４６＋１４１：３７．０� ３．１�
８１３� アイルイザダイヤ 牝３鹿 ５４ 川原 正一鈴木 幹次氏 稻田 彰宏 静内 西村 和夫 ４０８－１７１：３７．２１� １９．３�

（兵庫） （兵庫）

５７ � ゼットスピール 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�フォーレスト 山内 研二 英 A. H. Bennett B４７０± ０１：３７．３	 ４．４�
７１２ マイサイドキック 牡３栗 ５６ 和田 竜二井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４９４＋ ６１：３７．７２� ５０．０�
３３ � バーキングウルフ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三山本 英俊氏 安田 隆行 愛 Duncan A.

McGregor ４６８＋ ２１：３７．８クビ １７．１�
７１１ ナムラウィッシュ 牝３青鹿５４ 鮫島 良太奈村 信重氏 五十嵐忠男 門別 いとう牧場 ４４６＋ ６１：３８．０１
 ３７．２	
６１０ ナムラチェンジ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４４８－ ８ 〃 アタマ １０１．２

４６ スリーラスカル 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４５２＋ ２１：３８．１	 ２１．１�
１１ ゴールデンカイザー 牡３鹿 ５６ 角田 晃一鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４６２－ ２ 〃 ハナ １６３．１
３４ � シ ュ ロ 牡３黒鹿５６ 田嶋 翔池田 豊治氏 小島 貞博 三石 中橋 清 ４４４± ０１：３８．３１ １６８．６�
６９ � ウィキッドウィンド 牡３栗 ５６

５４ △浜中 俊加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Millennium
Farms ５４２＋１４１：３８．４� ３４．９�

２２ ベストロング 牡３鹿 ５６ 武 豊大谷 高雄氏 領家 政蔵 静内 井高牧場 ４９２＋ ８１：３８．６１� ３．２�
５８ � ロコミラクル 牝３黒鹿５４ 田中 学山本 英俊氏 岡田 利一 静内 藤本牧場 ４４０± ０１：３８．７クビ １５４．８�

（兵庫） （兵庫）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，５０３，６００円 複勝： ２１，７３０，０００円 枠連： １７，９２５，７００円

普通馬連： ６５，７０６，２００円 馬単： ６８，３９１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９８９，２００円

３連複： １０１，３３０，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３１２，５７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � ４９０円 枠 連（４－８） ６４０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，５６０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ４，７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５０３６ 的中 � １８３１５（４番人気）
複勝票数 計 ２１７３００ 的中 � ２４７１７（４番人気）� ４４６４１（１番人気）� ９０８６（８番人気）
枠連票数 計 １７９２５７ 的中 （４－８） ２０８５９（３番人気）
普通馬連票数 計 ６５７０６２ 的中 �� ４５１１５（４番人気）
馬単票数 計 ６８３９１７ 的中 �� １６０４０（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９８９２ 的中 �� １２４９９（４番人気）�� ２８０６（１９番人気）�� ５４３９（９番人気）
３連複票数 計１０１３３０６ 的中 ��� １５６６６（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３５．７―４８．２―１：００．５―１：１２．６―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハンターキリシマ �
�
父 サイレントハンター �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．７．１６ 小倉２着

２００５．４．２２生 牡３鹿 母 トニービンスター 母母 タックスペイヤーズフォリー １０戦２勝 賞金 ２２，９８２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。



１２０５６ ５月１０日 雨 稍重 （２０京都３）第５日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１４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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

６１１ スマートサイクロン 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介大川 徹氏 高木 登 門別 野島牧場 ５２０＋ ２１：５２．７ １３．４�

５９ アグネスヨジゲン 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦渡辺 孝男氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４６６－ ４１：５２．９１� ３６．３�
５１０� アグネススピリッツ 牡５鹿 ５７ 武 豊渡辺 孝男氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ ２．８�
３６ メイショウラッシー 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 三嶋牧場 ５５０＋３２１：５３．４３ １２．１�
４８ クイッククイック 牡５鹿 ５７

５４ ▲田中 克典澤 洋氏 田所 清広 静内 山際 智 ４６２± ０１：５３．７１	 １３８．３�
３５ ト レ ド 牡４芦 ５７

５５ △浜中 俊山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４４８－１４ 〃 アタマ ２１．９�
６１２
� トップオブオナー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠横瀬 兼二氏 山内 研二 米 Darby Dan

