
１２０４９ ５月８日 晴 稍重 （２２京都３）第５日 第１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 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

３５ フラッテローザ 牝３栗 ５４ 池添 謙一吉田 和美氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４８６－ ４１：５４．４ ２３．６�

３４ シゲルゴウヒメ 牝３鹿 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水上 習孝 ４６０＋ ６１：５４．８２� ２７．２�
４６ ネオスペチアーレ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４４８＋ ６１：５５．２２� ６．１�
８１５ コ ン カ ラ ン 牝３栗 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４５０＋ ４ 〃 クビ ８．７�
１１ イザベルドスメーン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：５５．７３ １．６�
６１１ オモイカナウ 牝３鹿 ５４

５２ △国分 恭介小田切有一氏 田中 章博 日高 浦新牧場 ４５２＋ ８１：５６．１２� ９３．６�
２３ キモンピンキー 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 日高 ヤナガワ牧場 ４９４＋ ８１：５６．２クビ ９．９	
７１３ ロ ス マ リ ン 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰田口 廣氏 加藤 敬二 安平 田口 廣 ４５２－ ４１：５６．６２� ３２５．６

２２ アンダルシア 牝３鹿 ５４ 小牧 太平口 信行氏 谷 潔 浦河 大柳ファーム ４５０± ０１：５６．９１� １６８．３�
７１２ ピサノアウローラ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦市川 義美氏 沖 芳夫 新ひだか フジワラフアーム ４６４＋ ８ 〃 クビ １６４．５�
８１４ ヴァージンフライト 牝３鹿 ５４ 幸 英明トール＆ワイド 藤沢 則雄 浦河 磯野牧場 ４３０－ ６１：５７．２１� １１３．０
６１０ ドリーミーブリッジ 牝３鹿 ５４ 石橋 守橋本 善吉氏 河内 洋 安平 �橋本牧場 ４３６ ―１：５７．３� ２８６．５�
４７ ラブソーファイン 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４３０＋ ６１：５７．６２ ４０．３�
５８ ビューティペガサス 牝３栗 ５４ 和田 竜二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 浜本牧場 ４８０ ―１：５８．３４ １４１．６�
５９ ヤマニンギモーヴ 牝３鹿 ５４

５２ △松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４８２－ ６２：０２．８大差 １２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，６５１，８００円 複勝： ５２，５６８，６００円 枠連： １１，９９０，５００円

普通馬連： ３９，１７３，７００円 馬単： ４０，３７８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６５６，１００円

３連複： ５７，０４８，２００円 ３連単： １１３，４８８，２００円 計： ３４９，９５５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３６０円 複 勝 � １，１２０円 � １，３６０円 � ３６０円 枠 連（３－３） １９，２４０円

普通馬連 �� １８，５６０円 馬 単 �� ４５，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８３０円 �� １，５２０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ２２，９７０円 ３ 連 単 ��� ２６６，７４０円

票 数

単勝票数 計 １６６５１８ 的中 � ５５７８（６番人気）
複勝票数 計 ５２５６８６ 的中 � １１６９０（６番人気）� ９５７５（８番人気）� ４３２５１（２番人気）
枠連票数 計 １１９９０５ 的中 （３－３） ４６０（２６番人気）
普通馬連票数 計 ３９１７３７ 的中 �� １５５８（３２番人気）
馬単票数 計 ４０３７８２ 的中 �� ６５５（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６５６１ 的中 �� １１７８（３０番人気）�� ３０７１（１３番人気）�� ２８７１（１４番人気）
３連複票数 計 ５７０４８２ 的中 ��� １８３３（５０番人気）
３連単票数 計１１３４８８２ 的中 ��� ３１４（４０９番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．５―１３．０―１３．２―１３．４―１２．９―１２．５―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．６―３６．６―４９．８―１：０３．２―１：１６．１―１：２８．６―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．３
１
３
４（１，８）（５，９）（３，１１）６－（２，１５）（１３，７，１２）－（１０，１４）
４，１（５，６）８（３，１５）（９，１１）（２，７）１２，１３，１０，１４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フラッテローザ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００９．８．３０ 札幌２着

２００７．３．１生 牝３栗 母 フ ァ ー ザ 母母 Baya ４戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔その他〕 ヤマニンギモーヴ号は，競走中に疾病〔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。



１２０５０ ５月８日 晴 稍重 （２２京都３）第５日 第２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

８１５ アクティビューティ 牝３芦 ５４
５２ △松山 弘平�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４９８＋ ２１：１２．３ ５．１�

５１０ ネイルダウン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２－ ２１：１２．７２� １０．４�
１１ トウショウヒーロー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０６－ ４１：１３．６５ ５．２�
５９ サ マ ー ア イ 牝３栗 ５４ 浜中 俊セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４４２± ０１：１３．７クビ ２．０�
６１２ テイケイワイズ 牡３栗 ５６ 和田 竜二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新ひだか ヒサイファーム ４６２± ０１：１３．９１� １７．５�
２４ トウショウパルス 牡３鹿 ５６ 中村 将之トウショウ産業� 武田 博 新ひだか 秋田育成牧場 ４８０－ ８１：１４．０� １７７．７	
１２ � コックスバザール 牡３栗 ５６ 川田 将雅野田みづき氏 吉田 直弘 米 Colby Fields Rac-

ing Group, LLC ４８６－１２１：１４．１� １０．０

６１１ ピッチカートポルカ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 岡田スタツド ４５８ ―１：１４．６３ １３２．８�
８１６ シルクアイガー 牡３鹿 ５６ 幸 英明有限会社シルク松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４７０ ―１：１４．７� ７８．７�
３５ メイショウハクサン 	３栗 ５６ 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５４－ ２１：１６．０８ ３５．９
４７ ロングドナウ 牝３鹿 ５４ 高橋 亮中井 敏雄氏 高橋 隆 浦河 笹地牧場 ４１８ ―１：１６．９５ ３７６．５�
２３ ブラウンアフリー 牡３栗 ５６ 川島 信二キャピタルクラブ 田島 良保 日高 沖田牧場 ４９４ ―１：１８．４９ １３２．４�
４８ デュランダルシチー 牡３栗 ５６

