
１３０４９ ５月９日 晴 稍重 （２１京都３）第５日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

２４ ゴッドフェニックス 牝３黒鹿５４ 池添 謙一青山 洋一氏 池江 泰郎 日高 下河辺牧場 ４５６＋ ４１：１２．２ ９．３�

６１１ オートクチュール 牝３栗 ５４ 船曳 文士�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４６０－ ８１：１２．７３ ２３１．６�

６１２ ストームツイスター 牝３栗 ５４ 福永 祐一太田 美實氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 ４５６－ ４１：１２．８� ３．６�
３６ ナムラワカバ 牝３栗 ５４ 田中 克典奈村 信重氏 松永 昌博 浦河 中島牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ １７．３�
１１ クリムゾンブーケ 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ６１：１２．９� ６．１�
８１５ ホクセツテンシ 牝３芦 ５４ 安藤 勝己平島 尚武氏 宮本 博 新冠 ムラカミファーム ５００＋ ６１：１３．１１ ７．４	
７１３ リッカコウユウ 牝３鹿 ５４ 幸 英明立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４１０－ ６ 〃 クビ １６１．８

４７ ブラストアート 牝３栗 ５４ 武 豊村中 徳広氏 本田 優 新冠 前川 隆範 ４４８± ０１：１３．５２� ２．４�
５１０ グレンチェック 牝３芦 ５４ 四位 洋文藤本 直弘氏 宮本 博 日高 藤本 直弘 ４４６ ―１：１３．９２� ３２．７�
７１４ ブレークダンス 牝３青 ５４ 渡辺 薫彦�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４５６± ０１：１４．２１� ４６７．７
４８ アドマイヤセレス 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０８＋ ４１：１４．３� ４３．２�
１２ ジョイフルバイオ 牝３栗 ５４ 和田 竜二バイオ� 領家 政蔵 門別 中館牧場 ４１８ ―１：１４．５１� １４４．２�
２３ ハイウイング 牝３鹿 ５４ 高野 容輔服部 新平氏 吉岡 八郎 静内 田原橋本牧場 ４１０＋１０１：１４．７１ ８８．２�
３５ メイショウマーブル 牝３鹿 ５４

５２ △田中 健松本 和子氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ５１４ ― 〃 クビ ２６５．６�
８１６ トリプルチャンス 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４０８－１６１：１４．９１� １３０．３�
５９ シゲルロッコウサン 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文森中 蕃氏 須貝 尚介 新冠 長浜 秀昭 ４３８ ―１：１７．０大差 ２０５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３９７，１００円 複勝： ３２，０３９，４００円 枠連： １４，２２３，３００円

普通馬連： ４８，６８９，６００円 馬単： ３７，５９８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１３０，２００円

３連複： ６７，２２４，１００円 ３連単： ９８，１９９，３００円 計： ３３６，５０１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２９０円 � ４，９４０円 � １９０円 枠 連（２－６） １，９１０円

普通馬連 �� ５５，３７０円 馬 単 �� １２８，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３，０００円 �� ８５０円 �� １０，９７０円

３ 連 複 ��� ９９，４３０円 ３ 連 単 ��� １，０５０，３１０円

票 数

単勝票数 計 １８３９７１ 的中 � １５６００（５番人気）
複勝票数 計 ３２０３９４ 的中 � ３０２７８（５番人気）� １２８９（１３番人気）� ５６０５９（２番人気）
枠連票数 計 １４２２３３ 的中 （２－６） ５５１６（９番人気）
普通馬連票数 計 ４８６８９６ 的中 �� ６４９（５７番人気）
馬単票数 計 ３７５９８９ 的中 �� ２１６（１１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１３０２ 的中 �� ３７０（５５番人気）�� ６２００（１０番人気）�� ４３９（５０番人気）
３連複票数 計 ６７２２４１ 的中 ��� ４９９（１３１番人気）
３連単票数 計 ９８１９９３ 的中 ��� ６９（９２０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．６―１２．１―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．２―４７．３―５９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
３ １１，６，５（１，３，１２，１３）（７，８，１５）９，４（２，１０）（１４，１６） ４ １１－（１，６）（１２，１３）５（８，１５）（３，４）（７，１０）２，９（１４，１６）

勝馬の
紹 介

ゴッドフェニックス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００９．２．１４ 京都５着

２００６．４．８生 牝３黒鹿 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン ４戦１勝 賞金 ６，２００，０００円
〔その他〕 ゴッドフェニックス号は，最後の直線コースで内側に逃避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〕 シゲルロッコウサン号は，平成２１年６月９日まで平地競走に出走できない。



１３０５０ ５月９日 晴 稍重 （２１京都３）第５日 第２競走 ��
��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７７ アイノスターゲイト 牡３鹿 ５６ 幸 英明田中 卓氏 藤沢 則雄 日高 下河辺牧場 ４４４－ ８１：５２．８ ３１．８�

４４ メイショウシンドウ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ ３９．４�
８９ ヤマトバンパク 牡３芦 ５６ 武 豊 �静内白井牧場 安達 昭夫 新ひだか 静内白井牧場 ５１０＋ ８１：５３．２２� １．２�
８１０ シャイニーキング 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ５１０＋ ６１：５３．９４ ４８．８�
３３ カイテキゴーゴー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介国本 勇氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４１８－ ４１：５４．０クビ ２９．５�
２２ サンレイクロフネ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 稲原牧場 ５０６± ０１：５４．１� １０．１�
６６ パープルラッキー 牡３栗 ５６ 和田 竜二中野 銀十氏 大橋 勇樹 新ひだか 三石川上牧場 ４５０＋ ２１：５４．２クビ ８２．４	
１１ シャーズブルー 牡３鹿 ５６ 小牧 太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 ５４４－１０１：５４．３� ５．５

７８ � コスモジャングル 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �ビッグレッドファーム 宮 徹 愛

