
１５０１３ ５月２３日 雨 不良 （２２京都４）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

８１２ ジーワンボーイ 牡３鹿 ５６
５４ △国分 恭介芹澤 精一氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ２１：５２．７ １２．３�

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 ４９０＋ ２ 〃 クビ ４．２�
４５ リリーストライカー 牡３栗 ５６ 浜中 俊土井 孝夫氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５０８－ ２１：５２．８� １．７�
２２ ガ ラ パ 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 石川 一義氏 加用 正 浦河 大道牧場 ４９２－ ６１：５２．９クビ ２２．８�

（豪）

７１０ ギャラクシー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 ４４６－ ２１：５３．０� ２８．７�
６９ ツルマルヤマト 牡３栗 ５６ 岡部 誠鶴田 任男氏 坂口 正則 新ひだか 折手牧場 ４７２－ ４１：５５．３大差 １９．７�

（愛知）

６８ エピックジャーニー 牡３芦 ５６ 和田 竜二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 野中 賢二 新冠 越湖牧場 ４８２－ ６１：５５．４� １３３．８	
８１３ ニシノサンダー �３鹿 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４２６± ０ 〃 アタマ ３０４．２

７１１ マージービート 牡３栗 ５６ 小牧 太 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：５５．５� ５．８�
５６ メルセダリオ 牝３黒鹿５４ 佐藤 友則 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４３４－ ８１：５５．８１� １０７．５�

（笠松）

１１ イカイカブラウン 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三金子真人ホール
ディングス 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４１：５６．１１� ９３．０�

５７ ワンダーストラ 牡３栗 ５６ 長谷川浩大山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ４８６＋１０１：５６．２� ５９．９�
４４ ポートクラシック 牡３栗 ５６

５３ ▲高倉 稜水戸眞知子氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 B５０２－ ２１：５６．３クビ ２０６．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，５０９，５００円 複勝： ２２，０１６，７００円 枠連： ９，３２５，１００円

普通馬連： ３９，２２２，０００円 馬単： ３１，３２６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，１３３，５００円

３連複： ５２，５０９，８００円 ３連単： １０４，６３９，７００円 計： ２８７，６８３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（３－８） １，８６０円

普通馬連 �� １，８２０円 馬 単 �� ４，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２８０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ９，１２０円

票 数

単勝票数 計 １３５０９５ 的中 � ８６５７（４番人気）
複勝票数 計 ２２０１６７ 的中 � １７４４８（４番人気）� ４７０３２（２番人気）� ９４５４７（１番人気）
枠連票数 計 ９３２５１ 的中 （３－８） ３７１０（７番人気）
普通馬連票数 計 ３９２２２０ 的中 �� １５９３８（６番人気）
馬単票数 計 ３１３２６９ 的中 �� ５０９４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５１３３５ 的中 �� ８６１１（５番人気）�� １２０８２（４番人気）�� ３１２４８（１番人気）
３連複票数 計 ５２５０９８ 的中 ��� ５８４６３（２番人気）
３連単票数 計１０４６３９７ 的中 ��� ８４７０（２５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．８―１２．９―１２．８―１２．６―１２．３―１２．５―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３７．０―４９．８―１：０２．４―１：１４．７―１：２７．２―１：３９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３８．０
１
３
２，５（９，１２，１３）（７，４，１０）（３，１１）６－１－８・（２，５）１２（１０，９）１１，３，７（４，１３）１，６－８

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

勝馬の
紹 介

ジーワンボーイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２０１０．３．７ 阪神１５着

２００７．１．８生 牡３鹿 母 シルクラジアンス 母母 バウンドトゥダンス ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時２１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１５０１４ ５月２３日 雨 不良 （２２京都４）第２日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０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

３６ シゲルシゲザネ 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４７０＋ ４１：１１．９ ４．１�

８１６ オールザワールド 牡３黒鹿５６ 和田 竜二前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４ ―１：１２．９６ １５．１�
２３ シゲルナガマサ 牡３栗 ５６ 山崎 誠士森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 斉藤スタッド ４４６－ ２１：１３．０� １００．６�

（川崎）

４７ ビントサリエ 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 谷和 光彦氏 牧浦 充徳 浦河 ひるかわ育
成牧場 ４４８＋２０１：１３．２１� ７９．２�

（豪）

８１５ パープルダイヤ 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 浦河 市川牧場 ４６６＋１０ 〃 ハナ ５０．６�
７１３ タイセイグリッター 牡３鹿 ５６ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 日高 ヤナガワ牧場 ５１２－ ２１：１３．４１� １３．１�
１１ ブラーニーストーン 牡３芦 ５６ 石橋 守吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４６８－ ４１：１３．５クビ １３．２�
５９ � ラヴアズギフト 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 	グリーンファーム 音無 秀孝 米 Jiro Kono ４３４± ０１：１３．７１� １６２．１

４８ ホッコーイェーガー 牡３青 ５６

５４ △国分 恭介矢部 幸一氏 野村 彰彦 新冠 �渡 信義 ４７４＋ ４ 〃 クビ ３．１�
７１４ テイケイワイズ 牡３栗 ５６ 岡部 誠兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新ひだか ヒサイファーム ４７０＋ ８１：１３．８� １５．９

（愛知）

６１１ フジノトルネイド 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介藤井 五三氏 川村 禎彦 日高 戸川牧場 ４９６＋ ８１：１３．９クビ ２８７．４�
５１０� フレデフォート 牡３鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４４０ ―１：１４．１１� ４．０�
２４ フリークムーン 牡３栗 ５６ 田中 博康吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 新冠橋本牧場 B４４２－ ２ 〃 ハナ １１２．４�
１２ プリンセスネージュ 牝３栗 ５４ 飯田 祐史林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４７４＋ ６１：１４．２� １２．１�
３５ タケデンマナスル 牝３栗 ５４ 高橋 智大武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ４２０－ ８１：１６．７大差 ３０７．４�
６１２ ローザペルラ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４０ ―１：１７．４４ １７５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，８７２，９００円 複勝： １８，３６９，６００円 枠連： １１，４０５，３００円