Stables ４９８－ ２１：５３．９	 ２．０�
８１５� ナムラウシワカマル 牡４栗 ５７ 四位 洋文ディアレスト 田村 康仁 浦河 中島牧場 ４８２－ ８１：５４．１１� ３３．０	
４７ � コアレスガバナー �５鹿 ５７ 白坂 聡小林 昌志氏 須貝 彦三 平取 コアレススタッド ４６０－ ８１：５４．２� ３０１．３

７１４ ニシオハンセル 牡４栗 ５７ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４５２± ０１：５４．４１� １３２．０�
２３ ファンドリコンドル 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文水戸 富雄氏 高橋 成忠 静内 千代田牧場 B４５２－１２１：５４．５	 ４５．３�
７１３� シゲルアサンテサナ 牡４鹿 ５７ 川原 正一森中 蕃氏 服部 利之 三石 沖田 繁 ４３６－ ２１：５４．６� １１１．３

（兵庫）

８１６� マヤノカタナ 牡５栗 ５７ 角田 晃一田所 英子氏 梅田 智之 静内 カタオカフアーム ４５８＋ ２１：５４．８１� ６３．２�
１２ � ホッコーワンマン 牡４栗 ５７ 小林慎一郎矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４６６－２３１：５５．０１� ７７．５�
２４ � ク ロ オ ビ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三加藤 守氏 南井 克巳 静内 グランド牧場 ４８８－１３ 〃 アタマ ３０．３�
１１ ナリタコンコルド �４鹿 ５７ 上村 洋行�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４８６＋２２２：０４．６大差 ４３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０３７，９００円 複勝： ２９，５８９，９００円 枠連： ２４，７４３，１００円

普通馬連： ８２，７９７，８００円 馬単： ８４，３８５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６６７，２００円

３連複： １２９，２１９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３９４，４４１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３４０円 � ７９０円 � １６０円 枠 連（５－６） １７０円

普通馬連 �� １７，５７０円 馬 単 �� ４４，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，６００円 �� ６２０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� １３，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９０３７９ 的中 � １１２００（４番人気）
複勝票数 計 ２９５８９９ 的中 � ２１０８６（３番人気）� ７６７３（７番人気）� ６５４３９（２番人気）
枠連票数 計 ２４７４３１ 的中 （５－６） １０９１３１（１番人気）
普通馬連票数 計 ８２７９７８ 的中 �� ３４７９（３０番人気）
馬単票数 計 ８４３８５９ 的中 �� １４０８（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６６７２ 的中 �� １２５９（３４番人気）�� １０４４９（４番人気）�� ３７８２（１４番人気）
３連複票数 計１２９２１９８ 的中 ��� ６９４０（３２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１２．５―１３．６―１３．０―１２．４―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．６―４８．１―１：０１．７―１：１４．７―１：２７．１―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スマートサイクロン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００６．３．１９ 中山１２着

２００３．４．１８生 牡５鹿 母 ワコーチカコ 母母 シ バ ス キ ー ８戦２勝 賞金 １４，２４０，０００円
〔その他〕 ナリタコンコルド号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナリタコンコルド号は，平成２０年６月１０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。
（非当選馬） １頭 ラヴファクトリー号
※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。



１２０５７ ５月１０日 雨 稍重 （２０京都３）第５日 第９競走 ��
��２，４００�

し ら か わ

白 川 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，１９．５．５以降２０．５．４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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

７１２ ニホンピロレガーロ 牡５鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４９６－ ２２：２９．４ ２．９�

４５ ウォーゲーム 牡４青鹿５６ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１２＋ ２２：２９．５� ３．６�

１１ アメジストリング 牝４黒鹿５５ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ４２：２９．８２ ５．１�
３４ メイショウアンドレ 牡５栗 ５５ 浜中 俊松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５３４＋ ４ 〃 クビ １２．４�
５８ � ハギノメトロポリス 牡８黒鹿５４ 鮫島 良太日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８０－ ４２：３０．０１� ８２．０�
４６ ミスターシーザ 牡５芦 ５５ 和田 竜二廣嶋 景子氏 中尾 秀正 門別 春木 昭雄 ４５２＋ ４２：３０．２１� １３．８�
７１１ エプソムアルテマ 牡７鹿 ５３ 角田 晃一 	ジャパン・