Maddenstown
Equine Enter-
prise Ltd

４７２－ ８１：５５．６８ １８８．０�
５５ マルサンマウジー 牡３鹿 ５６ 小原 義之松井三千年氏 小原伊佐美 新ひだか 富岡 廣光 ４５６ ―１：５５．９１� １１８．４�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２２，３７１，７００円 複勝： ５７，２００，３００円 枠連： １１，８９９，９００円

普通馬連： ３９，８０５，９００円 馬単： ４７，５５５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０２５，３００円

３連複： ５２，７８２，５００円 ３連単： １４８，６９９，６００円 計： ３９８，３４０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１８０円 複 勝 � ４１０円 � ４７０円 � １１０円 枠 連（４－７） １７，６４０円

普通馬連 �� ２４，９６０円 馬 単 �� ６２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４４０円 �� ５００円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ６，４００円 ３ 連 単 ��� １４３，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２２３７１７ 的中 � ５５５３（５番人気）
複勝票数 計 ５７２００３ 的中 � １２６３９（５番人気）� １０５３０（７番人気）� ４１９９７９（１番人気）
枠連票数 計 １１８９９９ 的中 （４－７） ４９８（１９番人気）
普通馬連票数 計 ３９８０５９ 的中 �� １１７７（２４番人気）
馬単票数 計 ４７５５５６ 的中 �� ５５８（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０２５３ 的中 �� １１８６（２４番人気）�� ９４０２（５番人気）�� ７６１８（７番人気）
３連複票数 計 ５２７８２５ 的中 ��� ６０９６（１８番人気）
３連単票数 計１４８６９９６ 的中 ��� ７６３（１９０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１３．０―１２．８―１２．８―１２．５―１２．５―１２．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３６．３―４９．１―１：０１．９―１：１４．４―１：２６．９―１：３９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイノスターゲイト 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 ナグルスキー デビュー ２００８．８．３ 小倉１２着

２００６．３．１５生 牡３鹿 母 ロイヤルタイム 母母 ロイヤルコスマー ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔発走状況〕 アイノスターゲイト号は，発進不良〔出遅れ〕。



１３０５１ ５月９日 晴 稍重 （２１京都３）第５日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：２０．６
１：１９．０

良

良

７１４ サワノパンサー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５３２－ ８１：２３．３ ２．４�

６１１ ヤマカツゴールド 牡３栗 ５６ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４３６－ ２１：２３．６１� ８．１�
８１６ トーセンウーノ 牝３鹿 ５４ 武 豊島川 �哉氏 高橋 成忠 新ひだか 岡田スタツド ４９６＋ ４１：２３．７� ６．８�
４７ スエヒロブリリアン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�みどり住宅 福永 甲 新冠 ヒノデファーム ４３２－ ４ 〃 アタマ １１８．６�
３５ ラガーゴールデン 牡３鹿 ５６ 上野 翔奥村 啓二氏 田所 清広 静内 今 牧場 ４０８－ ２１：２３．８� ２６．７�
８１８ タクティクス 牡３栗 ５６ 安藤 勝己近藤 英子氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：２４．０１� ２．９	
７１３ トウケイビクトリー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介木村 信彦氏 清水 出美 静内 田原橋本牧場 ５２４ ―１：２４．２１ １０１．２

２３ サンライズゴールド 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４５８＋１２ 〃 クビ ８２．９�
２４ スズカミネルバ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ ２１９．８
１１ オードリーアン 牝３芦 ５４ 浜中 俊辰己 岩夫氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：２４．３� １６２．０�
７１５ ニホンピロボレー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦小林百太郎氏 服部 利之 浦河 鵜木 唯義 ４３２＋ ８１：２４．５１� ２３６．３�
３６ 	 ハンサムウーマン 牝３黒鹿５４ 小牧 太寺田千代乃氏 加藤 征弘 米

Liberation Farm
and Brandywine
Farm, LLC

４４０＋ ４１：２４．６� ３５．６�
６１２ エーシンセーフティ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二平井 宏承氏 宮本 博 浦河 栄進牧場 ４５４－ ８１：２４．７クビ ３３．５�
５１０ クレバーアグネス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４７４ ―１：２４．９１ １６．４�
１２ トップナデシコ 牝３栗 ５４ 高橋 亮猪野毛雅人氏 高橋 隆 三石 猪野毛牧場 ４５０＋ ２１：２５．０� ２３１．３�
５９ マジックソルジャー 牡３栗 ５６ 田中 克典�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ５０４－ ６ 〃 アタマ ３４３．１�
４８ コアレスランナー 
３鹿 ５６ 小林 徹弥小林 昌志氏 野村 彰彦 平取 コアレススタッド ４１６＋ ４１：２５．２１� ４６９．６�
８１７ トモロサンサン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲大下 智廣崎 智子氏 松永 幹夫 新冠 川上牧場 ４３４＋３０１：２５．４１� ２９１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，５４４，７００円 複勝： ２４，８１５，２００円 枠連： ２０，１３９，９００円

普通馬連： ４９，１９１，９００円 馬単： ３６，９５３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８９０，０００円

３連複： ６２，５４４，４００円 ３連単： ９７，２８２，９００円 計： ３２９，３６２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（６－７） ６８０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ３７０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ７，１００円

票 数

単勝票数 計 １９５４４７ 的中 � ６６８０１（１番人気）
複勝票数 計 ２４８１５２ 的中 � ６５３８０（１番人気）� ３２２３５（４番人気）� ３６１０９（３番人気）
枠連票数 計 ２０１３９９ 的中 （６－７） ２１８６９（２番人気）
普通馬連票数 計 ４９１９１９ 的中 �� ４７７２９（２番人気）
馬単票数 計 ３６９５３９ 的中 �� ２２０４１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８９００ 的中 �� １６７９５（２番人気）�� １３０２０（３番人気）�� ４４７８（１１番人気）
３連複票数 計 ６２５４４４ 的中 ��� ２６７３０（４番人気）
３連単票数 計 ９７２８２９ 的中 ��� １０１１２（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．７―４８．２―１：００．５―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サワノパンサー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．２．８ 京都２着