普通馬連： ３６，４４３，８００円 馬単： ２７，４３１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４７３，５００円

３連複： ５３，６４０，３００円 ３連単： ８４，６１７，５００円 計： ２５９，２５４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � ４６０円 � １，１３０円 枠 連（３－８） ２，６３０円

普通馬連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ４，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ２，３３０円 �� １１，４９０円

３ 連 複 ��� ５７，１３０円 ３ 連 単 ��� ２０４，０８０円

票 数

単勝票数 計 １２８７２９ 的中 � ２５１３２（３番人気）
複勝票数 計 １８３６９６ 的中 � ４１１４６（１番人気）� ９２７４（８番人気）� ３３１８（１０番人気）
枠連票数 計 １１４０５３ 的中 （３－８） ３２０８（１２番人気）
普通馬連票数 計 ３６４４３８ 的中 �� ９６４３（１２番人気）
馬単票数 計 ２７４３１６ 的中 �� ４３８６（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４７３５ 的中 �� ３７１４（１２番人気）�� １５２３（２４番人気）�� ３００（６０番人気）
３連複票数 計 ５３６４０３ 的中 ��� ６９３（１０８番人気）
３連単票数 計 ８４６１７５ 的中 ��� ３０６（４４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．８―１２．４―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３５．１―４７．５―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルシゲザネ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．１２．２６ 阪神７着

２００７．４．９生 牡３鹿 母 トップアサーティン 母母 アサーテイン ６戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔制裁〕 フリークムーン号の騎手田中博康は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タケデンマナスル号・ローザペルラ号は，平成２２年６月２３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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 アグレッシブローズ号・アビリティック号・ウォーターセオドア号・キタノレリクス号・サンレイランキング号・

シルクアイガー号・タマモプリンセス号・チョウラッキー号・メイショウアルグン号・ラブシェーマ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１５０１５ ５月２３日 雨
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（２２京都４）第２日 第３競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

５８ � スズカジェット 牡６黒鹿６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４８６＋ ８３：１９．５ １６．１�

４６ � アナザースター 牡５黒鹿６０ 小坂 忠士山上 和良氏 田島 良保 静内 畠山牧場 ４５８＋ ２３：２０．５６ ８５．０�
３４ モリノミヤコ 牡８黒鹿６０ 植野 貴也関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４９２＋１０３：２０．８２ １７．５�
８１３ ワンダールストラー 牡６鹿 ６０ 林 満明山本 信行氏 藤岡 範士 三石 フクダファーム ４６４－ ２３：２１．０１ ２．９�
１１ マルブツハッピー 牡４青鹿５９ 西谷 誠大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４７６＋ ２３：２１．３１� ３．１�
４５ オープンセサミ 牡７鹿 ６０ 中村 将之松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム ５０２± ０３：２１．４� ８．８�
６９ テイエムチーター 牡５青鹿６０ 出津 孝一竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 石郷岡 雅樹 ４５４－１２３：２１．５� ９．４�
６１０ トーセンウーノ 牝４鹿 ５７ 難波 剛健島川 	哉氏 高橋 成忠 新ひだか 岡田スタツド ４９２－ ４３：２１．８２ ３９．２

８１４ クリノラブゴールド 牡６鹿 ６０ 山本 康志栗本 博晴氏 中島 敏文 静内 岡田 隆志 B４９８＋ ６３：２１．９クビ ５２．１�
７１２ スカイボーイング 牡４黒鹿５９ 岩崎 祐己小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４９６＋ ６３：２２．８５ ４７．３�
７１１ スマートダズル 牝４鹿 ５７ ▲大江原 圭グランド牧場 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４７０－ ２３：２４．１８ ７４．８�
３３ メイショウデイジー 牝５鹿 ５８ 黒岩 悠松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４４０－ ４３：２４．６３ ３８．７�
５７ タニノゴッドマザー 牝５栗 ５８ 高野 和馬谷水 雄三氏 小桧山 悟 静内 カントリー牧場 ４３６－ ４３：２４．７� １２７．９�
２２ � キシリトール �５栗 ６０ 高野 容輔三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 渡辺牧場 ４７６± ０３：２５．０２ ８．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，６２９，５００円 複勝： １３，２５０，０００円 枠連： １１，５１２，４００円

普通馬連： ３２，２７１，８００円 馬単： ２４，９９０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，０３０，７００円

３連複： ５０，３１４，６００円 ３連単： ７６，４４１，０００円 計： ２３２，４４０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ６４０円 � １，８６０円 � ４３０円 枠 連（４－５） ６，７５０円

普通馬連 �� ４２，６９０円 馬 単 �� １０９，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，７９０円 �� ２，３５０円 �� １０，０３０円

３ 連 複 ��� １６８，０２０円 ３ 連 単 ��� １，０４４，７００円

票 数

単勝票数 計 １０６２９５ 的中 � ５２１０（６番人気）
複勝票数 計 １３２５００ 的中 � ５５１４（７番人気）� １７３４（１２番人気）� ８７８８（６番人気）
枠連票数 計 １１５１２４ 的中 （４－５） １２５９（２４番人気）
普通馬連票数 計 ３２２７１８ 的中 �� ５５８（６１番人気）
馬単票数 計 ２４９９０５ 的中 �� １６８（１２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３０３０７ 的中 �� ３２５（６２番人気）�� １３９１（２３番人気）�� ３１７（６５番人気）
３連複票数 計 ５０３１４６ 的中 ��� ２２１（２１６番人気）
３連単票数 計 ７６４４１０ 的中 ��� ５４（１１９３番人気）

上り １マイル １：４８．５ ４F ５２．８－３F ３９．３
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
８－９（６，２）（４，１３）（１１，１）（１０，５）－７－（１２，１４，３）
８－９，１（６，４）２（１０，５）１３，１１－３－（７，１４）－１２

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

勝馬の
紹 介

�スズカジェット �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Fairy King

２００４．４．１５生 牡６黒鹿 母 ローズオブスズカ 母母 Rose of Jericho 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
初出走 JRA



１５０１６ ５月２３日 雨 不良 （２２京都４）第２日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０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