ホースマン・クラブ 中野 栄治 静内 田原橋本牧場 ４８６± ０２：３０．３� ８２．６

３３ テイエムサッカー 牡７栗 ５４ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 柴田 光陽 静内 武岡牧場 ４７４＋ ２２：３０．４	 ５４．６�
８１３ マヤノリバティ 牡７栗 ５４ 武 豊田所 英子氏 坂口 正大 静内 原 達也 ４６２－ ２２：３０．７１	 ２７．５�
８１４ レグルスキッド 牡５鹿 ５４ 武 幸四郎 �キャロットファーム 木原 一良 白老 白老ファーム ４３４± ０２：３１．７６ １４．３
６９ マイネルアンセム 牡７黒鹿５５ 小林 徹弥 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 勝川牧場 ４９２＋ ４２：３２．０２ １０９．６�
６１０
� シルクプロフェット �６栗 ５２ 田中 学有限会社シルク鮫島 一歩 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４９２＋ ２２：３３．３８ ２３９．３�
（兵庫）

５７ � カ レ ン パ パ �７鹿 ５３ 佐藤 哲三鈴木 隆司氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４７０＋ ４２：３５．０大差 ８２．６�
２２ テンシノゴールド 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４７０＋ ８２：４０．０大差 ９．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，４３４，４００円 複勝： ３０，６７０，５００円 枠連： ２４，０７０，６００円

普通馬連： １０９，２４１，１００円 馬単： ７４，７１０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６８８，３００円

３連複： １１３，７１８，５００円 ３連単： ２９０，２７５，２００円 計： ６８９，８０９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（４－７） ４８０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２５０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ３，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２１４３４４ 的中 � ６０２１４（１番人気）
複勝票数 計 ３０６７０５ 的中 � ９２４６３（１番人気）� ４７７８２（３番人気）� ４８６３７（２番人気）
枠連票数 計 ２４０７０６ 的中 （４－７） ３７７１８（１番人気）
普通馬連票数 計１０９２４１１ 的中 �� １３１２０８（１番人気）
馬単票数 計 ７４７１０７ 的中 �� ５３８１６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６８８３ 的中 �� ２５７８１（２番人気）�� ２８２１９（１番人気）�� １１９７５（４番人気）
３連複票数 計１１３７１８５ 的中 ��� ９０３７６（１番人気）
３連単票数 計２９０２７５２ 的中 ��� ５７０２３（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１１．１―１２．５―１２．９―１３．３―１３．７―１３．１―１２．５―１２．１―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２３．６―３４．７―４７．２―１：００．１―１：１３．４―１：２７．１―１：４０．２―１：５２．７―２：０４．８―２：１６．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロレガーロ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００６．３．２５ 阪神１２着

２００３．５．３０生 牡５鹿 母 ニホンピロポリーナ 母母 ニホンピロクリア １６戦３勝 賞金 ４５，４１５，０００円
〔その他〕 テンシノゴールド号は，競走中に疾病〔鼻出血並びに心房細動〕を発症。なお，同馬は「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〕 カレンパパ号は，平成２０年６月１０日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 テンシノゴールド号は，平成２０年６月１０日まで出走できない。
※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。



１２０５８ ５月１０日 雨 稍重 （２０京都３）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�

たかせがわ

高瀬川ステークス
発走１５時１０分 （ダート・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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ セレスクラブ 牡６鹿 ５７ 田中 学岡 浩二氏 鮫島 一歩 浦河 村下牧場 ４８０＋ ４１：２３．３ ３４．５�
（兵庫）

３５ � セ レ ス ケ イ 牡５鹿 ５７ 石橋 守岡 浩二氏 和田 正道 米
Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５３０－ ４ 〃 クビ ３５．９�
８１６ ラインドライブ �５鹿 ５７ 鮫島 良太草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４６６－１０１：２３．４クビ ７．１�
６１２�	 トップディアマンテ 牡５鹿 ５７ 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Green Wil-

low Farms ４４８＋ ８１：２３．６１
 ３．２�
２４ アグネストラベル 牡５栗 ５７ 角田 晃一渡辺 孝男氏 宮本 博 浦河 林 孝輝 ４７４－１２ 〃 クビ ５３．９�
７１３ シールビーバック 牝６栗 ５５ 畑端 省吾�富美男企画 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 ４７６＋ ６１：２３．７クビ １７．３�
５１０ カルナバリート 牡５黒鹿５７ 上村 洋行 	キャロットファーム 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ２ 〃 クビ ３．１