２００６．４．１８生 牡３鹿 母 サワノビンティ 母母 ダッシングママ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況・騎手変更〕 トモロサンサン号は，馬場入場時に転倒。騎手田中健は検査のため大下智に変更。検量及び装鞍のやり

直しのため発走時刻３分遅延。
〔その他〕 トモロサンサン号は，本会所定の服色を使用。
※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 キュートトリックス号・ポジティブライト号



１３０５２ ５月９日 晴 稍重 （２１京都３）第５日 第４競走 ��
��２，４００�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

２：２２．６
２：２２．１

良

良

３３ サクラメガスター 牡３栗 ５６ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４５６－ ２２：２７．８ １．８�

６６ ウインシュールマン 牡３青 ５６ 武 豊�ウイン 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４４４± ０２：２８．４３� ２．９�
８９ リバティーフロー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８０± ０ 〃 クビ ７．４�
２２ ウィズインウエク 牡３栗 ５６ 小牧 太内藤 耕造氏 福島 信晴 新冠 ビッグレッドファーム ５０４＋ ４２：２９．０３� １６．７�
５５ スティアヘッド 牡３鹿 ５６ 上野 翔�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４６６± ０２：２９．２１ １１．０�
４４ テイエムイタンジ 牡３栗 ５６ 幸 英明竹園 正繼氏 木原 一良 三石 本桐牧場 ５１４－ ２２：２９．４１� ４９．６	
８８ トムズビーム 牡３青鹿５６ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 畠山牧場 ４５６－ ６２：３１．１大差 ８１．９

１１ シルクマニューバー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介有限会社シルク鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４７８－ ４２：３１．２クビ ７６．３�

７７ ローズタトゥ 牝３鹿 ５４
５１ ▲大下 智昴ホースクラブ 鹿戸 明 新ひだか 土田 扶美子 ４５４－ ２２：３２．０５ ８５．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： １９，０９０，７００円 複勝： ４０，９０６，３００円 枠連： １３，６８２，８００円

普通馬連： ３６，６１２，０００円 馬単： ４３，９８６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２２１，２００円

３連複： ４９，８５３，１００円 ３連単： １４６，９６２，０００円 計： ３６６，３１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（３－６） １７０円

普通馬連 �� １９０円 馬 単 �� ２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ２００円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ２９０円 ３ 連 単 ��� ６４０円

票 数

単勝票数 計 １９０９０７ 的中 � ８６２４８（１番人気）
複勝票数 計 ４０９０６３ 的中 � ２２０２４８（１番人気）� １０９２５４（２番人気）� ３１３６３（３番人気）
枠連票数 計 １３６８２８ 的中 （３－６） ６２７６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ３６６１２０ 的中 �� １４８３６４（１番人気）
馬単票数 計 ４３９８６９ 的中 �� １１７９３８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２２１２ 的中 �� ４８４９５（１番人気）�� １５６９３（２番人気）�� １０９８６（５番人気）
３連複票数 計 ４９８５３１ 的中 ��� １２９７７６（１番人気）
３連単票数 計１４６９６２０ 的中 ��� １６９８６７（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１２．０―１２．１―１３．６―１２．６―１２．４―１２．６―１２．６―１２．１―１１．７―１２．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．３―２４．３―３６．４―５０．０―１：０２．６―１：１５．０―１：２７．６―１：４０．２―１：５２．３―２：０４．０―２：１６．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラメガスター 
�
父 サクラローレル 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．４．１２ 阪神３着

２００６．４．２９生 牡３栗 母 サ ク ラ メ ガ 母母 サクラクレアー ２戦１勝 賞金 ６，３００，０００円



１３０５３ ５月９日 晴 稍重 （２１京都３）第５日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

７９ ジャングルストーン 牡３栗 ５６ 和田 竜二後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４５０＋ ２１：３５．８ ８０．１�

７８ ブルーモーリシャス 牡３青鹿５６ 幸 英明 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５６＋１０１：３６．０１� １３．５�
８１０ シルクドミニオン 牡３栗 ５６ 浜中 俊有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ４ 〃 クビ ２５．０�
３３ ダノンヨーヨー 牡３栗 ５６ 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０８－ ２１：３６．１� ２．１�
６７ � ベイビーローズ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一広尾レース� 小崎 憲 愛 Rockhart

Traping Ltd ４６６＋ ８ 〃 アタマ ３８．３�
１１ セキサンダンスイン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４３４－ ４１：３６．３１� ２３．３	
５５ ピースピース 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４８－ ６１：３６．５１� １３．０

４４ ケイアイゲンブ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 大久保龍志 新ひだか 大滝 康晴 ４８４＋ ８ 〃 アタマ ２８．２�
８１１ タキオンクール 牡３栗 ５６ 安藤 勝己野村 春行氏 領家 政蔵 新冠 ハクツ牧場 ４８０＋ ６１：３６．６� ２．８�
２２ � テスタマッタ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford

Farm ４９２－ ４ 〃 クビ ２３．４
６６ 	 サクラシャイニー 牡３栗 ５６ 小牧 太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４４６－ ６１：３６．７クビ １３．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，２０２，７００円 複勝： ３１，９４８，１００円 枠連： １２，９０３，１００円

普通馬連： ５３，４２４，０００円 馬単： ４２，１１２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５６９，６００円

３連複： ６３，９３７，９００円 ３連単： １１９，９１７，０００円 計： ３７０，０１５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，０１０円 複 勝 � １，６２０円 � ４１０円 � ４００円 枠 連（７－７） ２９，２２０円