５３ ▲高倉 稜 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 新ひだか 出羽牧場 ４６６ ―１：１８．５� ２１６．３�
３６ サチノアクワイア 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太佐藤 幸彦氏 作田 誠二 浦河 三枝牧場 ５５６ ―１：１８．６クビ ２５１．９�
７１４ メイショウカリフ 牝３芦 ５４ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 ４１６ ―１：２１．６大差 ２８０．８�
７１３ ハートロック 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ４１：２５．１大差 ２４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６７３，９００円 複勝： ２８，６４０，７００円 枠連： １４，０２９，０００円

普通馬連： ３９，９０６，１００円 馬単： ３１，７８７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６２９，６００円

３連複： ５５，３１１，５００円 ３連単： ８７，３３８，１００円 計： ２９１，３１６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １７０円 � ２６０円 � １８０円 枠 連（５－８） ４２０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ４６０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ２，４３０円 ３ 連 単 ��� １４，０１０円

票 数

単勝票数 計 １７６７３９ 的中 � ２７７９０（２番人気）
複勝票数 計 ２８６４０７ 的中 � ５１３２１（２番人気）� ２５４９０（５番人気）� ４４９１１（３番人気）
枠連票数 計 １４０２９０ 的中 （５－８） ２４７２２（２番人気）
普通馬連票数 計 ３９９０６１ 的中 �� １９１３７（６番人気）
馬単票数 計 ３１７８７２ 的中 �� ６３８２（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６２９６ 的中 �� ６７１９（７番人気）�� ９１１６（４番人気）�� ７４４４（６番人気）
３連複票数 計 ５５３１１５ 的中 ��� １６８２６（７番人気）
３連単票数 計 ８７３３８１ 的中 ��� ４６０３（４２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．５―１２．１―１２．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．０―４７．１―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アクティビューティ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２００９．１１．７ 京都６着

２００７．３．１生 牝３芦 母 ファンドリオボッコ 母母 ハギノオボツコー ９戦１勝 賞金 ９，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロングドナウ号・ブラウンアフリー号・デュランダルシチー号・サチノアクワイア号・

メイショウカリフ号・ハートロック号は，平成２２年６月８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ウエスタンバレー号・グリーリーレイ号・テイエムゴッタマシ号



１２０５１ ５月８日 晴 稍重 （２２京都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

４４ ミッキーメロディ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二三木 久史氏 中尾 秀正 浦河 金成吉田牧場 ４５４＋ ４１：５４．５ ２．３�

３３ ナンヨースラッガー 牡３芦 ５６ 幸 英明中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ４８８± ０１：５４．７１� ３．４�
２２ メイショウクレモナ 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４３８－ ４ 〃 ハナ １７１．０�
８１１ ニシノスローン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４８２＋ ２１：５５．４４ ４．７�
６７ プリサイスドリーム 牡３黒鹿５６ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 ミルファーム ４７０－ ２１：５５．５� ７．３�
５５ アズマクロシオ 牡３栗 ５６

５３ ▲高倉 稜東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４５０－１４ 〃 ハナ ８４．０�
７８ ディープドリーム 牡３黒鹿５６ 池添 謙一深見 敏男氏 本田 優 浦河 小林 仁 B４８２－ ２１：５５．７１� ２６．０	
１１ スズカコネクション 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ５００＋ ４１：５５．９１� ８６．４

７９ オンワードホープ 牡３黒鹿 ５６

５４ △松山 弘平�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４９２＋ ４１：５６．０� ３７．５�
６６ メモリーセイバー 牡３栗 ５６ 四位 洋文�シンザンクラブ 松永 幹夫 日高 下河辺牧場 ４８２－ ４１：５７．０６ １６．３
８１０ プルミエダンスール 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ５００－１６２：０１．８大差 ５１．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，５７４，６００円 複勝： ２８，３５６，９００円 枠連： １１，９１７，６００円

普通馬連： ３７，４６６，８００円 馬単： ３２，９１９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１０６，２００円

３連複： ５４，２９９，３００円 ３連単： １０２，７８９，８００円 計： ２９９，４３０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １，９４０円 枠 連（３－４） ３１０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ４，０６０円 �� ４，４１０円

３ 連 複 ��� ９，６７０円 ３ 連 単 ��� ２４，３２０円

票 数

単勝票数 計 １４５７４６ 的中 � ５１１６５（１番人気）
複勝票数 計 ２８３５６９ 的中 � １１１３４５（１番人気）� ６３６７８（２番人気）� １６７１（１１番人気）
枠連票数 計 １１９１７６ 的中 （３－４） ２９１２０（１番人気）
普通馬連票数 計 ３７４６６８ 的中 �� ９２９５３（１番人気）
馬単票数 計 ３２９１９３ 的中 �� ４６３２７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１０６２ 的中 �� ３４７３６（１番人気）�� ８３３（３１番人気）�� ７６５（３３番人気）
３連複票数 計 ５４２９９３ 的中 ��� ４１４７（２４番人気）
３連単票数 計１０２７８９８ 的中 ��� ３１２０（６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３７．０―５０．４―１：０３．７―１：１７．１―１：２９．７―１：４２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミッキーメロディ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ノーアテンシヨン デビュー ２０１０．２．２８ 阪神５着

