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１２１２１ ５月２８日 小雨 重 （２３京都３）第１１日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１２ ワンダーエレメント 牝３鹿 ５４ 北村 友一山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 ４６０＋ ２１：１２．５ ２．６�

４７ メイショウナナイロ 牝３栗 ５４
５１ ▲森 一馬松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４５０ ―１：１３．０３ ４６．９�

７１４ フェイスバンブー 牝３鹿 ５４ 中村 将之�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４３６＋ ２１：１３．１� １１．７�
７１３ イツモジョウキゲン 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介小田切有一氏 佐々木晶三 浦河 木村牧場 ４５２＋１０１：１３．３１� ５．８�
３５ アドマイヤシケーダ 牝３青 ５４ 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４０８－１２ 〃 クビ １２．３�
８１５ メモリーフェスタ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 成隆牧場 ４８６－ ４１：１３．６１� ９．３	
１２ ホホヲヨセテ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４３０＋１４１：１３．８１� １６．２

４８ ルレーヴドメール 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６± ０１：１３．９� ４６．０�
１１ タマモカルメン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂タマモ� 木原 一良 新ひだか 前田牧場 ４３８± ０１：１４．０� １１０．２�
８１６ アイリスクイーン 牝３栗 ５４ 酒井 学平口 信行氏 日吉 正和 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４０＋ ２１：１４．２１� １２２．５
５１０ タルトレット 牝３鹿 ５４ 武 豊�藤原牧場 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 ４８４＋ ２１：１４．５２ ３．７�
３６ カディッシュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�ターフ・スポート松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４７６＋ ２１：１５．１３� １４１．３�
２４ カメリアバンダム 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４００＋ ６１：１５．６３ ２５９．２�

（愛知）

５９ シゲルフクサンジ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲国分 優作森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 中村 雅明 ４２２＋ ４１：１５．７� ２５５．２�

２３ ワンダーシモン 牝３黒鹿５４ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 えりも 能登 浩 ３９６－ ６１：１５．８� １９９．７�
６１１ ヒロガーデン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介守内 満氏 藤沢 則雄 新ひだか 田湯牧場 ４５６－ ２１：１６．０１� ２６４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，６９４，１００円 複勝： ２５，６１０，２００円 枠連： ８，８６９，２００円

馬連： ３４，５８７，７００円 馬単： ２６，８２１，３００円 ワイド： １６，５２６，７００円

３連複： ５２，７２５，３００円 ３連単： ８４，６３７，４００円 計： ２６２，４７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １，０６０円 � ３４０円 枠 連（４－６） ３，３８０円

馬 連 �� ６，８３０円 馬 単 �� １０，８５０円

ワ イ ド �� ２，３５０円 �� ６１０円 �� ７，９５０円

３ 連 複 ��� ２６，４００円 ３ 連 単 ��� ９１，３２０円

票 数

単勝票数 計 １２６９４１ 的中 � ３９９１９（１番人気）
複勝票数 計 ２５６１０２ 的中 � ９４６６６（１番人気）� ４０１２（９番人気）� １５０４４（５番人気）
枠連票数 計 ８８６９２ 的中 （４－６） １９４２（１３番人気）
馬連票数 計 ３４５８７７ 的中 �� ３７４０（２１番人気）
馬単票数 計 ２６８２１３ 的中 �� １８２５（３５番人気）
ワイド票数 計 １６５２６７ 的中 �� １６８７（２３番人気）�� ７２３１（５番人気）�� ４８７（４５番人気）
３連複票数 計 ５２７２５３ 的中 ��� １４７４（５７番人気）
３連単票数 計 ８４６３７４ 的中 ��� ６８４（２４４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．７―１２．０―１２．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．２―４７．２―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．３
３ ・（７，１２）（１３，１５）（１，１０，１４）－（５，１６）２，８（４，６）９－１１，３ ４ ・（７，１２）（１３，１５）（１，１４）１０（５，１６）８，２，６（４，９）１１，３

勝馬の
紹 介

ワンダーエレメント �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Be My Guest デビュー ２０１０．１２．１２ 阪神１０着

２００８．３．３０生 牝３鹿 母 ワンダーグラシア 母母 Delta Town ７戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マウントフジ号
※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。

１２１２２ ５月２８日 曇 重 （２３京都３）第１１日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４４ ナポレオンバローズ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 ４８６± ０１：５３．０ １４．０�

３３ タッチドヘヴンリー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ４９２－ ２１：５３．１� １４．２�
７１０ セイプロスペリティ 牡３鹿 ５６ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４５２± ０１：５３．２� １１．３�
４５ ゲ バ ラ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 浦河 辻 牧場 ４７４－ ２１：５３．５１� １．４�
２２ ダンスラナキラ 牡３黒鹿５６ 小牧 太橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７６＋ ４ 〃 クビ ８．８�
５６ ジャニアリシックス 牡３栗 ５６ 岡部 誠深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４４２－１４１：５３．６� ９．５�

（愛知）

５７ メジロビゼン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二岩� 伸道氏 宮本 博 洞爺湖 メジロ牧場 ４８２－ ６１：５４．５５ ３１．７	
７１１ テンシノイツル 牡３黒鹿５６ 中村 将之岩� 僖澄氏 田所 秀孝 新冠 ラツキー牧場 ４４６＋ ２１：５５．０３ ６２．１

８１３ シルクアリオン 牡３栗 ５６ 竹之下智昭有限会社シルク庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４５２－ ２１：５５．２１� １５９．８�
６９ タカノコウモン 牡３黒鹿５６ 酒井 学山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 白井牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ ２４４．４�
６８ スズカルンバ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４５６± ０１：５５．５１� ２２８．９
８１２ シゲルカカリチョウ 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４２２－ ２１：５６．２４ ２０７．３�

１１ メイショウトキワ 牝３鹿 ５４ 北村 友一松本 好雄氏 増本 豊 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７８± ０１：５８．６大差 ３７１．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，３８５，３００円 複勝： ６３，６５７，３００円 枠連： ８，４２４，３００円

馬連： ３１，７７３，９００円 馬単： ３２，２２０，９００円 ワイド： １６，０２３，５００円

３連複： ４７，７０９，８００円 ３連単： １０１，６６４，１００円 計： ３１９，８５９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４００円 複 勝 � ６８０円 � ７１０円 � ４５０円 枠 連（３－４） ８３０円

馬 連 �� ６，２６０円 馬 単 �� １２，８２０円

ワ イ ド �� １，３６０円 �� １，０２０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� １３，３６０円 ３ 連 単 ��� ９２，２９０円

票 数

単勝票数 計 １８３８５３ 的中 � １０４０７（５番人気）
複勝票数 計 ６３６５７３ 的中 � ２４３６１（５番人気）� ２３０１９（６番人気）� ３８９１９（２番人気）
枠連票数 計 ８４２４３ 的中 （３－４） ７４９５（５番人気）
馬連票数 計 ３１７７３９ 的中 �� ３７５１（１６番人気）
馬単票数 計 ３２２２０９ 的中 �� １８５５（３２番人気）
ワイド票数 計 １６０２３５ 的中 �� ２８７０（１６番人気）�� ３９２８（１２番人気）�� ３７９３（１３番人気）
３連複票数 計 ４７７０９８ 的中 ��� ２６３７（３０番人気）
３連単票数 計１０１６６４１ 的中 ��� ８１３（１８７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１３．９―１３．１―１１．９―１２．５―１２．３―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３８．１―５１．２―１：０３．１―１：１５．６―１：２７．９―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナポレオンバローズ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Rahy デビュー ２０１１．２．５ 京都２着

２００８．４．１０生 牡３黒鹿 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif ３戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔制裁〕 ナポレオンバローズ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番への

進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウトキワ号は，平成２３年６月２８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回　京都競馬　第１１日



１２１２３ ５月２８日 曇 重 （２３京都３）第１１日 第３競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

７１４� レスタービート 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Dermot Cantillon

& Patrick Hayes ４７６－ ４１：２３．９ ３４８．３�

１１ フラアンジェリコ 牡３栗 ５６ 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５００＋ ２１：２４．６４ ５．５�
７１３� エイシンエンブレム 牡３芦 ５６ C．ウィリアムズ 平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Helen Y.

Painter ４６４－ ２１：２４．９２ ３．８�
（豪）

５９ ミッキーホワイト 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８２－１６１：２５．０� ２４．８�
１２ サンダーストラック 牡３鹿 ５６ 川田 将雅山本 英俊氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ２１：２５．４２� ３．７�
２４ アキュートバイオ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二バイオ� 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B４９８＋ ２１：２５．６１	 ５．１	
５１０ リアリーザワールド 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４７６± ０１：２６．１３ ３０．６

６１１ サンライズスター 牡３鹿 ５６ 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：２６．３１ ９２．２�
３６ ランドヘラクレス 牡３栗 ５６ 岡部 誠木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９０± ０１：２６．４� ９３．７�

（愛知）

４７ エカルラート 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ４１：２６．５� １１．３

３５ マイネプルメリア 牝３鹿 ５４ N．ピンナ �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 ４２０＋１０１：２６．８２ ５７．１�

（伊）

６１２ アドマイヤルビアノ 牡３栗 ５６ 浜中 俊近藤 利一氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－ ２１：２７．６５ ８５．３�

８１５ シゲルシュセキ 牝３鹿 ５４
５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 西橋 豊治 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０＋ ４１：２７．８� ３４１．３�
４８ アリスバローズ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫猪熊 広次氏 武田 博 新冠 川島牧場 ４４４＋ ２１：２８．３３ ２５８．９�

（愛知）

２３ エタニティフレーム 牡３栗 ５６ 鷹野 宏史吉田 和美氏 沖 芳夫 日高 待兼牧場 ５２８ ―１：２８．４� １１６．８�
８１６ ネバーミスザマーク 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 北光牧場 ５０８＋ ４１：２８．７２ ８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２７８，７００円 複勝： ２９，９９８，５００円 枠連： １１，２７４，７００円

馬連： ３９，３３６，４００円 馬単： ２６，４９６，６００円 ワイド： １８，３９１，９００円

３連複： ５５，６２６，８００円 ３連単： ８１，７９０，４００円 計： ２８０，１９４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４，８３０円 複 勝 � ４，９３０円 � １９０円 � １５０円 枠 連（１－７） ３４０円

馬 連 �� ５６，５９０円 馬 単 �� ２１７，２８０円

ワ イ ド �� １５，０９０円 �� ７，１１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ６１，２８０円 ３ 連 単 ��� ６７０，６９０円

票 数

単勝票数 計 １７２７８７ 的中 � ３９１（１６番人気）
複勝票数 計 ２９９９８５ 的中 � １０３０（１６番人気）� ４６４８８（３番人気）� ６９６１０（１番人気）
枠連票数 計 １１２７４７ 的中 （１－７） ２４５８０（１番人気）
馬連票数 計 ３９３３６４ 的中 �� ５１３（６６番人気）
馬単票数 計 ２６４９６６ 的中 �� ９０（１７０番人気）
ワイド票数 計 １８３９１９ 的中 �� ２７９（７１番人気）�� ５９６（５０番人気）�� １２８１４（３番人気）
３連複票数 計 ５５６２６８ 的中 ��� ６７０（１２１番人気）
３連単票数 計 ８１７９０４ 的中 ��� ９０（９４６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．５―１１．９―１２．２―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．８―３４．３―４６．２―５８．４―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レスタービート �
�
父 Refuse To Bend �

�
母父 Zilzal デビュー ２０１１．５．７ 京都１４着

２００８．３．８生 牡３栗 母 Monaassabaat 母母 It’s in the Air ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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 カネトシテンアップ号・クリスタルヒル号
※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。

１２１２４ ５月２８日 曇 稍重 （２３京都３）第１１日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１４ アドマイヤバートン 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８１：４８．７ ６．７�

８１７ ショウナンカミング 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ 国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ２．８�
（豪）

５１０ ストリートマジック 牡３鹿 ５６ 福永 祐一幅田 京子氏 藤原 英昭 浦河 バンダム牧場 ４２６＋ ６１：４９．３３� １７．６�
７１３ エヴァートリニティ 牝３栗 ５４ 岡部 誠山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４４０± ０１：４９．５１� ４６．５�

（愛知）

６１２ エーシンインパルス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４７２－ ８１：４９．７１ ４０．９�
２３ � シンボリストーム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada ４９６＋ ４１：４９．９１� ４．０�
８１８ フェニックスソード 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 	ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４５８－ ４１：５０．０� １０．０


（伊）

６１１ テイエムマジョ 牝３鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 様似 中脇 一幸 ４２０＋ ６１：５０．１� ３００．７�

３５ メイショウチルチェ 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４５６ ―１：５０．８４ １４７．３�
３６ サニーデイサンデー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３４ ― 〃 ハナ ４５．１
７１５ ウォーターメイ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 ４７８＋１２１：５０．９	 ２３３．４�
４８ レッドデセーオ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ ９．４�
５９ トウカイパスカル 
３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作内村 正則氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 ４７４－２０１：５１．０� １２７．０�
１１ クレバーベスト 
３鹿 ５６ 池添 謙一田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４４－ ４１：５１．９５ １８．４�
２４ メイショウガザニア 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３２－ ４１：５２．１１� １８４．３�
１２ ニシノフェイム 牝３鹿 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４４８＋ ８ 〃 アタマ １３．７�
８１６ キタサンアマゾン 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂	大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田 祐博 ４７６＋１６１：５２．４２ ２８２．２�
４７ レッドハート 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士	コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５２± ０１：５４．０１０ １４６．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，００８，１００円 複勝： ３０，９１５，４００円 枠連： １４，３０８，６００円