普通馬連 �� ２７，８１０円 馬 単 �� ８２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，３８０円 �� ６，７９０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� ８１，３６０円 ３ 連 単 ��� ７８３，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２５２０２７ 的中 � ２４８２（１１番人気）
複勝票数 計 ３１９４８１ 的中 � ４６７６（１１番人気）� ２１４５６（５番人気）� ２２５６５（４番人気）
枠連票数 計 １２９０３１ 的中 （７－７） ３２６（３１番人気）
普通馬連票数 計 ５３４２４０ 的中 �� １４１８（４９番人気）
馬単票数 計 ４２１１２７ 的中 �� ３７８（１０４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５６９６ 的中 �� ７８８（４８番人気）�� ７４０（５０番人気）�� ２３１２（２５番人気）
３連複票数 計 ６３９３７９ 的中 ��� ５８０（１３８番人気）
３連単票数 計１１９９１７０ 的中 ��� １１３（８９１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．２―１２．６―１２．４―１１．７―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３６．２―４８．８―１：０１．２―１：１２．９―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．６
３ ９－７（８，１０）（１，１１）３（４，２）（５，６） ４ ９－７，１０，８（１，１１）（４，３，６）（２，５）

勝馬の
紹 介

ジャングルストーン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Theatrical デビュー ２００８．８．１６ 小倉１着

２００６．３．２１生 牡３栗 母 キングスミール 母母 スルーオール ８戦２勝 賞金 １７，４００，０００円



１３０５４ ５月９日 晴 稍重 （２１京都３）第５日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

４４ ナリタカービン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己�オースミ 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４８０－ ８１：５１．１ １．５�

５６ ナムラカイシュウ 牡３鹿 ５６ 武 豊奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４８４± ０ 〃 クビ ６．６�
５５ アローベアタキオン 牡３栗 ５６ 四位 洋文宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ５０８＋ ４１：５２．４８ ５．２�
８１１ ティックルピンク 牝３栗 ５４ 熊沢 重文 �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 ４９４－ ４１：５２．７２ １４．５�
１１ テーオーマース 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝小笹 公也氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７６－ ４ 〃 ハナ ４０．３�
３３ メイショウロッコー 牡３栗 ５６ 小牧 太松本 好雄氏 武田 博 新冠 北星村田牧場 ４８８－ ２１：５３．０２ ３８．４	
８１２ スマイルミッキー 牡３鹿 ５６ 幸 英明広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６２＋ ２１：５３．１クビ ２１２．５

６８ ナニハトモアレ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４６８－ ８１：５３．８４ ５２．８�
７９ ツカサゲンキ 牡３鹿 ５６ 北村 浩平中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ４８４＋ ２１：５４．１２ ２３２．３�
６７ タガノブレード 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 静内 桜井牧場 ５３０＋ ６１：５４．２クビ ３４．９
２２ エルジャンクション 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－１０１：５５．１５ ３９．４�
７１０ ギガブレイク 牡３黒鹿５６ 和田 竜二岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ５１６＋ ６１：５５．５２� ７０．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，９９２，７００円 複勝： ６３，６４６，１００円 枠連： １７，２７１，１００円

普通馬連： ５５，８２０，８００円 馬単： ４９，８１１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２５４，４００円

３連複： ７４，３２６，４００円 ３連単： １４９，９６６，３００円 計： ４５９，０８９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（４－５） １８０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １７０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ４９０円 ３ 連 単 ��� １，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２５９９２７ 的中 � １４４７０１（１番人気）
複勝票数 計 ６３６４６１ 的中 � ４４００３９（１番人気）� ４４０４１（３番人気）� ５７３９６（２番人気）
枠連票数 計 １７２７１１ 的中 （４－５） ７３６３３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５８２０８ 的中 �� １０３５０５（２番人気）
馬単票数 計 ４９８１１６ 的中 �� ６４７１６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２５４４ 的中 �� ３１０２７（２番人気）�� ３９８５８（１番人気）�� ８６４６（７番人気）
３連複票数 計 ７４３２６４ 的中 ��� １１３１９０（１番人気）
３連単票数 計１４９９６６３ 的中 ��� ７２０６０（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１２．２―１２．７―１３．１―１２．４―１２．１―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３５．９―４８．６―１：０１．７―１：１４．１―１：２６．２―１：３８．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタカービン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００８．９．１４ 阪神４着

２００６．３．４生 牡３鹿 母 センボンザクラ 母母 ダイナフランダース ８戦２勝 賞金 ２５，０５６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 テーオーマース号は，枠内駐立不良〔坐る〕。



１３０５５ ５月９日 晴 稍重 （２１京都３）第５日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

５９ � サザンギャラクシー 牡４鹿 ５６ 武 豊吉田 和美氏 橋田 満 新 Jungle Pocket
Pty Ltd ５００－１０１：３３．９ ２．７�

８１５ プリティダンス 牝５栗 ５５ 福永 祐一横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７６＋１０１：３４．１１� ４０．３�
６１０ ナリタスレンダー 	４鹿 ５７ 幸 英明�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４７４－ ２１：３４．４１
 ６．０�
６１１ ナリタアタッカー 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文�オースミ 的場 均 新冠 的場牧場 B４７８－１２１：３４．８２� ８８．３�
４６ ニシノシュテルン 牡４鹿 ５７ 石橋 守西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４８６－ ４１：３５．０１� １８．６�
８１４ ケンセイフライト 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大杉安謙一郎氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ４８８＋ ４１：３５．１
 １３．１�
７１３ ネバーチェンジ 牡５黒鹿５７ 飯田 祐史山本 慎一氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４８６＋１６１：３５．４１
 ２９．９	
３５ � ゼットファースト 牡５栗 ５７ 和田 竜二
フォーレスト 田所 清広 英 J. Ellis B４８４－ ４１：３５．５� １２２．９�
１１ � セレスブレイク 	４鹿 ５７ 後藤 浩輝岡 浩二氏 笹田 和秀 米 Newbyth