２００７．５．３０生 牡３鹿 母 メロディトウショウ 母母 コーニストウシヨウ ５戦１勝 賞金 ９，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プルミエダンスール号は，平成２２年６月８日まで平地競走に出走できない。



１２０５２ ５月８日 晴 良 （２２京都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

８１３ パントクラトール 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４４８± ０２：２８．８ ６．０�

７１０ ナムラビリオン 牡３鹿 ５６ 田中 克典奈村 信重氏 松永 昌博 日高 賀張三浦牧場 ４９４－ ８２：２９．０１� ７．４�
６９ アクアブルーフライ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４９２－ ２２：２９．１クビ ２．６�
５７ カレンパッキャオ 牡３鹿 ５６ 小牧 太鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４８０－１０２：２９．４１� ５．２�
８１２ ルールステディー 牡３鹿 ５６ 幸 英明儀賀 昭三氏 北出 成人 日高 下河辺牧場 ４９２－ ４ 〃 クビ １３．８�
１１ スマートキングダム 牡３青 ５６ 高田 潤大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 岡田スタツド ４４４＋ ２ 〃 ハナ ５．２�
４５ トップトウショウ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７２－ ６２：２９．７１� １８６．１	
７１１ サンマルグランデラ 牡３黒鹿 ５６

５４ △松山 弘平相馬 勇氏 鶴留 明雄 新冠 海馬沢 明 ５０２＋ ２２：２９．９１� ２０８．８

３３ ルチルクォーツ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ８ 〃 ハナ １８．５�
５６ ビジュアルフライト 牡３栗 ５６ 武 幸四郎佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム ５０２± ０２：３０．１１� ５０．１�
２２ ライクキャロット 牝３栗 ５４ 高橋 亮山口 春夫氏 高橋 隆 新冠 柏木 一則 ４０６－ ２２：３０．４１� ２３９．３
６８ マイトップイモン 牝３黒鹿５４ 浜中 俊井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ３８２－ ２２：３０．６１� １５９．４�
４４ プレジャーマジン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８８± ０ 〃 ハナ ９１．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，５４２，８００円 複勝： ２６，９４５，６００円 枠連： １０，６８８，９００円

普通馬連： ４０，２３１，０００円 馬単： ３３，０８４，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２１４，４００円

３連複： ５６，６７５，７００円 ３連単： ９９，３４５，３００円 計： ２９８，７２８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １６０円 � ２００円 � １２０円 枠 連（７－８） １，８８０円

普通馬連 �� ３，０９０円 馬 単 �� ５，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ２７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� １６，６３０円

票 数

単勝票数 計 １４５４２８ 的中 � １９４２２（４番人気）
複勝票数 計 ２６９４５６ 的中 � ３８７１５（２番人気）� ２７３５３（５番人気）� ８８６８９（１番人気）
枠連票数 計 １０６８８９ 的中 （７－８） ４２０９（８番人気）
普通馬連票数 計 ４０２３１０ 的中 �� ９６２７（１３番人気）
馬単票数 計 ３３０８４４ 的中 �� ４３３３（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２１４４ 的中 �� ４８７１（１２番人気）�� １８０１７（２番人気）�� ９６３５（４番人気）
３連複票数 計 ５６６７５７ 的中 ��� ２８３１９（４番人気）
３連単票数 計 ９９３４５３ 的中 ��� ４４０９（５２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１１．７―１３．９―１２．６―１２．８―１３．６―１２．５―１２．２―１２．０―１１．６―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�
１３．０―２４．３―３６．０―４９．９―１：０２．５―１：１５．３―１：２８．９―１：４１．４―１：５３．６―２：０５．６―２：１７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．２
１
３

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

２
４

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

パントクラトール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００９．１０．１０ 京都６着

２００７．４．２３生 牡３鹿 母 ヴィクトリーバンク 母母 ライトバンク ９戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円



１２０５３ ５月８日 晴 良 （２２京都３）第５日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

８１４ アヴェカムール 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８６－ ６１：４９．６ ２．８�

６１１ ヤマニンガーゴイル 牡３鹿 ５６
５４ △松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４６６± ０ 〃 クビ ４．５�

２３ サンライズローマ 牡３栗 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 北陽ファーム ４８６ ―１：４９．９１� ２７．６�
８１５ マイネルガヴロシュ 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４６２－ ８ 〃 ハナ ４．１�
３４ ヘヴンリーヴォイス 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：５０．０� ４．１�
７１３ マイネルタイクーン 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦 �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 ４５６－ ４１：５０．２１� ３７．３�
２２ ミスズエルドラド 牡３鹿 ５６ 石橋 守永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 岡野牧場 B４４４± ０ 〃 クビ ２３６．２	
１１ ヒシカツヒトリタビ 牡３芦 ５６

５３ ▲高倉 稜阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 カミイスタット ４９２± ０１：５０．３� ９４．６

６１０ ダンツペリオッド 牡３鹿 ５６ 池添 謙一山元 哲二氏 本田 優 日高 正和山本牧場 ４９４－ ６ 〃 ハナ １３５．３�
７１２ オープンシャッセ 牝３青鹿５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋２０１：５０．５１� ９４．８
５９ エアジュリアード 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �ラッキーフィールド角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４８４－ ８１：５０．６� ２６．４�
４６ カネトシトキメキ 牝３鹿 ５４ 川島 信二兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 村下 明博 ４１６－ ８ 〃 ハナ ３７５．８�
４７ テイエムキャンドル 牝３栗 ５４