馬連： ４２，６８３，４００円 馬単： ２７，３８５，５００円 ワイド： １９，３９８，６００円

３連複： ５５，６４８，９００円 ３連単： ７９，８６６，７００円 計： ２８８，２１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２５０円 � １５０円 � ４６０円 枠 連（７－８） ６３０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� １，３７０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ５，２８０円 ３ 連 単 ��� ２５，１３０円

票 数

単勝票数 計 １８００８１ 的中 � ２１２４９（３番人気）
複勝票数 計 ３０９１５４ 的中 � ３１１１９（４番人気）� ６９７３９（１番人気）� １３９４５（８番人気）
枠連票数 計 １４３０８６ 的中 （７－８） １７０２４（２番人気）
馬連票数 計 ４２６８３４ 的中 �� ３１７５０（３番人気）
馬単票数 計 ２７３８５５ 的中 �� ６６８７（７番人気）
ワイド票数 計 １９３９８６ 的中 �� ９９７７（３番人気）�� ３３５２（１６番人気）�� ４５４７（１２番人気）
３連複票数 計 ５５６４８９ 的中 ��� ７７８２（１２番人気）
３連単票数 計 ７９８６６７ 的中 ��� ２３４６（５６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１２．０―１２．３―１２．２―１２．３―１２．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３５．０―４７．０―５９．３―１：１１．５―１：２３．８―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３７．２
３ ・（１，８）（１６，１８）（７，２）１７（４，１４）３，９（６，１０，１５）（１１，１２，１３）＝５ ４ ・（１，８）（１７，１６，１８）（２，３，１４）（４，９，１３）（７，１０）６（１１，１５）１２－５

勝馬の
紹 介

アドマイヤバートン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．５ 札幌２着

２００８．５．１６生 牡３栗 母 リズムオブザレイン 母母 レ ン Ⅱ ８戦１勝 賞金 １３，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドハート号は，平成２３年６月２８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 マイダルタニアン号
※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。



１２１２５ ５月２８日 曇 稍重 （２３京都３）第１１日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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

４７ サクラアドニス 牡３黒鹿５６ 四位 洋文�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６０＋ ４１：２３．６ ３．７�

２３ シェルエメール 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３２＋ ４１：２３．７� ５．０�
５１０ マ ー ル ー ト 牡３鹿 ５６ 和田 竜二西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか 有限会社石川牧場 ４５２＋ ４ 〃 ハナ ２．９�
８１７ マハーバーラタ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４３２ ―１：２４．０２ ６．８�
８１６ コマノアクラ 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４３６± ０ 〃 クビ １２．５�

（豪）

６１２ ジョウショーコトミ 牝３芦 ５４ N．ピンナ 熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４２６－１０１：２４．１クビ ３１．２�
（伊）

７１３ アイズビット 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 ４１８－１０１：２４．５２� ２２８．７	

３５ ゴールデンアスク 牝３鹿 ５４ 武 豊廣崎 利洋氏 千田 輝彦 浦河 岡本牧場 ４３０－ ４１：２４．８１� ２７．４

６１１ チュウワプリンセス 牝３青鹿５４ 酒井 学中西 忍氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１２ ― 〃 クビ ４７．２�
２４ サイクロニスト 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介飯田 正剛氏 加用 正 新ひだか 千代田牧場 ４５２－ ２１：２４．９クビ ２１．６�
８１８ スズノウルフ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文阿部 雅子氏 佐藤 正雄 鹿児島 徳重 正幸 B４４０－ ４１：２５．６４ ２１９．６
７１５ ルージュマジック 牝３鹿 ５４ 浜中 俊飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ２５．０�
１２ キジトサルヲツレテ 牡３栗 ５６ 安部 幸夫小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 ４３０＋ ４１：２５．７� １５９．９�

（愛知）

７１４ インテンスラン 牝３鹿 ５４ 北村 友一岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４５２＋ ４ 〃 クビ ２３０．０�
５９ スリーエレガント 牝３鹿 ５４ 岡部 誠永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４２６＋ ２１：２５．９１ ２３９．９�

（愛知）

４８ ニシノミストラル 牝３鹿 ５４ 石橋 守西山 茂行氏 松永 幹夫 むかわ 西山牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ２１８．９�
１１ マ リ ー リ コ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作冨沢 敦子氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４２０－ ４ 〃 クビ １７４．６�
３６ テイエムヘイロー 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４３６ ―１：２６．３２� １６１．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，１０４，８００円 複勝： ２３，２２０，９００円 枠連： １２，５４９，６００円

馬連： ３９，１０８，４００円 馬単： ２９，３３０，０００円 ワイド： １８，４５４，５００円

３連複： ５４，５４３，３００円 ３連単： ８８，８３８，２００円 計： ２８２，１４９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（２－４） ７５０円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２３０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� ５，０８０円