Stud Farm ４９２＋ ６１：３６．４５ ７１．２�
４７ マイネルインゼル 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �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 ４６４－ ２１：３６．５
 ２．６
２２ ラ ン ラ ン 牝４鹿 ５５ 小牧 太澤 洋氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ ９８．９�
３４ � ポートカンパーニュ 牝５栗 ５５ 橋本 美純水戸眞知子氏 高橋 成忠 浦河 中脇 満 ４６６－ ２１：３６．７１� １７１．２�
２３ � ス ピ ー ド 牡４栗 ５７

５５ △田中 健山口 �一氏 小原伊佐美 静内 荒谷 英俊 ４７０－ ６１：３６．９１� ２８６．９�
５８ インテンスブルー 牡４鹿 ５７ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 B４７６＋ ２１：３７．０クビ １２．５�
７１２ ニシノオノコ 	５黒鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介西山 茂行氏 松元 茂樹 鵡川 西山牧場 ４３８－２２１：３７．９５ ５２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，００５，７００円 複勝： ２９，４６４，２００円 枠連： １７，９７０，１００円

普通馬連： ５７，２２１，０００円 馬単： ４２，５５５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５４３，５００円

３連複： ７５，３１７，０００円 ３連単： １３１，６５３，９００円 計： ３９６，７３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ６３０円 � １８０円 枠 連（５－８） １，１２０円

普通馬連 �� ６，４２０円 馬 単 �� ８，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� ４１０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� １０，９９０円 ３ 連 単 ��� ５８，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２１００５７ 的中 � ６１３２７（２番人気）
複勝票数 計 ２９４６４２ 的中 � ６４２６７（２番人気）� ８６２４（８番人気）� ４８０４０（３番人気）
枠連票数 計 １７９７０１ 的中 （５－８） １１９０７（５番人気）
普通馬連票数 計 ５７２２１０ 的中 �� ６５８４（１８番人気）
馬単票数 計 ４２５５５９ 的中 �� ３６０９（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５４３５ 的中 �� ３０３２（１７番人気）�� １４５６６（３番人気）�� １８４９（２５番人気）
３連複票数 計 ７５３１７０ 的中 ��� ５０６２（３２番人気）
３連単票数 計１３１６５３９ 的中 ��� １６５５（１５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．３―３４．６―４６．５―５８．４―１：１０．１―１：２１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サザンギャラクシー �
�
父 Admire Vega �

�
母父 Jade Robbery デビュー ２００８．６．２９ 函館２着

２００５．９．２４生 牡４鹿 母 Hecate 母母 Annie Brown １２戦２勝 賞金 ３１，４４４，０００円



１３０５６ ５月９日 晴 稍重 （２１京都３）第５日 第８競走 ��
��１，８００�

ま い づ る

舞 鶴 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２０．５．１０以降２１．５．３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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１４ ニューイチトク 牡４鹿 ５６ 小牧 太高浦 正雄氏 吉田 直弘 門別 中前 義隆 ４７０＋ ２１：５０．３ １．９�

４８ ブラッシュアップ 牡４栗 ５６ 浜中 俊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４６８－ ２１：５０．６２ １２．７�

７１３� アドマイヤレグルス 牡６黒鹿５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 B４８４＋１６１：５０．８１ １５．０�
１２ ヨ ク バ リ 牡４鹿 ５６ 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４６８＋ ４１：５０．９� ２３．０�
２４ トップコマチ 牝４鹿 ５２ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４６＋ ６１：５１．１１ ８５．６�
３６ ピイラニハイウェイ 牡４黒鹿５７ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６４± ０１：５１．３１� ７．４	
５１０ パーフェクトラン 牡６鹿 ５５ 田中 健下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５０６＋ ４ 〃 ハナ ４２．８

８１６ シャインモーメント 牡４栗 ５７ 四位 洋文�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４９０＋ ６１：５１．４� ５．８�
２３ ト ム ト ッ プ 牡５栗 ５４ 後藤 浩輝半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４６６＋ ２１：５１．６１	 ６３．４�
３５ � スプリングサンテ 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠加藤 春夫氏 村山 明 様似 宮本 一輝 ４５８＋ ６ 〃 ハナ １３．３
８１５ ラフレッシュブルー 牝４栗 ５２ 小林 徹弥 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４３０＋ ４１：５１．９２ ９５．７�
６１１� ナムラグローリー 牡５芦 ５５ 橋本 美純奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４９６＋ ４ 〃 アタマ １０６．７�
６１２ ホワイトショウフク 牡４芦 ５４ 福永 祐一山本 廣氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４５２－ ８１：５２．４３ ２４．３�
４７ マルタカドリーム 牡７黒鹿５２ 小坂 忠士高橋 義和氏 境 直行 三石 本桐牧場 ４８２＋ ４１：５２．５クビ １５１．９�
５９ ディアプリンシパル 牡４青 ５４ 池添 謙一寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４６２＋ ８１：５３．２４ ４６．７�
１１ タムロチェスト 牡４栗 ５５ 熊沢 重文谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４６０－ ８１：５３．３� ４７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８０７，２００円 複勝： ４２，５４３，６００円 枠連： ２９，０７６，７００円

普通馬連： ９４，５０９，８００円 馬単： ５９，１２３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，２３９，８００円