５２ △国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 野村 正 ４８８－ ４１：５０．７� １６３．２�
５８ ダンツシャトー 牡３青鹿５６ 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 ４６０－１０１：５１．０１� ７６．５�
３５ トーセンナックス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８６－ ８１：５２．９大差 ３６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，１７６，０００円 複勝： ２６，６６７，８００円 枠連： １５，６３１，１００円

普通馬連： ４２，４１２，７００円 馬単： ３３，１３９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１８７，２００円

３連複： ６３，７４７，５００円 ３連単： １０２，９５６，６００円 計： ３２３，９１７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � ５３０円 枠 連（６－８） ３００円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，２４０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ４，６３０円 ３ 連 単 ��� １６，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２２１７６０ 的中 � ６３２６２（１番人気）
複勝票数 計 ２６６６７８ 的中 � ５４９６３（２番人気）� ５４５７５（３番人気）� ８９９６（５番人気）
枠連票数 計 １５６３１１ 的中 （６－８） ３９０４７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４２４１２７ 的中 �� ４６４２７（３番人気）
馬単票数 計 ３３１３９０ 的中 �� １９８９３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１８７２ 的中 �� １４４３３（４番人気）�� ３２１７（８番人気）�� ２９２７（９番人気）
３連複票数 計 ６３７４７５ 的中 ��� １０１６９（７番人気）
３連単票数 計１０２９５６６ 的中 ��� ４７３３（３３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．０―１２．８―１３．０―１２．６―１１．８―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３６．４―４９．２―１：０２．２―１：１４．８―１：２６．６―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３４．８
３ ・（４，２）１１（９，１３）１０（１，７）（１５，１４）（１２，８）－（６，３）－５ ４ ・（４，２）１１（９，１３）１０（１，７，１４）１５，３（１２，８）－６－５

勝馬の
紹 介

アヴェカムール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．４．１１ 阪神７着

２００７．４．２８生 牡３黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円



１２０５４ ５月８日 晴 稍重 （２２京都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

４７ ミラクルレジェンド 牝３栗 ５４ 岩田 康誠吉田 照哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３２± ０１：５２．９ ５．３�

８１４ タガノジンガロ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９４± ０１：５３．１１� ３．６�

４６ メメビーナス 牝３青鹿５４ 池添 謙一本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６２－ ２ 〃 クビ １２．９�
５８ リバティバランス 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５２０－ ６１：５３．３１� ２．５�
６１１ タガノザイオン 牡３鹿 ５６ 幸 英明八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６８－ ２１：５３．５１� １１．７�
１１ ジョープライド 牡３栗 ５６ 川田 将雅上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ４８８＋ ６１：５３．９２� ２７．６�
２３ オースミマリオン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４５２－ ６１：５４．１１� １１．８	
５９ ユジェニックブルー 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５１４－ ６ 〃 アタマ ７２．０

３４ アキノフライ 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新ひだか 徳本 幸雄 ４３０± ０ 〃 クビ ３３３．９�
８１５ シルクコスモス 牡３栗 ５６ 松岡 正海有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４５０＋ ６１：５４．３１� １４３．０�
６１０ タガノキャプテン 牡３栗 ５６

５４ △松山 弘平八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８４－ ２１：５４．４クビ ２２１．６

２２ レ イ オ ス 牡３黒鹿５６ 小牧 太香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 ４６０－ ６１：５４．６１� １５３．５�
７１２ ブリリアントシチー 牡３栗 ５６ 中村 将之 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５０４－ ４１：５５．０２� ５８．２�
３５ ヴィーヴァギブソン 牡３鹿 ５６

５４ △国分 恭介芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ４８４－１３１：５５．３２ ７７．９�
７１３ ラブソネット 牝３鹿 ５４ 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：５５．７２� ３２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，９０２，８００円 複勝： ３５，６２８，７００円 枠連： １５，９５３，１００円

普通馬連： ５７，９６０，４００円 馬単： ４０，４４６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９１９，５００円

３連複： ７２，１７７，４００円 ３連単： １１９，３５４，７００円 計： ３８８，３４３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（４－８） ７２０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� １，０００円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，５９０円 ３ 連 単 ��� ２０，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２１９０２８ 的中 � ３３０９７（３番人気）
複勝票数 計 ３５６２８７ 的中 � ４７２０４（３番人気）� ８０６８３（２番人気）� ２７４５４（５番人気）
枠連票数 計 １５９５３１ 的中 （４－８） １６５３６（３番人気）
普通馬連票数 計 ５７９６０４ 的中 �� ３５５８１（３番人気）
馬単票数 計 ４０４４６４ 的中 �� １０８１６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９１９５ 的中 �� １３７７９（４番人気）�� ５８６７（１１番人気）�� １０１２３（７番人気）
３連複票数 計 ７２１７７４ 的中 ��� １４８３８（１０番人気）
３連単票数 計１１９３５４７ 的中 ��� ４２８６（５４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１３．４―１２．９―１３．３―１２．５―１２．５―１２．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３７．４―５０．３―１：０３．６―１：１６．１―１：２８．６―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

２
４

・（４，９）１３（３，７）８（１，５，１２）（１０，１４）１１，６（２，１５）・（４，９）（７，１３）（１，８）（３，１４）（１１，５，６）（１２，１５）２，１０
勝馬の
紹 介

ミラクルレジェンド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Awesome Again デビュー ２００９．８．２２ 札幌６着

２００７．２．１７生 牝３栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend ５戦２勝 賞金 １３，３００，０００円
※アキノフライ号・オースミマリオン号・ラブソネット号・リバティバランス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０５５ ５月８日 晴 良 （２２京都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

４４ セレスロンディー 牡３青 ５６ 岩田 康誠岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４５６－ ２１：３５．６ ２．３�

８１１ ドレスアフェアー 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４３８＋ ４１：３５．９２ ６．５�
７９ エ ト ピ リ カ 牝３黒鹿 ５４