１：２０．５
１：１９．０

良

良

７１５ アスタータイクーン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか カタオカフアーム ４６２± ０１：２４．５ ４．４�

１１ ノブクィーン 牝３黒鹿５４ 高田 潤前田 亘輝氏 昆 貢 日高 シンボリ牧場 ４４８＋ ２１：２５．４５ ４６．９�
６１２ タガノシビル 牝３栗 ５４

５２ △国分 恭介八木 良司氏 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６＋ ４１：２５．７２ ２．１�

７１４ ジ ュ ー ダ 牡３栗 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 B４８６＋ ６ 〃 ハナ ４．２�
７１３ エムアイボニータ 牝３栗 ５４ 鷹野 宏史馬場 �晃氏 大根田裕之 新冠 竹中牧場 ４５４＋ ２１：２５．９１� ２１９．５�
３６ ライブリフライト 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三加藤 哲郎氏 木原 一良 浦河 高村牧場 ４７６＋ ８１：２６．０� １４．９�
２４ ホッコーダイクン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一矢部 幸一氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 ４４８－ ８ 〃 クビ １３１．４�
２３ デンコウアルセウス 牡３青鹿５６ 武 幸四郎田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 林 孝輝 ４８２＋１０１：２６．１クビ １９．６	
４７ ア リ エ ナ イ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊小田切有一氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４３２± ０１：２６．３１� １０６．４

４８ シルクエロージュ 牝３栗 ５４ 赤木高太郎有限会社シルク松元 茂樹 新ひだか 畠山牧場 ４１２＋１０１：２６．５１ １３０．３�
８１８ ハギノスピリッツ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B４７４＋１０ 〃 クビ １３．９�
８１６ トップスマイル 牝３栗 ５４ 小牧 太池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ３８６ ―１：２６．７１� １２２．８
１２ チョウバクシン 牡３栗 ５６ 田中 博康丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 武田牧場 ４５６＋ ４ 〃 アタマ １０５．２�
８１７ マイルストーン 牝３栗 ５４ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 ４３０＋ ６ 〃 アタマ ２９．４�
６１１ ブレイズアイ 牝３栗 ５４ 浜中 俊�川島牧場 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４７４ ―１：２６．９� ８９．４�
５１０ フライトミッション 牡３栗 ５６ 岡部 誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 ヒダカフアーム ４７０ ―１：２７．８５ １９７．９�
（愛知）

５９ コウセイランラン 牝３栗 ５４ 小坂 忠士杉安浩一郎氏 境 直行 日高 藤本ファーム ４２６＋１６１：２７．９� ３６８．４�
３５ オートティアモ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史大戸 時子氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山 繁太郎 ４６０－ ８１：２９．０７ １５３．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，８４６，７００円 複勝： １７，６７０，６００円 枠連： １６，３６５，９００円

普通馬連： ４１，０９８，９００円 馬単： ３２，７３１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，２２６，９００円

３連複： ５７，０６６，１００円 ３連単： ９８，１２８，２００円 計： ２９５，１３４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � ６３０円 � １２０円 枠 連（１－７） ５，１１０円

普通馬連 �� １６，８３０円 馬 単 �� ２７，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５４０円 �� ２５０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ８，５５０円 ３ 連 単 ��� ９２，０２０円

票 数

単勝票数 計 １５８４６７ 的中 � ２８７６０（３番人気）
複勝票数 計 １７６７０６ 的中 � ３４１２４（２番人気）� ４３１６（８番人気）� ５２９１１（１番人気）
枠連票数 計 １６３６５９ 的中 （１－７） ２３６４（１４番人気）
普通馬連票数 計 ４１０９８９ 的中 �� １８０３（３３番人気）
馬単票数 計 ３２７３１２ 的中 �� ８９４（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６２２６９ 的中 �� ９９０（３２番人気）�� ２００６９（１番人気）�� １９１９（１８番人気）
３連複票数 計 ５７０６６１ 的中 ��� ４９３１（２１番人気）
３連単票数 計 ９８１２８２ 的中 ��� ７８７（２０９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．８―４８．１―１：００．１―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスタータイクーン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２００９．１０．２４ 京都３着

２００７．２．２５生 牡３栗 母 イーエルブロッサム 母母 エ ル プ ス ８戦１勝 賞金 １２，１００，０００円
〔発走状況〕 マイルストーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マイルストーン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オートティアモ号は，平成２２年７月２３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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オーマイクリス号
（非抽選馬） ７頭 オメガブルーベリー号・シップーナカヤマ号・スズカパルサー号・テイエムファイヤー号・フラワーストーム号・

マーベラスマドンナ号・メイショウウラヌス号
※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。



１５０１７ ５月２３日 雨 不良 （２２京都４）第２日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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

３５ トップミノル 牡３青鹿５６ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４５６＋ ８２：０５．８ ７．０�

７１４� リヴィアローズ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊山本 英俊氏 矢作 芳人 愛 J. Jam-
gotchian ４３６± ０２：０６．２２� ５．８�

５１０ 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± ０２：０６．６２� １３．９�
７１３ スリーインパクト 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ５４．２�
２４ ウインドプレンティ 牡３栗 ５６ 小牧 太福原 正博氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４４０－ ５２：０７．２３� １５３．２�
８１６ ナムラオスカル 牝３栗 ５４ 岡部 誠奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４１４＋ ４２：０７．３� １８．２�

（愛知）

６１２ 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 ４９６＋ ２２：０７．４� １．９	
６１１ ナムラフォエバー 牡３青鹿５６ 鷹野 宏史奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４８４± ０２：０８．２５ １９．６

７１５ オメガキングコング 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ 原 �子氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７８± ０２：０８．３	 ８．３�

（豪）

１２ ハヴアドリーム 牝３芦 ５４ 畑端 省吾有限会社シルク吉田 直弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５６＋ １２：０８．６１	 ２０８．２�

２３ コーリングオブラブ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎飯田 良枝氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ２２：０８．７	 １５１．８
５９ 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± ０２：０８．８クビ ５５．８�
４７ ラインカイザー 牡３栗 ５６ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 ４８６＋ ４２：０９．１１	 ９０．１�
４８ カネトシジェラーチ 牡３鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜兼松 昌男氏 田中 章博 新ひだか 藤原牧場 ４８６－１４ 〃 クビ １７７．７�
８１７ ダンツペリオッド 牡３鹿 ５６ 浜中 俊山元 哲二氏 本田 優 日高 正和山本牧場 ４９４± ０２：０９．２� ４３．４�
１１ シーセラピス 牡３栗 ５６ 大下 智藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６０＋ ４２：０９．６２� ３１４．１�
８１８ テイエムアミーゴ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 下屋敷牧場 ４７０± ０２：０９．９１	 １５７．９�
３６ 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 ４９４＋ ６２：１０．３２� ８９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，４２５，４００円 複勝： １７，９９５，１００円 枠連： １４，８３９，９００円

普通馬連： ３７，５１９，９００円 馬単： ２８，４６５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９９９，８００円

３連複： ５３，８３１，６００円 ３連単： ８８，１１０，２００円 計： ２７１，１８７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２２０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（３－７） １，２２０円

普通馬連 �� ２，５５０円 馬 単 �� ５，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ９９０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ６，９１０円 ３ 連 単 ��� ３９，４１０円

票 数

単勝票数 計 １４４２５４ 的中 � １６３３１（３番人気）
複勝票数 計 １７９９５１ 的中 � ２１８４１（３番人気）� ２５５１２（２番人気）� １５４５５（５番人気）
枠連票数 計 １４８３９９ 的中 （３－７） ９０４４（６番人気）
普通馬連票数 計 ３７５１９９ 的中 �� １０８８３（９番人気）
馬単票数 計 ２８４６５３ 的中 �� ３８８０（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９９９８ 的中 �� ４７０２（９番人気）�� ３９６０（１１番人気）�� ４２９８（１０番人気）
３連複票数 計 ５３８３１６ 的中 ��� ５７５７（１９番人気）
３連単票数 計 ８８１１０２ 的中 ��� １６５０（１０４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．９―１３．１―１３．１―１２．９―１２．４―１２．３―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３６．７―４９．８―１：０２．９―１：１５．８―１：２８．２―１：４０．５―１：５２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．６
１
３
７，６，１５（４，９，１１，１８）１２（５，８，１７）１，１３（１４，１６）２，３－１０
７，６－１５（４，１１，１８）１２（１７，１０）（９，５）（１４，１６）（１，３，１３）８，２

２
４
７，６（４，１５）１８，１１（９，１２）５（１，８，１７）（１４，１６）１３，２，３－１０
７－４，１５（５，１２）（６，１０，１８）（１１，１６，１３）（９，１７，１４）－３，１，２－８

勝馬の
紹 介

トップミノル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ハンティングホーク デビュー ２００９．１１．２２ 京都５着

２００７．４．２４生 牡３青鹿 母 ファイブエイワン 母母 サンヨウジェラン ６戦１勝 賞金 ６，９５０，０００円
〔騎手変更〕 テイエムアミーゴ号の騎手佐久間寛志は，第３回東京競馬第１日第４競走での落馬負傷のため赤木高太郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スマートキングダム号
（非抽選馬） １頭 リリアーレシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１５０１８ ５月２３日 雨 不良 （２２京都４）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２４ ペガサスヒーロー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２＋ ４１：２３．４ ３．０�

１１ トウショウカズン 牡３鹿 ５６ 田中 博康トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１６＋ ２ 〃 アタマ ７．５�
８１５ トイボックス 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４５６＋ ４１：２３．８２� ４．６�
７１４ イッツアチャンス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 ４８２－ ２１：２４．０１� ３１．８�
３６ マストバイアイテム 牝３黒鹿５４ 幸 英明�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４５４＋ ４１：２４．１� ２４．２�
６１１ ヴェリタスローズ 牝３青 ５４ 秋山真一郎松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４０－ ４１：２４．３１� ５１．１	
３５ エリモレインボー 牝３鹿 ５４ 石橋 守山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４４６－ ６１：２４．７２� １１１．２

４７ 	 ヒラボクソング 牡３芦 ５６ C．ウィリアムズ �平田牧場 角居 勝彦 米 Dr. Masa-

take Iida ５１６＋ ４１：２４．８� ４．１�
（豪）

５９ キリシマウイング 牝３栗 ５４ 村田 一誠土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋 修孝 ４５８± ０１：２４．９クビ ２１６．８�
６１２ セトノメジャー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ４７６－ ４ 〃 クビ １７．３�
７１３ ナムラアトラクト 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４８２－２８１：２５．０� ６．９�
８１６
 フレートライナー 牡３青鹿５６ 小坂 忠士水上 行雄氏 田島 良保 新ひだか 塚田 達明 ５００－ ２１：２５．１� １１６．５�
１２ シンボリニース 牡３鹿 ５６ 的場 勇人シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５１４－ ６１：２５．３� １１８．７�
５１０� ホワイトロマン 牝３芦 ５４ 佐藤 友則�NUC 井上 孝彦 新ひだか 中村 和夫 B４３６－ ６１：２５．５１� ２７３．２�

（笠松） （笠松）

４８ カシノグローブ 牡３青鹿５６ 武 英智柏木 務氏 田所 清広 鹿児島 坂東島 繁藤 ４３８＋ ２１：２５．７１� ６７７．０�
２３ � オ ッ ト ヒ ル 牡３鹿 ５６ 岡部 誠小菅 誠氏 角田 輝也 青森 今川 満良 B４５６－ ２ 〃 アタマ ４７１．５�

（愛知） （愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１２７，１００円 複勝： ２５，６８９，２００円 枠連： １４，２１２，２００円

普通馬連： ５０，４７４，７００円 馬単： ３３，５３９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７３６，３００円

３連複： ６７，３９１，２００円 ３連単： １０５，５６９，２００円 計： ３３３，７３９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（１－２） １，２９０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２８０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� ８，６００円