票 数

単勝票数 計 １６１０４８ 的中 � ３４８３３（２番人気）
複勝票数 計 ２３２２０９ 的中 � ５２５５０（１番人気）� ４２４１７（３番人気）� ５０２７６（２番人気）
枠連票数 計 １２５４９６ 的中 （２－４） １２４５８（４番人気）
馬連票数 計 ３９１０８４ 的中 �� ２９６２８（３番人気）
馬単票数 計 ２９３３００ 的中 �� １１５７２（５番人気）
ワイド票数 計 １８４５４５ 的中 �� １２０４８（３番人気）�� ２１６６２（１番人気）�� １４６２９（２番人気）
３連複票数 計 ５４５４３３ 的中 ��� ４９７１８（１番人気）
３連単票数 計 ８８８３８２ 的中 ��� １２９２３（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．１―３６．２―４８．２―１：００．３―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラアドニス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１１．３．１９ 阪神４着

２００８．３．１０生 牡３黒鹿 母 サクラウォーニング 母母 サクラハツスル ４戦１勝 賞金 ７，２８０，０００円
※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） ８頭 エメラルドヴァレー号・クリスタルエイト号・ゴールデンコマンド号・サイズミックレディ号・サワヤカオジョー号・

ジーティルピア号・タニノトラストミー号・メイショウホロベツ号
※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。

１２１２６ ５月２８日 小雨 重 （２３京都３）第１１日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４４ テイエムドンマイ 牡３黒鹿５６ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４９６＋ ２１：５１．４ ７．２�

１１ ゴールデンジャガー 牡３鹿 ５６ 北村 友一西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 ５００＋ ２ 〃 クビ １１２．５�
８１２ クラシカルノヴァ 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４７６＋ ４１：５１．６１ ４．３�
７９ スカイスクレイパー 牡３栗 ５６ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ４１：５２．４５ ４．５�
６８ カレンジェニオ 牡３栗 ５６ 福永 祐一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４８４－ ２１：５２．５� ２．９�
５５ ボストンリョウマ 牡３青鹿５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７０－ ４１：５２．８２ １５．１�
８１１ タケルハヤテ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４５０＋ ２１：５３．１２ １２．３	
３３ トップストライド 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作
コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４７８－ ２１：５３．２クビ ８９．６�
５６ � ロージーライト 牡３青鹿５６ 安部 幸夫栗本 博晴氏 谷 潔 日高 メイプルファーム ４６４± ０１：５３．３� ５２．８�

（愛知）

６７ キングブラーボ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５２２± ０ 〃 ハナ １０．２
７１０ ジョウノエンドレス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ ７２．３�
２２ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７８－ ４１：５３．４クビ ３８．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，４２８，６００円 複勝： ２９，８５１，８００円 枠連： １１，９７９，４００円

馬連： ４１，９９３，６００円 馬単： ２８，４９２，４００円 ワイド： １９，８９１，０００円

３連複： ５７，０６６，４００円 ３連単： ９３，６３３，２００円 計： ３００，３３６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ３１０円 � ４，１９０円 � １９０円 枠 連（１－４） ４０，５６０円

馬 連 �� ４８，８１０円 馬 単 �� ７１，７７０円

ワ イ ド �� １１，０２０円 �� ６８０円 �� １１，４１０円

３ 連 複 ��� ７１，３９０円 ３ 連 単 ��� ５２３，５００円

票 数

単勝票数 計 １７４２８６ 的中 � １９１７８（４番人気）
複勝票数 計 ２９８５１８ 的中 � ２５３６１（５番人気）� １４３０（１２番人気）� ５２８０１（２番人気）
枠連票数 計 １１９７９４ 的中 （１－４） ２１８（３１番人気）
馬連票数 計 ４１９９３６ 的中 �� ６３５（５６番人気）
馬単票数 計 ２８４９２４ 的中 �� ２９３（１０２番人気）
ワイド票数 計 １９８９１０ 的中 �� ４２８（５３番人気）�� ７７９４（７番人気）�� ４１３（５４番人気）
３連複票数 計 ５７０６６４ 的中 ��� ５９０（１２６番人気）
３連単票数 計 ９３６３３２ 的中 ��� １３２（７７６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．８―１３．１―１１．９―１３．０―１２．８―１２．３―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３７．２―４９．１―１：０２．１―１：１４．９―１：２７．２―１：３９．２

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

テイエムドンマイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１０．１１．２１ 京都２着

２００８．３．２６生 牡３黒鹿 母 エンピリカル 母母 Louisville ８戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
※ゴールデンジャガー号は，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。



１２１２７ ５月２８日 小雨 稍重 （２３京都３）第１１日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．０
１：３１．４