３連複： １１７，２３７，０００円 ３連単： ２１０，３３１，４００円 計： ６１１，８６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ３００円 � ３７０円 枠 連（４－７） １，２８０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ６８０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ５，３６０円 ３ 連 単 ��� １８，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２６８０７２ 的中 � １１２６２９（１番人気）
複勝票数 計 ４２５４３６ 的中 � １３３６９８（１番人気）� ２９５６１（５番人気）� ２２６６４（６番人気）
枠連票数 計 ２９０７６７ 的中 （４－７） １６８０９（４番人気）
普通馬連票数 計 ９４５０９８ 的中 �� ５４６６５（４番人気）
馬単票数 計 ５９１２３１ 的中 �� ２２８３８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２２３９８ 的中 �� １５３４７（３番人気）�� １１９９６（６番人気）�� ３６８４（２２番人気）
３連複票数 計１１７２３７０ 的中 ��� １６１６１（１６番人気）
３連単票数 計２１０３３１４ 的中 ��� ８３７４（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．３―３５．７―４８．２―１：００．８―１：１３．２―１：２５．４―１：３７．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニューイチトク �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００８．６．１５ 中京１３着

２００５．５．２９生 牡４鹿 母 フリースピリツト 母母 ダイナフランダース １０戦３勝 賞金 ４１，９９２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サーユウジーン号
（非抽選馬） ９頭 カシノヨウスケ号・クリノダイマオー号・シルクストリート号・スズカフェロー号・タマモディファイ号・

トップオブハワイキ号・ヒシウィンザー号・フィールドジュエル号・マヤノバルトーク号



１３０５７ ５月９日 晴 稍重 （２１京都３）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

たかせがわ

高瀬川ステークス
発走１５時００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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４７ ストーリーテリング 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４８０－ ４１：２３．２ １６．９�

２４ スーサンライダー 牡５栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６６－ ６ 〃 クビ １８．５�
１１ ショウナンアクト 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８６－ ４１：２３．４１� ４．２�
４８ スリーアリスト 牡４栗 ５７ 浜中 俊永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４８４＋ ６１：２３．５クビ ４．３�
７１３ ワンダーポデリオ 牡５鹿 ５７ 北沢 伸也山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４６８± ０１：２３．７１� １２．８�
５９ トウショウブリッツ 牡５鹿 ５７ 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ２３．６	
８１５	 セイウンプレジャー 牡７鹿 ５７ 四位 洋文西山 茂行氏 宮本 博 米

Dale Roberts,
Bob Austin &
Bill Austin

B５０２＋ ２１：２３．８クビ ４６．４

７１４ スマートブレード 牡８黒鹿５７ 熊沢 重文大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５３０－ ６ 〃 アタマ ２８．０�
６１２ サザンビューティー 牝６芦 ５５ 田嶋 翔南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４９０＋ ４ 〃 アタマ １６．１�
３６ 
 ダイイチミラクル �９芦 ５７ 渡辺 薫彦�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４７８－ ８１：２３．９クビ ５４．６
６１１ オネストジョン 牡５鹿 ５７ 石橋 守藤本 直弘氏 宮本 博 門別 藤本 直弘 B５２８＋ ８ 〃 ハナ １１．７�
８１６ ポ ー ト ラ ヴ 牡５栗 ５７ 幸 英明水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５６０＋ ６ 〃 クビ １６．０�
２３ リフレックス 牡４栗 ５７ 福永 祐一�木村牧場 鈴木 伸尋 門別 木村牧場 ４７０＋ ６１：２４．２１� ２９．３�
３５ 	 ウォーターバロン 牡８黒鹿５７ 北村 浩平山岡 良一氏 須貝 尚介 米 Kotaro

Tanaka ５０８－ ２１：２４．３� １７１．６�
１２ ザシークレット 牡４芦 ５７ 小牧 太 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ５２２－２２１：２５．１５ ３３．６�
５１０ メ リ ッ サ 牝５鹿 ５５ 武 豊岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４７２± ０１：２６．０５ ４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，５９０，６００円 複勝： ４９，８９９，３００円 枠連： ３６，３８６，７００円

普通馬連： １３５，１０５，６００円 馬単： ７７，０２４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，４４２，８００円

３連複： １６８，６０５，５００円 ３連単： ２８９，０３４，９００円 計： ８２７，０８９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ４４０円 � ５００円 � １７０円 枠 連（２－４） ２，６５０円

普通馬連 �� １２，８５０円 馬 単 �� ２６，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９９０円 �� １，０７０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� １６，０００円 ３ 連 単 ��� １３３，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２９５９０６ 的中 � １３８２６（８番人気）
複勝票数 計 ４９８９９３ 的中 � ２６３８７（７番人気）� ２２６９６（８番人気）� ９９５５６（１番人気）
枠連票数 計 ３６３８６７ 的中 （２－４） １０１４９（１３番人気）
普通馬連票数 計１３５１０５６ 的中 �� ７７６３（４８番人気）
馬単票数 計 ７７０２４１ 的中 �� ２１５４（１０１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１４４２８ 的中 �� ２４９４（５６番人気）�� ９８６６（６番人気）�� ６０３６（１９番人気）
３連複票数 計１６８６０５５ 的中 ��� ７７７７（５４番人気）
３連単票数 計２８９０３４９ 的中 ��� １５９４（４２９番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストーリーテリング �
�
父 デザートキング �

�
母父 Private Account デビュー ２００８．５．２５ 新潟１着

２００５．３．３１生 牝４鹿 母 ノーテリング 母母 My Heroine １０戦４勝 賞金 ５３，６１９，０００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１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 アグネスマクシマム号・オールタイムベスト号・クイックリープ号・ケアレスウィスパー号・ゲットクール号・

サラトガ号・シルクレセプション号・スペースフライト号・スリーセブンスピン号・ゼンノトレヴィ号・
タガノエスペランサ号・ダノンアスカ号・ビーチアイドル号・フライデイフライト号・ミダースタッチ号・
リンリンリン号・レッドターキー号



１３０５８ ５月９日 晴 良 （２１京都３）第５日 第１０競走 ��
��２，２００�第５７回京 都 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走１５時３５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 １，２１８，０００円 ３４８，０００円 １７４，０００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