票 数

単勝票数 計 １８１２７１ 的中 � ４７８５３（１番人気）
複勝票数 計 ２５６８９２ 的中 � ６０２７４（１番人気）� ３２２３６（４番人気）� ４７４７４（２番人気）
枠連票数 計 １４２１２２ 的中 （１－２） ８１４８（６番人気）
普通馬連票数 計 ５０４７４７ 的中 �� ３３７９３（４番人気）
馬単票数 計 ３３５３９２ 的中 �� １０５８７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７３６３ 的中 �� ９８９９（５番人気）�� １８３２５（１番人気）�� ８９０４（７番人気）
３連複票数 計 ６７３９１２ 的中 ��� ３２６５２（３番人気）
３連単票数 計１０５５６９２ 的中 ��� ９０６５（１５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１１．９―１２．２―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．３―４６．２―５８．４―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペガサスヒーロー �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２００９．１０．１８ 京都６着

２００７．１．１７生 牡３鹿 母 ラブリープリンセス 母母 ラブリーサンライズ ７戦２勝 賞金 １９，２０４，０００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 シゲルケンシン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１５０１９ ５月２３日 雨 不良 （２２京都４）第２日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０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
１：３１．４

良

良

５１０ ドリームクラフト 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋ ６１：３７．４ ４．０�

５９ 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 ４３８＋ ４１：３７．６１� ９．０�
７１３ ナリタスレンダー �５鹿 ５７ 幸 英明�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４９６＋ ６１：３７．７	 ８．７�
８１６ タニノネグローニ 牡４黒鹿５７ C．ウィリアムズ 谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４９０± ０１：３７．９１� ６．８�

（豪）

１１ ナムラアーガス 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７６－ ２１：３８．２２ ８７．６�

７１５ ワールドロレックス 牡４鹿 ５７ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 早来 ノーザンファーム ４６４－ ４ 〃 アタマ １４．３�
４７ 
 ホウショウアビル 牝４鹿 ５５ 小牧 太芳賀 吉孝氏 牧浦 充徳 米 Green

Gates Farm ４９６＋１８１：３８．４１� ９３．１	
６１２ デ ュ ー ン 牝５栗 ５５ 田中 博康
バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４７２＋ ８１：３８．５� ５５．１�
３５ リザウンドエコウ 牡４栗 ５７ 岡部 誠前田 榮生氏 境 直行 青森 織笠 時男 ４８２－ ４ 〃 クビ １４０．８�

（愛知）

８１７ ダブルレインボー 牡４栗 ５７ 秋山真一郎吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９４＋１８１：３８．６	 ８．０
４８ マイサイドキック 牡５栗 ５７ 和田 竜二井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５１４－ ２１：３８．７� ３５．６�
２４ ダノンフィーバー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二�ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５１０＋１４１：３８．８クビ ３．５�
７１４ クリノオンビート 牡４鹿 ５７ 村田 一誠栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 下河辺牧場 ５０６＋ ６１：３８．９	 ２６８．０�
２３ � ワンダーギャルー 牝５鹿 ５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 浦河 帰山 清貴 ４４０＋ ６ 〃 ハナ ２６２．２�
６１１� スズカワイルド 牡５黒鹿５７ 小林 徹弥永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７６＋ ４１：３９．０クビ ２８１．２�
３６ リ ー テ ィ ラ 牝４鹿 ５５

５３ △国分 恭介吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４９２± ０ 〃 ハナ １６８．４�
１２ ニシノガーランド 牝５鹿 ５５ 吉田 豊西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４６６－ ６ 〃 アタマ ６４．５�
８１８
� アースグラヴィティ 牡５鹿 ５７ 佐藤 友則 
キャロットファーム 松永 康利 豪

T W Archer
Trust, Peters
Equine Trust

４９６－ ２１：３９．１� ２１．５�
（笠松）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，７３０，７００円 複勝： ２３，８９４，３００円 枠連： １８，６３４，６００円

普通馬連： ５７，０４９，８００円 馬単： ３５，６８７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８６２，３００円

３連複： ７３，５２５，８００円 ３連単： １１６，３２７，４００円 計： ３６１，７１２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ２２０円 枠 連（５－５） １，３８０円

普通馬連 �� １，５２０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ５５０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 ��� １６，４５０円

票 数

単勝票数 計 １６７３０７ 的中 � ３３４２９（２番人気）
複勝票数 計 ２３８９４３ 的中 � ４５８５８（１番人気）� ２７４０３（４番人気）� ２６８１７（５番人気）
枠連票数 計 １８６３４６ 的中 （５－５） ９９６８（７番人気）
普通馬連票数 計 ５７０４９８ 的中 �� ２７８７４（４番人気）
馬単票数 計 ３５６８７３ 的中 �� １１５８５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８６２３ 的中 �� ９６４４（３番人気）�� ９１９７（４番人気）�� ４８７５（１３番人気）
３連複票数 計 ７３５２５８ 的中 ��� １４５９４（１１番人気）
３連単票数 計１１６３２７４ 的中 ��� ５２１９（３８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１２．３―１２．９―１２．６―１２．１―１１．７―１２．１

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３５．９
３ ４，１６（３，７，１５）（５，６，１７）（２，９）（８，１２，１８）（１，１４，１０）１１－１３ ４ ４，１６（７，１５）１７（３，５，６，９，１８）（２，８，１２，１０）（１，１１，１４）１３

勝馬の
紹 介

ドリームクラフト �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．６．２２ 阪神４着

２００６．４．２３生 牡４栗 母 マイネスプレンダー 母母 エレガントローザ １７戦２勝 賞金 ２３，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 クイックメール号・デイブレイクスベル号・ドゥービリーヴイン号・メイショウサミット号
（非抽選馬） １頭 オペラセリア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１５０２０ ５月２３日 雨 不良 （２２京都４）第２日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （ダート・右）

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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１１ リバーキャッスル 牝５栗 ５５ 山崎 誠士河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４３４－ ４１：５１．３ １２８．６�
（川崎）