６１１� ウォーターバロン 牡７黒鹿５７ 武 幸四郎山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５１８＋１４ 〃 同着 ２０．６�
４７ マイネルラファエロ 牡７栗 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５４６＋ ２１：２３．８� １９．５�
１１ 	 ゴッドヘイロー 牡８青鹿５７ 小林 徹弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ５１４＋ ４１：２４．４３� １４．９
８１５ スナークユーチャン 牡４黒鹿５７ 長谷川浩大杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ １３．３�
３６ タケデンイーグル 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文武市 弘氏 石栗 龍彦 浦河 安藤牧場 ４９６－１０ 〃 アタマ １００．７�
７１４ タガノエスペランサ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文八木 昌司氏 加藤 征弘 新冠 越湖牧場 ４４８－ ２１：２４．５� １９．３�
５９ ヘラクレスバイオ 牡５鹿 ５７ 船曳 文士バイオ� 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ５４４＋ ４ 〃 ハナ ５９．４�
４８ � マルブツバンダリー 牡５栗 ５７ 生野 賢一大澤 毅氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm Inc. &
Catesby W. Clay

５１８－ ４ 〃 クビ ８４．１�
２３ 	 ホエールシャーク 牝６黒鹿５５ 岩崎 祐己西浦 和男氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ４５８＋１２１：２４．７１
 ４９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，０４６，３００円 複勝： ３６，２０８，８００円 枠連： ３７，２９５，２００円

普通馬連： １５６，９６１，２００円 馬単： ９４，６１５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，５１５，９００円

３連複： １６１，５０３，８００円 ３連単： ３５１，５７１，１００円 計： ９０５，７１７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４５０円 複 勝 � ９６０円 � ９５０円 � ３８０円 枠 連（１－３） ９，７７０円

普通馬連 �� ４３，３６０円 馬 単 �� １０３，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，５００円 �� ４，８２０円 �� ３，８９０円

３ 連 複 ��� １３２，１４０円 ３ 連 単 ��� １，１２３，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２７０４６３ 的中 � ６１９０（１０番人気）
複勝票数 計 ３６２０８８ 的中 � ９４６０（１１番人気）� ９５７１（１０番人気）� ２８１６０（３番人気）
枠連票数 計 ３７２９５２ 的中 （１－３） ２８１９（２９番人気）
普通馬連票数 計１５６９６１２ 的中 �� ２６７２（９１番人気）
馬単票数 計 ９４６１５６ 的中 �� ６７５（１９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０５１５９ 的中 �� ９４３（９０番人気）�� ２０７３（５２番人気）�� ２５７６（４３番人気）
３連複票数 計１６１５０３８ 的中 ��� ９０２（２９５番人気）
３連単票数 計３５１５７１１ 的中 ��� ２３１（２０９２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．４―１１．８―１２．０―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３４．９―４６．７―５８．７―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セレスクラブ �
�
父 エ ブ ロ ス �

�
母父 プリンスオブバーズ デビュー ２００４．９．２０ 札幌８着

２００２．３．２９生 牡６鹿 母 ホーマンマルサ 母母 ブラツクレター ２９戦５勝 賞金 ７０，０３２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２７頭 アグネスマクシマム号・アポインテッドボブ号・アンティークコイン号・ウエスタンマックス号・エネルマオー号・

クリーン号・コパノスケ号・コレデイイノダ号・サニーネイティブ号・サワノブレイブ号・セイウンプレジャー号・
セフティーステージ号・セレスブルック号・タイキシルバー号・ダイショウジェット号・タムロイーネー号・
テイエムポイント号・ハーベストシーズン号・ビコージェネラル号・ビッグホワイト号・ブラックシャドウ号・
ヘイローフジ号・マリンフェスタ号・ミスターケビン号・ミスターモナルコス号・ミリオンディスク号・
ヤマタケゴールデン号

※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。



１２０５９ ５月１０日 雨 稍重 （２０京都３）第５日 第１１競走 ��
��２，２００�第５６回京 都 新 聞 杯（ＪｐｎⅡ）

発走１５時４５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
京都新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，２６０，０００円 ３６０，０００円 １８０，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

６１１ メイショウクオリア 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４５６＋ ２２：１８．４ ３．６�

３５ ロードアリエス 牡３黒鹿５６ 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 ４９４＋ ２ 〃 アタマ １８．７�
２４ マイネルローゼン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ４９２± ０ 〃 アタマ １６．４�
２３ ホワイトピルグリム 牡３芦 ５６ 田中 学�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４５４＋ ４２：１８．６１� ２９．８�

（兵庫）

４８ ブラストダッシュ 牡３鹿 ５６ 武 豊村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４６８－ ２２：１８．７� ３．６�
７１３ フィッツロイ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４８０－ ４２：１９．１２� １０．２	
１１ � ゴールデンルーヴェ 牡３栗 ５６ 長谷川浩大広尾レース� 森 秀行 米 Barnett