５２ △松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４３２＋ ８１：３６．０クビ ４５．０�
１１ マイネホコモモラ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４１６－１０１：３６．１� ８．２�
７１０ マイネルパシュクル 牡３青鹿 ５６

５４ △国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４８６－ ４ 〃 アタマ ２８．６�

６７ ヒダカタイザン 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史藤井 謙氏 飯田 明弘 浦河 日東牧場 ４２２＋ ２１：３６．３１� １９．８�
５６ カネトシディオス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４２４－ ６ 〃 ハナ ３．８	
６８ シンボリニース 牡３鹿 ５６ 浜中 俊シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５２０＋ ４１：３６．４クビ １６６．７

８１２ シンコープリンス 牡３青鹿５６ 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４４８＋ ６１：３６．６１� ９．４�
３３ ペガサスキングビー 牡３栃栗５６ 武 幸四郎松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ３７．８�
２２ ダノンハラショー 牡３栗 ５６ 四位 洋文�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ２１：３６．７クビ ４８．５
５５ ゴシップガール 牝３鹿 ５４ 和田 竜二小川 勲氏 藤岡 健一 新ひだか 平野牧場 ４１６± ０１：３７．１２� １１０．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，１７５，２００円 複勝： ２９，１５３，８００円 枠連： １４，６２４，５００円

普通馬連： ５６，３２６，６００円 馬単： ４２，５２９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０８９，０００円

３連複： ６８，１１８，３００円 ３連単： １３２，６０４，６００円 計： ３８５，６２１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � ６８０円 枠 連（４－８） ４５０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ９５０円 �� ２，３７０円

３ 連 複 ��� ６，６２０円 ３ 連 単 ��� １８，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２０１７５２ 的中 � ７１２１０（１番人気）
複勝票数 計 ２９１５３８ 的中 � ８９６５１（１番人気）� ３２８７４（３番人気）� ７４４５（９番人気）
枠連票数 計 １４６２４５ 的中 （４－８） ２４２０１（２番人気）
普通馬連票数 計 ５６３２６６ 的中 �� ６５０９４（２番人気）
馬単票数 計 ４２５２９４ 的中 �� ３０５８７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０８９０ 的中 �� ２０２０２（２番人気）�� ５４６５（１２番人気）�� ２０７２（２５番人気）
３連複票数 計 ６８１１８３ 的中 ��� ７５９８（２３番人気）
３連単票数 計１３２６０４６ 的中 ��� ５４０３（５１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１２．１―１２．７―１２．５―１１．９―１０．９―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．３―３６．４―４９．１―１：０１．６―１：１３．５―１：２４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３４．０
３ ・（４，９）（１，１０）１２（７，８）１１，６（２，５）３ ４ ・（４，９）（１，１０）１２（７，８，１１）３（６，５）２

勝馬の
紹 介

セレスロンディー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．６．２１ 阪神４着

２００７．４．５生 牡３青 母 ロンドインディ 母母 アンブローシア １０戦２勝 賞金 ３４，０７４，０００円



１２０５６ ５月８日 晴 良 （２２京都３）第５日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時２５分 （芝・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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

８１０� トウショウデザイア 牡４鹿 ５７ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４６－ ２２：００．５ ９．４�

４４ マイファーストラヴ 牝４青鹿５５ 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４３４＋ ６２：００．６� ６．０�
２２ ミヤコトップガン 牡４栗 ５７ 小牧 太松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４４０－ ４２：００．９２ ３．９�
７７ � エルプレジデンテ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４５０± ０２：０１．１１	 １１．５�
８９ フライングブラック 牡４青鹿５７ 和田 竜二広尾レース� 小崎 憲 浦河 岡部牧場 ４７２± ０２：０１．２
 ２．２�
７８ ウェザーサイド 牡４鹿 ５７ 松岡 正海吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ４ 〃 ハナ ９．３�
３３ ナムラアーガス 牡４黒鹿 ５７

５５ △国分 恭介奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７８± ０２：０１．３� ７９．４	
５５ デイブレイクスベル 牡４黒鹿５７ 赤木高太郎
協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４７８＋ ６２：０１．７２
 ３２．７�
６６ � オ ウ ハ 牝４芦 ５５ 浜中 俊
協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４４０－２７２：０１．９１ ７１．２�
１１ スズカルネッサンス 牡４黒鹿 ５７

５５ △松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ５２４＋ ８２：０２．０� １１３．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： １８，３５１，２００円 複勝： ２５，９４６，９００円 枠連： １３，９４３，３００円

普通馬連： ５０，２１８，２００円 馬単： ４１，７０８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３２８，８００円

３連複： ６１，６８４，０００円 ３連単： １３６，５７８，９００円 計： ３６６，７５９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ２８０円 � １９０円 � １７０円 枠 連（４－８） ５００円

普通馬連 �� ３，０００円 馬 単 �� ５，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� ８９０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ４，２５０円 ３ 連 単 ��� ３１，２００円

票 数

単勝票数 計 １８３５１２ 的中 � １５５２６（５番人気）
複勝票数 計 ２５９４６９ 的中 � ２０８２３（６番人気）� ３８２６３（３番人気）� ４５１８５（２番人気）
枠連票数 計 １３９４３３ 的中 （４－８） ２０６２９（３番人気）
普通馬連票数 計 ５０２１８２ 的中 �� １２３７３（１４番人気）
馬単票数 計 ４１７０８３ 的中 �� ５６３１（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３２８８ 的中 �� ４４６２（１４番人気）�� ４９４７（１３番人気）�� １０２２４（６番人気）
３連複票数 計 ６１６８４０ 的中 ��� １０７１７（１５番人気）
３連単票数 計１３６５７８９ 的中 ��� ３２３１（１０２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．９―１２．８―１２．５―１２．１―１１．６―１１．２―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３６．９―４９．７―１：０２．２―１：１４．３―１：２５．９―１：３７．１―１：４８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�トウショウデザイア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ

２００６．４．２９生 牡４鹿 母 タバサトウショウ 母母 サマンサトウショウ １６戦１勝 賞金 １８，７１０，０００円
初出走 JRA



１２０５７ ５月８日 晴 稍重 （２２京都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，２１．５．９以降２２．５．２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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４７ � フミノパシフィック 牡５栗 ５５ 松岡 正海谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ５０４－ ２１：２３．７ ７．９�

５９ スマートブレード 牡９黒鹿５５ 国分 恭介大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５３４± ０１：２４．０１� １２７．０�
３６ ウインプレミアム 牡６芦 ５４ 藤岡 佑介�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４９４＋ ６ 〃 クビ ２３．９�
２３ � ネオフリーダム 牡５鹿 ５４ 高倉 稜伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５１４± ０１：２４．１クビ １１．３�
７１３ スガノメダリスト 牡４栗 ５６ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４７８－１０１：２４．２� ９．８�
２４ � アルシラート 	６鹿 ５４ 鮫島 良太広尾レース� 森 秀行 米 Eve Kuhl-

mann ４７４－ ６ 〃 ハナ １７６．０�
７１４ サクセスオネスティ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ ３．６	
５１０� ミゼリコルデ 牝５鹿 ５３ 川田 将雅吉田 和子氏 音無 秀孝 英 Meon Val-

ley Stud ５０２＋ ４１：２４．３クビ ５．６

８１５ メイショウタメトモ 牡５鹿 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 武田 博 浦河 斉藤 英 ４４２± ０１：２４．５１
 １４．９�
３５ � サ ラ ト ガ 牝６芦 ５３ 和田 竜二平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４９６－ ８１：２４．７１
 １８．８�
６１２ テイエムクレナイ 牝５栗 ５４ 安藤 勝己竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４８２＋ ４１：２５．０１� ４．４
１２ ストーリーテリング 牝５鹿 ５４ 飯田 祐史�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４９４＋１０１：２５．１
 ７７．８�
６１１ メイショウイッキ 牡５鹿 ５５ 石橋 守松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４６６－ ４１：２５．３１
 ６１．４�
４８ ケイアイエーデル 牝５鹿 ５２ 中村 将之 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４３０＋ ２１：２５．７２
 ９２．４�
８１６ アキノパンチ 牡６鹿 ５３ 高野 容輔穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 松田 三千雄 B５０４＋ ６１：２６．１２
 ３４４．５�
１１ ヘヴンリークルーズ 牝５黒鹿５２ 赤木高太郎 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４４＋ ８１：２６．３１
 ２５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，０２９，５００円 複勝： ５３，９１２，６００円 枠連： ２８，７１７，７００円

普通馬連： １２３，４７９，６００円 馬単： ７２，０５４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，６０７，７００円

３連複： １５０，７３２，３００円 ３連単： ２６１，５１３，９００円 計： ７６２，０４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２６０円 � ４，１００円 � ６４０円 枠 連（４－５） １，５９０円

普通馬連 �� ５７，３９０円 馬 単 �� ８３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，９９０円 �� ２，５７０円 �� ２１，２６０円

３ 連 複 ��� ２５８，７００円 ３ 連 単 ��� １，２８６，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３００２９５ 的中 � ２９９７７（４番人気）
複勝票数 計 ５３９１２６ 的中 � ６５１５６（４番人気）� ２９７１（１４番人気）� ２１４７８（９番人気）
枠連票数 計 ２８７１７７ 的中 （４－５） １３３９６（８番人気）
普通馬連票数 計１２３４７９６ 的中 �� １５８８（７５番人気）
馬単票数 計 ７２０５４５ 的中 �� ６４０（１３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１６０７７ 的中 �� ８４８（７６番人気）�� ４０５５（３１番人気）�� ４７７（９０番人気）
３連複票数 計１５０７３２３ 的中 ��� ４３０（３００番人気）
３連単票数 計２６１５１３９ 的中 ��� １５０（１６３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．０―３４．８―４７．０―５９．２―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フミノパシフィック �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 エ ブ ロ ス

２００５．５．２６生 牡５栗 母 モ リ チ ヅ ル 母母 ベ ル ロ ビ ン １９戦４勝 賞金 ７０，２０６，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔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１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 アグネスマクシマム号・イセノスバル号・ウインスペンサー号・シルクアルボーレ号・スイリンカ号・

スピードアタック号・スーサンライダー号・ダノンアスカ号・ハードウォン号・ピエナポパイ号・
フェイムロバリー号・ブラックシャドウ号・ホットフレイバー号・マジックボンバー号・メガリス号・リボンノキシ号・
ルティラーレ号・ワンダークラフティ号



１２０５８ ５月８日 晴 良 （２２京都３）第５日 第１０競走 ��
��２，２００�第５８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 １，３３０，０００円 ３８０，０００円 １９０，０００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 ゲシュタルト 牡３鹿 ５６ 池添 謙一畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ４９４－ ２２：１２．８ ５．５�

４８ � コスモファントム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley
Thoroughbreds ４８６＋ ２２：１３．０１� ３．６�

１１ レーヴドリアン 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２ 〃 ハナ ３．１�
８１６ メイショウウズシオ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８６＋１４ 〃 クビ ３３．１�
３５ � ブレイクアセオリー 牡３栗 ５３ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 宮本 博 豪 Morning