７８ コウエイテンプウ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊西岡 静男氏 坂口 正大 浦河 安原 実 ４７８＋ ６ 〃 クビ ６．７�
３３ カ ス ガ 牝４鹿 ５５ 幸 英明高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４８＋１０１：５１．４� ２３．４�
８１０ ラウリシルヴァ 牝４栗 ５５ 村田 一誠 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：５１．７１� ２１．６�
６７ クイックメール 牝４栗 ５５ 小牧 太谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 B４６４－ ２ 〃 ハナ １０．８�
４４ ビバロングライフ 牝７鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜池住 安信氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４６４± ０１：５２．２３ ６１．７�
７９ ワンダープリマ 牝４鹿 ５５

５３ △国分 恭介山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４４６＋１２１：５２．３クビ ４．９	
２２ アマゾネスバイオ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二バイオ
 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５３８－ ２ 〃 クビ １．８�
８１１ テ ィ フ ィ ン 牝４栗 ５５ 岡部 誠 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４４４＋１４１：５３．５７ １５．７�

（愛知）

５５ � トウケイシャイン 牝４栗 ５５ 鷹野 宏史木村 信彦氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４５４± ０１：５４．１３� ４９．９
６６ � テイクザラブ 牝４栗 ５５ 秋山真一郎水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４３４－１２１：５４．３１� １５．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，５８８，１００円 複勝： ２４，４４６，７００円 枠連： １８，４３７，３００円

普通馬連： ５８，０９２，２００円 馬単： ４８，００１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２０２，７００円

３連複： ７６，７２８，１００円 ３連単： １７４，７３１，０００円 計： ４３８，２２７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２，８６０円 複 勝 � １，９９０円 � ２００円 � ６１０円 枠 連（１－７） １１，６４０円

普通馬連 �� ３０，３００円 馬 単 �� ４４，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，２６０円 �� ８，３１０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ８６，３２０円 ３ 連 単 ��� ８４８，３７０円

票 数

単勝票数 計 １７５８８１ 的中 � １０７８（１１番人気）
複勝票数 計 ２４４４６７ 的中 � ２６３７（１１番人気）� ４３４１８（２番人気）� ９５８０（８番人気）
枠連票数 計 １８４３７３ 的中 （１－７） １１６９（２１番人気）
普通馬連票数 計 ５８０９２２ 的中 �� １４１５（４５番人気）
馬単票数 計 ４８００１２ 的中 �� ７９１（７６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２０２７ 的中 �� ９３４（４４番人気）�� ５８８（５０番人気）�� ３８１１（１７番人気）
３連複票数 計 ７６７２８１ 的中 ��� ６５６（１２２番人気）
３連単票数 計１７４７３１０ 的中 ��� １５２（７８９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１２．７―１２．３―１２．５―１２．２―１２．３―１３．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．２―３５．９―４８．２―１：００．７―１：１２．９―１：２５．２―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

リバーキャッスル �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．６．２１ 阪神８着

２００５．４．７生 牝５栗 母 テイエムロゼット 母母 サムモアマジック １６戦２勝 賞金 １３，１１０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※クイックメール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



１５０２１ ５月２３日 雨 不良 （２２京都４）第２日 第９競走 ��
��１，８００�パールステークス

発走１４時５０分 （芝・右・外）

牝，４歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５５�
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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７８ テイエムオーロラ 牝４青鹿５５ 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４６６＋ ８１：５１．１ ８．３�

６７ クーデグレイス 牝４黒鹿５５ 小牧 太吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ８ 〃 ハナ ４．１�
３３ スペルバインド 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４９６－ ４１：５１．２� ８．０�
８１０ ダイワジャンヌ 牝５黒鹿５５ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４４４－ ２ 〃 クビ ４．９�
５５ ワイドサファイア 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８８＋１４１：５１．３� １１．１�
１１ マルティンスターク 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４３６± ０１：５１．７２� １４．５�
８１１ マイネトゥインクル 牝５鹿 ５５ 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム B４５４＋ ６１：５１．８� ２３．９

６６ ブーケフレグランス 牝５栗 ５５ C．ウィリアムズ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５３２－ ２１：５２．０１	 ７．３�

（豪）

４４ ハシッテホシーノ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４４８－ ４ 〃 ハナ ７．４�
７９ キシュウグラシア 牝４黒鹿５５ 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７４± ０１：５２．３１� ２７．３
２２ キ テ ィ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４７０＋１２ 〃 ハナ １８．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，９７２，０００円 複勝： ３６，２９２，３００円 枠連： ２２，３９７，２００円

普通馬連： １１２，０３０，９００円 馬単： ６２，１４５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，６２６，６００円

３連複： １２８，５３５，３００円 ３連単： ２４７，７２２，２００円 計： ６６８，７２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２６０円 � １７０円 � ２５０円 枠 連（６－７） ７３０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，２００円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 ��� １９，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２５９７２０ 的中 � ２４８５６（６番人気）
複勝票数 計 ３６２９２３ 的中 � ３３７３８（６番人気）� ６６７８４（１番人気）� ３５８０３（５番人気）
枠連票数 計 ２２３９７２ 的中 （６－７） ２２７４９（２番人気）
普通馬連票数 計１１２０３０９ 的中 �� ６２０３５（２番人気）
馬単票数 計 ６２１４５７ 的中 �� １５４９８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３６２６６ 的中 �� １９４４２（２番人気）�� ６５４８（１７番人気）�� １１９７６（７番人気）
３連複票数 計１２８５３５３ 的中 ��� ２７１７４（６番人気）
３連単票数 計２４７７２２２ 的中 ��� ９２４４（４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．８―３７．２―４９．６―１：０２．２―１：１４．３―１：２６．２―１：３８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．８
３ ・（１，９）－（３，８）７（２，１０）（４，６）（５，１１） ４ ・（１，９）（３，８）７（４，１０）（２，１１）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 １６戦４勝 賞金 ５６，１７４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１５０２２ ５月２３日 雨 不良 （２２京都４）第２日 第１０競走 ��
��１，９００�第２７回東海テレビ杯東海ステークス（ＧⅡ）

発走１５時３０分 （ダート・右）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５２�４歳以上５７�，牝馬２�
減，２１．５．２３以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２１．５．２２以前のGⅠ競走（牝馬限定競走
を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

東海テレビ杯・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ５３，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，３００，０００円
付 加 賞 １，１９０，０００円 ３４０，０００円 １７０，０００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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