Enterprises ４８０－ ４ 〃 ハナ ３０．２

８１５ グローリーシーズ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４２：１９．３１	 ３２．１�
５９ クリノコブオー 牡３鹿 ５６ 酒井 学栗本 博晴氏 武田 博 新冠 加藤ステーブル ４２４＋ ２２：１９．４� ２３８．９�
４７ リッカロイヤル 牡３芦 ５６ 角田 晃一立花 幸雄氏 中尾 秀正 浦河 中島 俊明 ５１４－ ２ 〃 アタマ １４．６
５１０ ポーラーライツ 牡３鹿 ５６ 川原 正一 �サンデーレーシング 池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８４＋ ８２：１９．６１	 １６．４�

（兵庫）

８１６ シャイニングデイ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 上田 五十詞 ４８０－ ２２：１９．７クビ ５７．９�
７１４ ヨドノヒーロー 牡３黒鹿５６ 和田 竜二海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４４８＋ ２ 〃 アタマ １８．１�
３６ チキリボーイ 牡３栗 ５６ 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 B４９６－ ２２：２０．９７ ２５７．２�
６１２ ヒルノラディアン 牡３黒鹿５６ 四位 洋文蛭川 正文氏 昆 貢 門別 平成牧場 ４４８＋１２２：２１．６４ ７．１�
１２ ミダースタッチ 牡３栗 ５６ 上村 洋行金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５２４± ０２：２２．０２� ２１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，７７７，２００円 複勝： ７８，３９６，０００円 枠連： ８７，９７７，２００円

普通馬連： ４５３，２４０，５００円 馬単： ２４１，７００，８００円 ワイド【拡大馬連】： ８８，８５７，０００円

３連複： ４６２，１１６，８００円 ３連単： ９４２，５２９，８００円 計： ２，４１６，５９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ４７０円 � ３９０円 枠 連（３－６） ２，５５０円

普通馬連 �� ４，１１０円 馬 単 �� ６，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� ９６０円 �� ３，３８０円

３ 連 複 ��� １５，８４０円 ３ 連 単 ��� ７９，５９０円

票 数

単勝票数 計 ６１７７７２ 的中 � １３５２９４（２番人気）
複勝票数 計 ７８３９６０ 的中 � １５５０３４（２番人気）� ３７３４７（９番人気）� ４６５８４（６番人気）
枠連票数 計 ８７９７７２ 的中 （３－６） ２５５３９（１１番人気）
普通馬連票数 計４５３２４０５ 的中 �� ８１５１６（１７番人気）
馬単票数 計２４１７００８ 的中 �� ２７０６６（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８８８５７０ 的中 �� １５７７８（１５番人気）�� ２３６４５（７番人気）�� ６２７５（４８番人気）
３連複票数 計４６２１１６８ 的中 ��� ２１５３１（５０番人気）
３連単票数 計９４２５２９８ 的中 ��� ８７４０（２３６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１３．０―１３．２―１３．２―１３．７―１２．８―１２．１―１１．７―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２４．３―３７．３―５０．５―１：０３．７―１：１７．４―１：３０．２―１：４２．３―１：５４．０―２：０６．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウクオリア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rahy デビュー ２００７．１２．８ 阪神１着

２００５．４．１２生 牡３鹿 母 アンノウンウォーターズ 母母 Phantom Creek ６戦３勝 賞金 ８１，６６９，０００円
※ポーラーライツ号は，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。



１２０６０ ５月１０日 雨 稍重 （２０京都３）第５日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （芝・右・外）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

８１７ ブリトマルティス 牝４鹿 ５５ 武 豊吉田 和美氏 西園 正都 三石 斉藤スタッド ４３６± ０１：３７．６ ６．０�

８１６� ウインファンタジア 牝６栗 ５５ 川原 正一�ウイン 池江 泰郎 浦河 カナイシスタッド ４６２－ ４１：３７．８１� １５．０�
（兵庫）

５１０ ハギノルチェーレ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２± ０１：３７．９� １４．０�
６１１ エーシンサーフィン 牝４栗 ５５ 岩田 康誠平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６２＋１０１：３８．０� ８．４�
２４ � ミスティラブ 牝６黒鹿５５ 上村 洋行冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ４６８＋ ４１：３８．１クビ ４２．４�
３６ ベ レ ッ ツ ァ 牝５黒鹿 ５５