Rise Stud ５０４＋ ２２：１３．１� １１．１�
２３ シルクアーネスト 牡３栗 ５６ 松山 弘平有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４７２± ０２：１３．２クビ １９．５�
５９ カネトシパサージュ 牡３黒鹿５６ 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４５２± ０２：１３．７３ １４７．２	
６１２ プレファシオ 牡３芦 ５６ 幸 英明 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８８± ０２：１３．８� １５１．１

５１０ マコトヴォイジャー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ４９８－ ２２：１４．１１� ２９．６�
３６ アドマイヤタイシ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６４＋ ２ 〃 アタマ １２８．７�
８１５ アキノグローブ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新冠 斉藤 安行 ４６２＋ ４２：１４．３１� ４９４．１
２４ カ ミ ダ ノ ミ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二北側 雅司氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４９４－ ３２：１４．４クビ １５８．４�
８１７ シャイニーナイト 牡３栗 ５６ 川田 将雅小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４６４＋ ４ 〃 クビ ２７．８�
１２ ハードダダンダン 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５４－ ４２：１４．６１ １２１．２�
４７ モ ズ 牡３青 ５６ 小牧 太�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４７２－ ２２：１４．９１� ６８．６�
７１３ ネオポラリス 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２ 〃 クビ ７．４�
７１４ アドマイヤテンクウ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４９６－１６２：１８．７大差 ２４．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ８１，６８７，３００円 複勝： １１２，７７７，０００円 枠連： ７１，６８６，８００円

普通馬連： ４０７，０９９，２００円 馬単： ２０６，９２２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１３，８７５，３００円

３連複： ５０５，００８，８００円 ３連単： ８８２，７０４，４００円 計： ２，３８１，７６１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（４－６） １，０５０円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ３４０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� ７，５８０円

票 数

単勝票数 計 ８１６８７３ 的中 � １１９０４７（３番人気）
複勝票数 計１１２７７７０ 的中 � １７５７０４（３番人気）� １９０１７７（２番人気）� ２５４８３１（１番人気）
枠連票数 計 ７１６８６８ 的中 （４－６） ５０４７５（４番人気）
普通馬連票数 計４０７０９９２ 的中 �� ２８４３４３（３番人気）
馬単票数 計２０６９２２７ 的中 �� ６４６２８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１３８７５３ 的中 �� ６４４７２（３番人気）�� ８４１４４（２番人気）�� ９１４３０（１番人気）
３連複票数 計５０５００８８ 的中 ��� ２９４１８２（１番人気）
３連単票数 計８８２７０４４ 的中 ��� ８５９５４（６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．４―１１．６―１２．４―１３．３―１２．８―１２．１―１１．７―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．５―３５．９―４７．５―５９．９―１：１３．２―１：２６．０―１：３８．１―１：４９．８―２：０１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．７
１
３

・（７，１７）８（６，１１）（４，５）（１３，１６）（２，３）－１２，１４－１，１５－１０，９・（７，１７）８，６（４，５，１１）（２，３，１３，１６）－１２，１，１４（１０，９）１５
２
４

・（７，１７）－８，６，４，１１，５，１６（２，３，１３）＝１２，１４－１－１５－（１０，９）
１７（７，８）６（４，５，１１）（２，３，１６）（１３，１２）１，９，１０（１４，１５）

勝馬の
紹 介

ゲシュタルト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１０．１．１０ 京都１着

２００７．２．２５生 牡３鹿 母 エンドレスウェルズ 母母 フサイチカツラ ６戦２勝 賞金 ８９，７２２，０００円



１２０５９ ５月８日 晴 稍重 （２２京都３）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�

よ ど

與 杼 特 別
発走１６時１０分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４７ シ ャ ア 牡４栗 ５７ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４４２± ０１：２４．２ ３．１�

８１６ アデュラリア 牝４芦 ５５ 藤岡 佑介�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４８８± ０ 〃 アタマ １０．５�
４８ ペプチドアトム 牡５鹿 ５７ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８８＋ ２１：２４．５１� ３．１�
５１０ シャドウストライプ 牡６栗 ５７ 岩田 康誠飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５４０＋１２１：２４．６� ４．６�
３５ テイエムフルパワー 牡６栗 ５７ 国分 恭介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３２＋ ２１：２４．７� ３１．４�
６１１ グリッターエルフ 牝６黒鹿５５ 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４７４－ ４１：２４．９１� ８０．１	
３６ トップオブザロック 牡６黒鹿５７ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ５２２－ ２１：２５．０� １５．２

６１２	 ネオファロス 牡５栗 ５７ 松岡 正海小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B４９２－ ３ 〃 ハナ １４８．８�
５９ チャームドリーム 牝４鹿 ５５ 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８８＋１２１：２５．１クビ １４．８�
１２ キ ア ー ロ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６８＋ ４１：２５．３１
 １２５．８
７１４ マイグローリアス 牡８芦 ５７ 小林 徹弥五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５２０± ０１：２５．４クビ ２０１．８�
８１５	 ユウキアックン 牡５栗 ５７ 浜中 俊ちきり組合 梅田 康雄 静内 高橋フアーム ５００＋ ４ 〃 クビ ３７．５�
１１ ウォーターリング 牝５黒鹿５５ 武 幸四郎山岡 正人氏 須貝 尚介 門別 豊洋牧場 ４３８＋ ４ 〃 アタマ ８３．５�
７１３ プリンセスペスカ 牝４栗 ５５ 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４６２＋ ４ 〃 ハナ ８１．３�
２３ マッドマックス 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ４９８－ ６１：２５．６１� ２０．７�

（１５頭）
２４ トウショウクエスト 牡５栗 ５７ 川田 将雅トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３４－ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３１，８７６，６００円 複勝： ４７，８０２，６００円 枠連： ３９，９７５，１００円