４８ ベストメンバー 牡３黒鹿５６ 四位 洋文前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００＋ ４２：１３．０ ３．４�

３５ デ ル フ ォ イ 牡３鹿 ５６ 武 豊 �社台レースホース長浜 博之 新冠 追分ファーム ４５８＋ ４２：１３．１� ４．９�
３６ � ロードロックスター 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 愛 K.I. Farm ４８４－ ８２：１３．３１ ８．９�
７１４ メイショウドンタク 牡３黒鹿５６ 小牧 太松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４９０± ０２：１４．０４ ２８．６�
５１０ リクエストソング 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４８２± ０２：１４．１� ４．０�
４７ ジョウノワンダー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二小川 義勝氏 平田 修 門別 三城牧場 B４８４－ ２２：１４．２� ３４．９	
６１１ ガ ウ デ ィ 牡３栗 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４３８－ ８ 〃 クビ １１．８

２３ ダノンカモン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２８＋１０２：１４．３クビ １７．２�
６１２ トランセンド 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８－ ２２：１４．４� １０．９�
７１３ トーセンロマネ 牡３栗 ５６ 浜中 俊島川 哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４４０± ０ 〃 クビ ７７．５�
５９ ニシノホウギョク 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文西山 茂行氏 河内 洋 むかわ 西山牧場 ５００－ ４２：１４．６１	 ２１．５�
１２ � エーシンマイトップ 牡３栗 ５６ 長谷川浩大平井 宏承氏 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ４９０＋ ４２：１５．３４ １８０．７�
１１ グランプリスマイル 牡３鹿 ５６ 石橋 守�グランプリ 村山 明 静内 千代田牧場 ４６０－ ６ 〃 クビ １８６．８�
８１６ ヒカリアスティル 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦當山 則氏 谷 潔 伊達 高橋農場 ４９２± ０２：１５．６１� ２５２．８�
２４ スマートタイタン 牡３栗 ５６ 池添 謙一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ２２：１７．１９ ５８．６�
８１５ タマモシンボル 牡３鹿 ５６ 橋本 美純タマモ� 中竹 和也 静内 前田牧場 ４６８－ ８２：１７．２� ２５３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７２，８５５，９００円 複勝： １０４，５２６，８００円 枠連： ８０，１８４，４００円

普通馬連： ４２０，３９１，０００円 馬単： ２１５，４７１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １００，１１１，３００円

３連複： ４７８，９２９，１００円 ３連単： ９２３，０４４，２００円 計： ２，３９５，５１４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（３－４） ５８０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ７５０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，８４０円 ３ 連 単 ��� １０，５６０円

票 数

単勝票数 計 ７２８５５９ 的中 � １７２９４５（１番人気）
複勝票数 計１０４５２６８ 的中 � ２３１６０１（１番人気）� １７２５７９（３番人気）� ８１３２０（４番人気）
枠連票数 計 ８０１８４４ 的中 （３－４） １０３２６２（２番人気）
普通馬連票数 計４２０３９１０ 的中 �� ３４７６７２（２番人気）
馬単票数 計２１５４７１７ 的中 �� ９７３４６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１００１１１３ 的中 �� ６７８１２（２番人気）�� ３１７７５（６番人気）�� ２９４７６（８番人気）
３連複票数 計４７８９２９１ 的中 ��� １２４６６８（６番人気）
３連単票数 計９２３０４４２ 的中 ��� ６４５１４（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．８―３６．１―４８．６―１：０１．０―１：１４．０―１：２６．６―１：３８．４―１：４９．７―２：０１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．６
１
３
６－１２（３，１４）８，９（２，５）１０（１，７，４）１６－（１３，１１）－１５
６，１２，１４（３，８）９（２，５）１０（４，１，７）（１３，１６）（１５，１１）

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

勝馬の
紹 介

ベストメンバー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００８．９．２８ 阪神１着

２００６．４．１４生 牡３黒鹿 母 グレートキャティ 母母 ルーシームーン ７戦４勝 賞金 １０９，９８３，０００円
※グランプリスマイル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１３０５９ ５月９日 晴 良 （２１京都３）第５日 第１１競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０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

８１２ ニホンピロコナユキ 牝５栗 ５５
５２ ▲国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４６２± ０１：３５．０ ３３．８�

４４ ストリートスタイル 牝４鹿 ５５ 浜中 俊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４１６－１４ 〃 クビ ３．１�
６８ コパノオーシャンズ 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４２６＋ ８１：３５．２１ ４．０�
５５ セレブラール 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 三石 土居 忠吉 ４８４－ ２ 〃 ハナ ２３．５�
７９ ヴィクトリアアイ 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ８１：３５．４１� ３０．０�
３３ � リキアイコンドル 牝６鹿 ５５ 武 豊高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４８６－ ６ 〃 ハナ ５．９�
５６ リーベストラウム 牝４黒鹿５５ 和田 竜二�ミルファーム 斎藤 誠 静内 前谷 武志 ４９０± ０１：３５．５� ４．９	
２２ ニホンピロシェリー 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 ４７２＋ ４１：３５．６� １６．７

６７ フェスティヴマロン 牝５鹿 ５５ 小牧 太臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４８２＋１８１：３５．７� ７６．９�
７１０ ボーテセレスト 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦�錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ４２０－ ４１：３５．８クビ ８９．０
１１ ミルクトーレル 牝５鹿 ５５ 四位 洋文宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ５０４－１２１：３６．０１� １０．９�
８１１ キンショーオトヒメ 牝４栗 ５５ 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４３６± ０１：３６．４２� ４１．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２８，７９４，１００円 複勝： ３７，１６４，０００円 枠連： ２３，６１１，７００円

普通馬連： １０３，４４６，０００円 馬単： ６９，１２３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７５８，０００円

３連複： １１２，６９７，９００円 ３連単： ２６８，０７４，９００円 計： ６７２，６６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３８０円 複 勝 � ６５０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（４－８） ３，７４０円