５３ △浜中 俊�ターフ・スポート中尾 正 三石 土田農場 ４３８＋ ２ 〃 ハナ １２．６	
５９ ヤマニンエマイユ 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６４＋ ２ 〃 アタマ １７．４

３５ モンサンミシェル 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎 �社台レースホース鶴留 明雄 白老 追分ファーム ４１６± ０１：３８．２� １１．５�
６１２ フレジェール 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７４－ ６１：３８．３クビ ３．３�
４７ セレブラール 牝４栗 ５５ 角田 晃一 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 三石 土居 忠吉 ４８０＋１２ 〃 ハナ １２２．０
２３ ウインシンシア 牝５黒鹿５５ 鮫島 良太�ウイン 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７４－ ８１：３８．４� １８．１�
８１８ ノーザンシャトル 牝４栗 ５５ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４４０＋ ６ 〃 クビ ７．７�
４８ ポートムテキ 牝４青鹿５５ 佐藤 哲三水戸眞知子氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８０＋ ８１：３８．５クビ ５３．４�
７１５ トーホウシャイン 牝５黒鹿５５ 川島 信二東豊物産� 崎山 博樹 門別 竹島 幸治 ４８２± ０ 〃 クビ ２４．５�
７１３ マドンナブラボー 牝５鹿 ５５ 高井 彰大�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４６２－ ２１：３８．７１ ２１１．８�
１１ ツルマルローズ 牝５鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４７２＋ ６ 〃 アタマ １３５．３�
１２ バリーバーン 牝７黒鹿５５ 岩崎 祐己飯田 吉哉氏 田所 秀孝 早来 ノーザンファーム ４４０－ ２１：３８．８� ２５４．６�
７１４ テイエムオペレッタ 牝４黒鹿５５ 小林 徹弥竹園 正繼氏 五十嵐忠男 門別 長谷川牧場 ４６４＋ ２１：３９．１２ ６７．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３５，９５７，５００円 複勝： ５１，０１３，６００円 枠連： ５６，０９６，２００円

普通馬連： １７７，８９６，７００円 馬単： １０８，４５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，８１３，０００円

３連複： １８４，３５３，９００円 ３連単： ４００，８７２，６００円 計： １，０５９，４５９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２５０円 � ４９０円 � ５００円 枠 連（８－８） １，３１０円

普通馬連 �� ４，１１０円 馬 単 �� ６，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５４０円 �� １，７８０円 �� ３，８９０円

３ 連 複 ��� ２２，５３０円 ３ 連 単 ��� １０２，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３５９５７５ 的中 � ４７８７４（２番人気）
複勝票数 計 ５１０１３６ 的中 � ６１８６２（２番人気）� ２５９２４（９番人気）� ２５４２９（１０番人気）
枠連票数 計 ５６０９６２ 的中 （８－８） ３１７２１（６番人気）
普通馬連票数 計１７７８９６７ 的中 �� ３１９９６（１４番人気）
馬単票数 計１０８４５６３ 的中 �� １２１６５（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４８１３０ 的中 �� ７２６７（１３番人気）�� ６２４８（１８番人気）�� ２７８４（５４番人気）
３連複票数 計１８４３５３９ 的中 ��� ６０３９（７４番人気）
３連単票数 計４００８７２６ 的中 ��� ２８８８（３１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．８―４８．３―１：００．９―１：１２．９―１：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３６．７
３ １３，１８－（７，１４）－１７（８，１６）（４，６，１２）（２，５）（３，９）（１０，１５，１１）－１ ４ １３（１８，１４）（７，１７）（８，１６，１２）（４，６，５）（２，３，９）（１０，１１）１５，１

勝馬の
紹 介

ブリトマルティス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００７．１．２７ 小倉６着

２００４．６．９生 牝４鹿 母 アマートベン 母母 スマートギニー １４戦３勝 賞金 ３６，１１３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シンシンマーキー号
※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。



（２０京都３）第５日 ５月１０日（土曜日） 雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １９１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

２７４，９５０，０００円
８，５２０，０００円
２８，６３０，０００円
２，７９０，０００円
３０，３００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，０７９，５００円
５，２３８，０００円
１，９２９，１００円

勝馬投票券売得金
２９２，６７６，９００円
４１４，２３１，４００円
３５０，３１７，２００円
１，３８１，１２８，５００円
１，０５５，３３９，５００円
３５２，９２８，７００円
１，７２７，０５７，２００円
１，９８５，２４８，７００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 ７，５５８，９２８，１００円

総入場人員 １８，４００名 （有料入場人員 １７，５０２名）