１２ シルクメビウス 牡４鹿 ５７ 田中 博康有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４８６＋ ６１：５５．４ ３．９�

３６ トランセンド 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８－ ２ 〃 クビ ３．３�
８１６ アルトップラン 牡５栗 ５７ 浜中 俊�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９４± ０１：５６．０３� ４５．５�
３５ マコトスパルビエロ 牡６芦 ５８ 秋山真一郎尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５１８＋ ２１：５６．１� １０．８�
２３ ダイショウジェット 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５５８± ０１：５６．２� ２８．６�
２４ ロラパルーザ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ５１０＋ ２１：５６．３クビ ３２．８�
４８ タマモクリエイト 牡５鹿 ５７ 幸 英明タマモ	 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５２４＋ ４ 〃 クビ ７３．０

５１０ フサイチセブン 牡４鹿 ５８ C．ウィリアムズ 林 進氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ２１：５６．４クビ ３．７�

（豪）

４７ 	 ラヴェリータ 牝４芦 ５５ 和田 竜二前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Dell Ridge
Farm ５１４＋ ５ 〃 ハナ １４．８�

７１３ ネ イ キ ッ ド 牡６栗 ５７ 赤木高太郎前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ４１：５７．１４ ６９．２
５９ ナニハトモアレ 牡４黒鹿５７ 村田 一誠	グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５０６± ０１：５７．２� １０．２�
１１ ピイラニハイウェイ 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三金子真人ホール

ディングス	 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２ 〃 クビ １５４．１�
８１５ コロナグラフ 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５００＋ ６１：５７．６２� ２７．５�
７１４
 ボ ラ ン タ ス 牡６栗 ５７ 山崎 誠士齊藤四方司氏 山崎 尋美 千歳 社台ファーム ５３０－ ７１：５７．８１� ８６．７�

（川崎） （川崎）

６１２	 エイシンロンバード 牡８栗 ５７ 国分 恭介平井 豊光氏 野元 昭 米
Brilliant Stables,
Inc., Morris Brothers
& Elliott Walden

５０２－ ２１：５９．４１０ ２８０．０�

（１５頭）
６１１� トーセンモナーク 牡５栗 ５７ 岡部 誠島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

（愛知）

売 得 金

単勝： ７４，７８２，８００円 複勝： ９６，３４３，５００円 枠連： ６９，９３２，８００円

普通馬連： ３７５，３２４，８００円 馬単： １９１，３９１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １００，３２０，０００円

３連複： ４７１，６２９，７００円 ３連単： ８９８，５０８，８００円 計： ２，２７８，２３４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ８９０円 枠 連（１－３） ６４０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２，６７０円 �� ２，９３０円

３ 連 複 ��� １３，２２０円 ３ 連 単 ��� ４９，０９０円

票 数

単勝票数 計 ７４７８２８ 的中 � １５２１６３（３番人気）
複勝票数 計 ９６３４３５ 的中 � １６５９６２（３番人気）� １８１７４１（２番人気）� １９９２６（１０番人気）
枠連票数 計 ６９９３２８ 的中 （１－３） ８１７４１（３番人気）
普通馬連票数 計３７５３２４８ 的中 �� ３７３５３６（３番人気）
馬単票数 計１９１３９１８ 的中 �� ８６５２８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１００３２００ 的中 �� ６８３９８（３番人気）�� ８７０１（２９番人気）�� ７９２３（３４番人気）
３連複票数 計４７１６２９７ 的中 ��� ２６３２９（３７番人気）
３連単票数 計８９８５０８８ 的中 ��� １３５０８（１４２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１７．８―２９．３―４２．１―５４．６―１：０７．１―１：１９．４―１：３１．３―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
１
３
６，１０（５，１５）（４，７，１２）（１，３）１３，２（８，９，１４）－１６
６，１０（５，１５）７（４，３，１２）（１，２，１６）（８，１３）１４，９

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

勝馬の
紹 介

シルクメビウス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー ２００８．８．３ 函館４着

２００６．４．１６生 牡４鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ １５戦６勝 賞金 ２１３，７３２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔出走取消〕 トーセンモナーク号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 フサイチセブン号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 フサイチセブン号は，発走調教再審査。
※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） １頭 チャームナデシコ号
（非抽選馬） ７頭 クリーン号・スターシップ号・ストロングバサラ号・ポートラヴ号・マイプリティワン号・レッドアゲート号・

ロングプライド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１５０２３ ５月２３日 雨 不良 （２２京都４）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�

し ら ふ じ

白 藤 賞
発走１６時１０分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８８ アドマイヤプリンス 牡３鹿 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５１０± ０１：５０．６ ４．１�

８９ アスカトップレディ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４４０＋ ４１：５１．６６ ３．２�
３３ ティキマハロ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三萬納寺正清氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４７６＋ ２１：５１．９１� １１．５�
１１ シャイニーブレーヴ 牡３栗 ５６ 幸 英明小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４４８＋ ４１：５２．１１� ８．８�
２２ ヤマニンソルファ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４８６± ０ 〃 ハナ ５．６�
６６ ヒットメーカー 牡３青鹿５６ 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４３８－ ４ 〃 ハナ ８．３�
５５ サクラテンペスト 牡３青鹿５６ 田中 博康�さくらコマース羽月 友彦 新冠 川上牧場 ４８２－ ２１：５２．４２ ７．６	
７７ ビービースカット 牡３青鹿５６ 和田 竜二
坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 B５００－ ２１：５２．６� ２３．９�
４４ � カットイッタウト 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ 平井 裕氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 ４２０＋ ６１：５７．４大差 ３３．３�

（豪）

（９頭）

売 得 金

単勝： ３１，２２７，３００円 複勝： ４２，９２２，７００円 枠連： ２８，２１９，３００円

普通馬連： １０７，５４５，３００円 馬単： ７１，６５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，０４９，６００円