良

良

６６ ジンクアッシュ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ５１４＋ ６１：３８．６ ７．６�

７７ ハーバーコマンド 牡３青 ５６ C．ウィリアムズ 谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６４＋１２ 〃 クビ ２．１�
（豪）

５５ トップシャイン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４６８＋ ２１：３８．７� ３．５�
８１０ エーシンジェネシス 牝３鹿 ５４ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４７８－ ２１：３９．１２� １４．２�
３３ � エルウェーオージャ 牡３青 ５６ 岩田 康誠雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 ４６０－１０１：３９．３１� １９．２�
１１ カレンデイムーン 牡３栗 ５６ 和田 竜二鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４６８＋１４ 〃 クビ ６９．７	
４４ アドマイヤクーガー 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ２１：３９．４� １３．８

７８ スマイリングムーン 牝３黒鹿５４ 北村 友一吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ５１０± ０１：３９．６１	 ７．９�
８９ 
 クインズセレクト 牝３栗 ５４ 岡部 誠�ホースケア 山中 輝久 日高 門別 敏朗 ４４４－ ４１：４１．９大差 ２１３．１�

（笠松） （愛知）

２２ 
 ゴールドドラゴン 牝３芦 ５４ 安部 幸夫�ホースケア 安部 弘一 新ひだか グランド牧場 ４１６＋ １１：４４．９大差 １８２．０
（愛知） （愛知）

（１０頭）

売 得 金

単勝： １８，３５４，３００円 複勝： ２２，６０３，１００円 枠連： ９，３２５，７００円

馬連： ４０，６５６，５００円 馬単： ３５，５９７，９００円 ワイド： １８，０１５，６００円

３連複： ５３，９０２，９００円 ３連単： １１５，２６１，４００円 計： ３１３，７１７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２１０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（６－７） ６９０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ３６０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ７００円 ３ 連 単 ��� ６，２８０円

票 数

単勝票数 計 １８３５４３ 的中 � １９２２８（３番人気）
複勝票数 計 ２２６０３１ 的中 � １８７７３（５番人気）� ６２２４７（１番人気）� ５７９９５（２番人気）
枠連票数 計 ９３２５７ 的中 （６－７） １００２１（２番人気）
馬連票数 計 ４０６５６５ 的中 �� ３６３４１（２番人気）
馬単票数 計 ３５５９７９ 的中 �� １２００５（７番人気）
ワイド票数 計 １８０１５６ 的中 �� １１３６３（３番人気）�� １０６７３（５番人気）�� ３７８５４（１番人気）
３連複票数 計 ５３９０２９ 的中 ��� ５７１５９（１番人気）
３連単票数 計１１５２６１４ 的中 ��� １３５５５（１４番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．８―１２．６―１２．８―１２．７―１２．４―１１．０―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２５．９―３８．５―５１．３―１：０４．０―１：１６．４―１：２７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジンクアッシュ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．８．２１ 小倉１着

２００８．３．１０生 牡３黒鹿 母 アーモンドパサー 母母 ジョードシュア ６戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔発走状況〕 ハーバーコマンド号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドドラゴン号は，平成２３年６月２８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または施行団体名を表示している。

１２１２８ ５月２８日 雨 重 （２３京都３）第１１日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１１ フィールドドリーム 牡４栗 ５７ 岩田 康誠吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５０８－１０１：１０．４ ２．７�

５１０ カツノセカンド 牡４鹿 ５７ 四位 洋文勝野 �治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 ４７０－１４１：１０．７１� ３．８�
８１６ レ コ メ ン ド 牡４鹿 ５７ N．ピンナ �アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ６１：１０．９１� １０．４�

（伊）

５９ � マルブツジャンボ 牡５芦 ５７ 幸 英明大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ５５８＋ ４１：１１．１１� １１４．５�
２３ ビ バ エ ル フ 牝５鹿 ５５ 安部 幸夫�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４１６± ０ 〃 クビ １５．７	

（愛知）

４７ エルチョコレート 牡５黒鹿５７ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４６６＋ ４１：１１．２クビ ５．３

３５ ウィアーザスター 牡５鹿 ５７ 岡部 誠小田切有一氏 佐々木晶三 三石 木下牧場 ４５６＋１０ 〃 アタマ ２３．８�

（愛知）

３６ キングアレキサンダ 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介岸田 勝宏氏 大根田裕之 静内 カタオカフアーム ５０６＋ ４１：１１．６２� ６２．５�
４８ ル ー ニ ー 牡４栗 ５７

５４ ▲森 一馬村上 稔氏 佐藤 正雄 日高 森永 直幸 ４７８＋２４ 〃 クビ ９．７
１１ スズノハミルトン 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介阿部 雅子氏 五十嵐忠男 静内 棚川 光男 ４９０＋ ６１：１１．８１� ４１．５�
８１５ キ ュ ー ト 牝４栗 ５５