普通馬連 �� ９，２４０円 馬 単 �� ２１，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０３０円 �� ２，１９０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １１，１３０円 ３ 連 単 ��� １２９，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２８７９４１ 的中 � ６７２１（９番人気）
複勝票数 計 ３７１６４０ 的中 � １００７３（１０番人気）� ８４５０７（１番人気）� ６７５０９（２番人気）
枠連票数 計 ２３６１１７ 的中 （４－８） ４６６７（１５番人気）
普通馬連票数 計１０３４４６０ 的中 �� ８２６４（２７番人気）
馬単票数 計 ６９１２３２ 的中 �� ２４０３（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７５８０ 的中 �� ３３０３（２６番人気）�� ３０４８（２８番人気）�� ２９０４０（１番人気）
３連複票数 計１１２６９７９ 的中 ��� ７４７４（３７番人気）
３連単票数 計２６８０７４９ 的中 ��� １５２５（３１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．８―４８．０―１：００．１―１：１１．７―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ ５，１２－７－（４，９）（２，３，８）１１（１，６）１０ ４ ５，１２，７，４，９（２，３，８）（１，６，１１）１０

勝馬の
紹 介

ニホンピロコナユキ �
�
父 ニホンピロニール �

�
母父 ダンスオブライフ デビュー ２００６．９．３０ 中京１０着

２００４．５．８生 牝５栗 母 ニホンピロダンス 母母 ニホンピロビット ２４戦３勝 賞金 ３１，４２０，０００円



１３０６０ ５月９日 晴 良 （２１京都３）第５日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時４０分 （芝・右・外）

牝，５００万円以下；負担重量は，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

６８ ファイブスター 牝４芦 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３４－１０１：４９．２ ４．１�

６７ プティマカロン 牝４青鹿５５ 田嶋 翔伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４５０－１０１：４９．３� ５．７�
４４ フレジェール 牝５鹿 ５５ 四位 洋文吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４９２＋１０１：４９．４� ３．３�
５５ ドナフュージョン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介山田 貢一氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 ４４８＋ ２１：４９．５� ３６．３�
７１０ ディープキッス 牝４鹿 ５５ 小牧 太岸田 勝宏氏 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 ４４０＋ ４１：４９．６� ７．４�
７９ � フレノカトリーヌ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊�ヤブウチ 小島 茂之 浦河 岡本牧場 ４４４＋ ６ 〃 クビ １８．３�
５６ � ケイエスユリ 牝５栗 ５５ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４６４± ０１：５０．０２� １６．４	
３３ � ワンダーパートナ 牝５鹿 ５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ３９２＋ ７ 〃 ハナ １０４．４

８１２ ヴァリアントレディ 牝４青鹿５５ 和田 竜二 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４－ ４１：５０．２１ ４．９�
１１ � ファディクト 牝４青 ５５ 後藤 浩輝藤本 直弘氏 北出 成人 門別 藤本 誠二 ４３２－ ８１：５０．５１� ５２．７
８１１� カシノラブコール 牝５鹿 ５５ 小坂 忠士柏木 務氏 福永 甲 鹿児島 柏木 務 ４３６± ０１：５１．３５ １３７．２�
２２ � アイルイザダイヤ 牝４鹿 ５５ 柴原 央明鈴木 幹次氏 昆 貢 静内 西村 和夫 ４２２－ ４１：５２．１５ ５０．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，７５７，１００円 複勝： ４６，６１８，６００円 枠連： ３６，６０４，５００円

普通馬連： １２７，６２３，５００円 馬単： ８７，７５９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，３３４，８００円

３連複： １４６，８２０，２００円 ３連単： ３５３，４３９，５００円 計： ８７４，９５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（６－６） １，２１０円

普通馬連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ２７０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ７，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３６７５７１ 的中 � ７１０６４（２番人気）
複勝票数 計 ４６６１８６ 的中 � ８２０５０（２番人気）� ６８０８１（４番人気）� １００３８４（１番人気）
枠連票数 計 ３６６０４５ 的中 （６－６） ２２４５０（７番人気）
普通馬連票数 計１２７６２３５ 的中 �� ７５８７４（５番人気）
馬単票数 計 ８７７５９０ 的中 �� ３０９５４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９３３４８ 的中 �� ２５１６９（３番人気）�� ３９５７６（１番人気）�� ２２７９３（４番人気）
３連複票数 計１４６８２０２ 的中 ��� ９４９９５（２番人気）
３連単票数 計３５３４３９５ 的中 ��� ３４９９３（１２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．６―１２．２―１３．１―１３．０―１２．１―１２．１―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．９―３６．１―４９．２―１：０２．２―１：１４．３―１：２６．４―１：３７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ １２，１（３，２）（５，４）（９，８）（１０，１１，７）－６ ４ １２（１，２）３，４（５，８）（９，７）（１０，１１）－６

勝馬の
紹 介

ファイブスター �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．３．３０ 中京４着

２００５．５．１０生 牝４芦 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー １０戦２勝 賞金 ２４，６５２，０００円
〔騎手変更〕 カシノラブコール号の騎手田中健は，負傷のため小坂忠士に変更。
※ファディクト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２１京都３）第５日 ５月９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６３頭 本 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

２７８，６９０，０００円
２３，５６０，０００円
２，８９０，０００円
２８，９８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，８１６，０００円
４，５１０，０００円
１，６１３，７００円

勝馬投票券売得金
３４６，４１０，２００円
５６０，７７１，９００円
３１３，９５４，２００円
１，２２１，８４１，１００円
８０９，０７６，６００円
３７９，５２０，９００円
１，４７０，２７５，１００円
２，９３６，６０５，９００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ８，０３８，４５５，９００円

総入場人員 ２５，５１８名 （有料入場人員 ２３，９７３名）