３連複： １２４，１０２，３００円 ３連単： ３０４，１２２，３００円 計： ７４０，８３９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ２８０円 枠 連（８－８） ７００円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，１７０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ３，０２０円 ３ 連 単 ��� １１，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３１２２７３ 的中 � ６０６２４（２番人気）
複勝票数 計 ４２９２２７ 的中 � ６９１８２（３番人気）� １０２８６０（１番人気）� ３１８４７（７番人気）
枠連票数 計 ２８２１９３ 的中 （８－８） ３０００７（２番人気）
普通馬連票数 計１０７５４５３ 的中 �� １１６６７８（１番人気）
馬単票数 計 ７１６５０９ 的中 �� ３８４０９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１０４９６ 的中 �� ３３１１６（１番人気）�� ５９０２（２０番人気）�� ９７３８（１３番人気）
３連複票数 計１２４１０２３ 的中 ��� ３０３３７（１２番人気）
３連単票数 計３０４１２２３ 的中 ��� １９０９６（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．０―４８．５―１：０１．６―１：１４．３―１：２６．６―１：３８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤプリンス 
�
父 アグネスタキオン 

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．１０．３１ 京都１着

２００７．５．２７生 牡３鹿 母 プロモーション 母母 アサーション ４戦２勝 賞金 １９，６２４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カットイッタウト号は，平成２２年６月２３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１５０２４ ５月２３日 雨 不良 （２２京都４）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時４０分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

５１０ ギ ン ゲ イ 牡５芦 ５７ 秋山真一郎加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新冠 長浜 忠 ４９０± ０１：１２．３ ２．８�

３６ コスモクリスタル 牝４黒鹿５５ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 荒井ファーム ４８２－ ２ 〃 ハナ ６．３�
２３ アグネスハッピー 牡８鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４５８＋ ６１：１２．５１� ５１．２�
８１８ ビーチアイドル 牝５鹿 ５５ 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：１２．６� ６．０�
１１ ビ ン チ ェ ロ 牡６黒鹿５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ６１：１２．７� ８．５�
７１４ クリンゲルベルガー 牝４芦 ５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ２１：１２．８� ２９．９�
３５ レイクエルフ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊岡田 弘夫氏 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４６＋ ２１：１２．９� ２４．４	
２４ メッサーシュミット 	５鹿 ５７ 長谷川浩大釘田 秀人氏 川村 禎彦 鹿児島 釘田フアーム ４７６－１４１：１３．０� １６６．１

７１３ メイショウバレーヌ 牝６栗 ５５ 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ８５．３�
４８ 
 ハートランドノリカ 牝５黒鹿５５ C．ウィリアムズ 豊田 稔氏 須貝 彦三 浦河 小椋 智 ４６８＋ ６１：１３．２１ １８．０�

（豪）

６１２ オメガエクスプレス 牡６鹿 ５７ 高橋 智大原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５２６± ０ 〃 ハナ １３．４
７１５� コンゴウリュウオー 牡６黒鹿５７ 小坂 忠士金岡 久夫氏 山内 研二 米 Runnymede

Farm Inc et al ５０２± ０１：１３．３� ２４．２�
５９ エーシンビーエル 牡６鹿 ５７ 田中 博康�栄進堂 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５３４± ０ 〃 クビ ３０．０�
４７ カレンナサクラ 牝６栗 ５５ 的場 勇人北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６２－ ２１：１３．４クビ ２０．７�
８１６ ニホンピロシェリー 牝６鹿 ５５ 村田 一誠小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４６８＋ ２ 〃 アタマ ４９．９�
８１７
 シ テ ィ ボ ス 牡７鹿 ５７ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４７６＋ ２１：１３．５� ２８．０�
１２ ゴッドスマイルユー 牡７芦 ５７

５５ △国分 恭介中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６０＋ ２１：１３．６ ５１．７�
６１１ トシザコジーン 牝５芦 ５５ 佐藤 哲三上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 B４８０＋ ４１：１４．４５ ４９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，３６１，６００円 複勝： ４５，２８８，７００円 枠連： ４９，１９７，３００円

普通馬連： １６２，１６４，２００円 馬単： ９３，００２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，７００，９００円

３連複： ２１５，３７６，０００円 ３連単： ４１０，１４３，１００円 計： １，０６０，２３４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � ９００円 枠 連（３－５） ７８０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２，３１０円 �� ３，９４０円

３ 連 複 ��� １２，４００円 ３ 連 単 ��� ４７，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３３３６１６ 的中 � ９５０３１（１番人気）
複勝票数 計 ４５２８８７ 的中 � １１０７８８（１番人気）� ５１２４３（３番人気）� ９３８６（１５番人気）
枠連票数 計 ４９１９７３ 的中 （３－５） ４６７６３（２番人気）
普通馬連票数 計１６２１６４２ 的中 �� １４１８８８（２番人気）
馬単票数 計 ９３００２２ 的中 �� ４５７５４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１７００９ 的中 �� ３６７３６（２番人気）�� ５２１２（２５番人気）�� ３００７（４４番人気）
３連複票数 計２１５３７６０ 的中 ��� １２８１９（３７番人気）
３連単票数 計４１０１４３１ 的中 ��� ６４３４（１０２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．８―１１．９―１１．７―１１．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２４．２―３６．１―４７．８―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギ ン ゲ イ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 オグリキャップ デビュー ２００７．６．１６ 福島５着

２００５．５．２１生 牡５芦 母 キョウワスピカ 母母 グレンビーサマー ２５戦４勝 賞金 ５５，３８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ジニオマッジョーレ号・トキノムテキ号・メイショウローラン号・レッドハイヒール号
（非抽選馬） １頭 ヨシノアツヒメ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２２京都４）第２日 ５月２３日（日曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

２６７，８９０，０００円
３，４００，０００円
２２，０５０，０００円
２，３８０，０００円
２６，９７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，２１１，５００円
５，５３１，８００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
２８５，０７３，６００円
３８４，１７９，４００円
２８４，４７９，３００円
１，１０９，２３８，３００円
６８０，３６３，８００円
３５０，３６２，８００円
１，４２４，６５０，８００円
２，７０９，０６０，６００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 ７，２２７，４０８，６００円

総入場人員 ２１，７０８名 （有料入場人員 ２０，３４６名）