普通馬連： １１７，３４１，３００円 馬単： ６９，５７７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，４７３，９００円

３連複： １３７，４６０，７００円 ３連単： ２５６，５２７，４００円 計： ７４０，０３５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � ２６０円 � １４０円 枠 連（４－８） ６５０円

普通馬連 �� １，５９０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ２００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ８，８３０円

票 数

単勝票数 差引計 ３１８７６６（返還計 １３７９５） 的中 � ８２４６７（１番人気）
複勝票数 差引計 ４７８０２６（返還計 ３０６９７） 的中 � １２８９５３（１番人気）� ３４５１１（５番人気）� ９５４１５（２番人気）
枠連票数 差引計 ３９９７５１（返還計 １８１０） 的中 （４－８） ４５９６２（３番人気）
普通馬連票数 差引計１１７３４１３（返還計１４３３６５） 的中 �� ５４７２７（５番人気）
馬単票数 差引計 ６９５７７８（返還計 ８４５０４） 的中 �� １９８７７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３９４７３９（返還計 ５８８７５） 的中 �� １６４１３（６番人気）�� ６１２９５（１番人気）�� １６５０３（５番人気）
３連複票数 差引計１３７４６０７（返還計３００１８９） 的中 ��� ７３７４３（２番人気）
３連単票数 差引計２５６５２７４（返還計５２８２２４） 的中 ��� ２１４５６（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．４―３５．６―４７．９―１：００．０―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ャ ア �
�
父 ツルマルボーイ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００９．３．２８ 中京１４着

２００６．５．２１生 牡４栗 母 ナックオフィス 母母 ワールドマドンナ ２１戦３勝 賞金 ５６，１９５，０００円
〔競走除外〕 トウショウクエスト号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 サクラプレジャー号・ドキャーレ号



１２０６０ ５月８日 晴 良 （２２京都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４０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

８１３ テイエムオーロラ 牝４青鹿 ５５
５３ △国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４５８＋ ２１：３４．９ １９．０�

６９ サクラローズマリー 牝４栗 ５５ 鮫島 良太�さくらコマース友道 康夫 静内 西村 和夫 ４９０＋ ２ 〃 クビ ２．０�
４４ ホーカーハリケーン 牝４青鹿５５ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４９２＋ ８１：３５．１１� ４．３�
１１ アグネスサクラ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４２６－ ４１：３５．２クビ ６．０�
８１２ カ イ ゼ リ ン 牝５青鹿５５ 武 幸四郎 �キャロットファーム 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：３５．３� ４３．６�
７１０ メイショウジェイ 牝５鹿 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４４６＋ ２１：３５．５１� ２５．３	
６８ アディアフォーン 牝４黒鹿５５ 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８± ０１：３５．６� ３１．３

７１１ ハッピーパレード 牝４黒鹿５５ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３４＋ ２ 〃 アタマ １９．７�
５６ カノヤトップレディ 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ５００± ０１：３５．７� １２．６�
４５ ピサノジュバン 牝５黒鹿 ５５

５３ △松山 弘平市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ３０．９
３３ レディハニー 牝５鹿 ５５ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム B４５０－１０ 〃 ハナ １４４．６�
２２ プリティダンス 牝６栗 ５５ 川田 将雅横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６ 〃 ハナ １１９．３�
５７ アドマイヤアモーレ 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ ５０．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５７，５３７，３００円 複勝： ７３，１４９，３００円 枠連： ４３，２８２，６００円

普通馬連： １６２，５８０，４００円 馬単： １１５，６８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，７９４，４００円

３連複： １９６，８８９，２００円 ３連単： ４４７，６７５，５００円 計： １，１５７，５９３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９００円 複 勝 � ３４０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（６－８） １，４１０円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ５，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� １，１７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ２，８７０円 ３ 連 単 ��� ２６，９４０円

票 数

単勝票数 計 ５７５３７３ 的中 � ２３９３３（５番人気）
複勝票数 計 ７３１４９３ 的中 � ３９８１３（６番人気）� ２０３１５４（１番人気）� １０９９５５（３番人気）
枠連票数 計 ４３２８２６ 的中 （６－８） ２２８１１（６番人気）
普通馬連票数 計１６２５８０４ 的中 �� ６０５１３（６番人気）
馬単票数 計１１５６８４３ 的中 �� １４７２１（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０７９４４ 的中 �� ２１２３５（６番人気）�� １１４５８（１５番人気）�� ６７７８５（１番人気）
３連複票数 計１９６８８９２ 的中 ��� ５０７９６（７番人気）
３連単票数 計４４７６７５５ 的中 ��� １２２６４（７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．４―３６．７―４９．１―１：０１．２―１：１２．６―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３３．７
３ １２，１３，４（７，９）１０（１，８）１１（３，６）２－５ ４ １２，１３（４，９）（７，１０）（１，８）１１，３（２，６）－５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムオーロラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．８．２ 小倉６着

２００６．３．２３生 牝４青鹿 母 ペ リ ー ヌ 母母 ケ イ シ ー １５戦３勝 賞金 ３８，１２２，０００円



（２２京都３）第５日 ５月８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６８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

２７４，１００，０００円
１３，７２０，０００円
３，０６０，０００円
２７，４７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，１７７，０００円
４，６５７，０００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
３４７，１７９，０００円
５４１，５５０，５００円
２９２，４４０，２００円
１，１７４，１９６，０００円
７６０，２３１，５００円
４０７，８８２，１００円
１，４７９，１５２，９００円
２，７４２，８７７，４００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 ７，７４５，５０９，６００円

総入場人員 ２１，７４５名 （有料入場人員 ２０，４２９名）