５２ ▲国分 優作 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４４４－ ６１：１２．４３� ９１．３�
７１３� ラガーキセキ 牝５青鹿５５ 熊沢 重文奥村 啓二氏 柴田 政見 静内 今 牧場 ４５０－ ２１：１２．５� １４７．６�
７１４ アスタークリス 牡５芦 ５７ 酒井 学加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４６２＋ ８１：１２．７１� ８７．５�
６１２ ニチドウダイヤ 牝５鹿 ５５ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 三石 大平牧場 ４６０＋ ８ 〃 アタマ ３０．０�
１２ � ワンダーストーリリ 牝４黒鹿５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４０６－ １１：１３．２３ ２１９．９�
２４ � ジ ェ ニ コ 牝４鹿 ５５ 高田 潤松田 整二氏 牧浦 充徳 むかわ サイファーム ４４４＋ ８１：１３．６２� １３４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５８２，２００円 複勝： ２８，９１９，１００円 枠連： １４，５１６，２００円

馬連： ５０，９２０，１００円 馬単： ３５，９５１，４００円 ワイド： ２２，７２０，２００円

３連複： ７０，６５９，１００円 ３連単： １１４，９８６，３００円 計： ３５８，２５４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ２４０円 枠 連（５－６） ４９０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ５９０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，２８０円 ３ 連 単 ��� ７，２６０円

票 数

単勝票数 計 １９５８２２ 的中 � ５９３２６（１番人気）
複勝票数 計 ２８９１９１ 的中 � ６０６２５（１番人気）� ４７２３７（３番人気）� ２６３４９（４番人気）
枠連票数 計 １４５１６２ 的中 （５－６） ２２２５０（２番人気）
馬連票数 計 ５０９２０１ 的中 �� ６６８０３（１番人気）
馬単票数 計 ３５９５１４ 的中 �� ２８６７２（１番人気）
ワイド票数 計 ２２７２０２ 的中 �� ２４３９１（１番人気）�� ９０４２（４番人気）�� ５４８４（１３番人気）
３連複票数 計 ７０６５９１ 的中 ��� ２２８７７（４番人気）
３連単票数 計１１４９８６３ 的中 ��� １１７００（７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．２―１１．９―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．９―４５．８―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．５
３ ・（１０，１６）（１１，１４）－８（１，２，７，１２）（５，１５）１３－（４，９）－（６，３） ４ ・（１０，１６）１１，１４（８，１，７）（５，２）１２，１３，１５，９－（４，６，３）

勝馬の
紹 介

フィールドドリーム �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．４．１８ 阪神２着

２００７．３．３生 牡４栗 母 ラスリングカプス 母母 Fieldy ６戦２勝 賞金 １５，７００，０００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） ３頭 アキノワンツー号・シークロノス号・ラブコマドリー号
※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。



１２１２９ ５月２８日 雨 不良 （２３京都３）第１１日 第９競走

京阪新淀駅完成記念

��
��１，８００�

よ ど

與 杼 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．５．２９以降２３．５．２２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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１２ メガロスバンダム 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ５０８＋１２１：４８．４ １３．９�

１１ トップコマチ 牝６鹿 ５２ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６４＋ ６１：４８．７１� ２９．７�
８１６ テルミーホワイ 牡４鹿 ５５ 北村 友一薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９４－ ２１：４９．０２ １０．７�
２４ ハジメレンジャー 牡５鹿 ５５ 福永 祐一池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４８０－ ２１：４９．３２ ９．７�
３６ アイアムイチバン 牡４芦 ５５ 岩田 康誠堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４８２－ ２１：４９．４� ３１．１�
５１０ オリエンタルコール 牡４鹿 ５４ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４４０－ ６１：４９．５� １１５．２�
２３ サンマルボス 牡４鹿 ５６ 安部 幸夫相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４７６± ０１：４９．７１ ２５．５	

（愛知）

５９ オースミカイエン 牡４黒鹿５４ 佐藤 哲三
オースミ 山内 研二 日高 天羽牧場 ５１２± ０１：４９．９１� ２０１．１�
３５ � モエレジュンキン 牡４鹿 ５５ 池添 謙一鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４６２± ０１：５０．２２ ４．９�
６１１ ファイナルパンチ 牡６鹿 ５３ 小林 徹弥長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 ４８６－ ２１：５０．３� ３１３．１
４７ アキノフライ 牝４鹿 ５０ 竹之下智昭穐吉 正孝氏 菊沢 隆徳 新ひだか 徳本 幸雄 ４３６－ ８１：５０．４	 ２６５．４�
７１３ タマモビート 牡５鹿 ５４ 幸 英明タマモ
 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム ４７４＋ ４１：５０．６１� １５２．８�
６１２ リバティーフロー 牡５栗 ５６ N．ピンナ 吉田 千津氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：５０．７	 ２０．７�

（伊）

４８ 
 エーシンマダムジー 牝５栗 ５４ C．ウィリアムズ 
栄進堂 松元 茂樹 米 Winches-
ter Farm ４８０＋ ４１：５０．９１ ２．８�

（豪）

７１４ エターナルロブロイ 牡４鹿 ５４ 武 豊大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９８＋ ２ 〃 クビ １５．２�
８１５ ピサノルビー 牝５黒鹿５２ 国分 優作市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 飛野牧場 ４８６＋ ２１：５２．１７ ５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３７４，０００円 複勝： ４４，６８６，５００円 枠連： ２４，９７４，９００円

馬連： ９９，２１９，４００円 馬単： ５５，５５８，２００円 ワイド： ３５，４３６，８００円

３連複： １２７，９４５，５００円 ３連単： ２０２，１２３，９００円 計： ６１７，３１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ４００円 � ６１０円 � ３５０円 枠 連（１－１） １２，７２０円

馬 連 �� １３，５７０円 馬 単 �� ２３，４６０円

ワ イ ド �� ３，０１０円 �� ２，１５０円 �� ４，０４０円

３ 連 複 ��� ５４，０９０円 ３ 連 単 ��� ３２８，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２７３７４０ 的中 � １５６２４（６番人気）
複勝票数 計 ４４６８６５ 的中 � ２９９１８（６番人気）� １８０８１（８番人気）� ３５９７７（５番人気）
枠連票数 計 ２４９７４９ 的中 （１－１） １４５０（２８番人気）
馬連票数 計 ９９２１９４ 的中 �� ５３９８（４１番人気）
馬単票数 計 ５５５５８２ 的中 �� １７４８（７０番人気）
ワイド票数 計 ３５４３６８ 的中 �� ２８９５（３７番人気）�� ４０９５（２８番人気）�� ２１４４（４３番人気）
３連複票数 計１２７９４５５ 的中 ��� １７４６（１３９番人気）
３連単票数 計２０２１２３９ 的中 ��� ４５４（７９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．１―３４．８―４６．８―５９．０―１：１１．２―１：２３．３―１：３５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メガロスバンダム �
�
父 ダンシングカラー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００８．３．２２ 阪神８着

２００５．４．２３生 牡６鹿 母 ダイカツアゲイン 母母 カツラトウシヨウ ２３戦３勝 賞金 ５０，９５９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ギャザーロージズ号・パワーエース号・ヒカリアスティル号・モンピュア号
※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。

１２１３０ ５月２８日 雨 不良 （２３京都３）第１１日 第１０競走 ��
��１，８００�

し ら ゆ り

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

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８９ マイネルラクリマ 牡３栗 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ４６８＋ ４１：５０．３ ４．５�

８１０ ラトルスネーク 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ １２．６�
（豪）

７７ ギュスターヴクライ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４９２＋１４１：５０．４クビ ５．１�
６６ ムスカテール 牡３黒鹿５６ N．ピンナ 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ８１：５０．８２� ５．７�

（伊）

４４ � カネマサコンコルド 牡３黒鹿５７ 川田 将雅前田 政雄氏 庄野 靖志 日高 小屋畑 和久 ４８０＋ ２１：５１．１２ ７５．２�
７８ サウンドバスター 牡３鹿 ５６ 福永 祐一増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 ４７８＋ ４１：５１．３１	 ３．８	
５５ イ デ ア 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４７８＋ ２１：５１．４クビ ５３．８

１１ サ ン ビ ー ム 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ５１０＋１２１：５１．８２� ６．０�
３３ ヴ ィ ジ ャ イ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ６１：５２．０１	 ９．２�
２２ ビューティバラード 牝３栗 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２８＋ ８１：５２．４２� ５９．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３９，９７２，３００円 複勝： ５５，６４２，５００円 枠連： ２２，３８５，４００円

馬連： １１４，７４３，２００円 馬単： ６８，１４４，８００円 ワイド： ３５，３９４，５００円

３連複： １２５，５００，６００円 ３連単： ２６１，２１０，６００円 計： ７２２，９９３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � ３９０円 � １９０円 枠 連（８－８） ３，４６０円

馬 連 �� ３，１９０円 馬 単 �� ５，６３０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ４３０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ４，５６０円 ３ 連 単 ��� ３２，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３９９７２３ 的中 � ７１０３９（２番人気）
複勝票数 計 ５５６４２５ 的中 � ９４６３８（２番人気）� ３０８１７（７番人気）� ８４３８８（３番人気）
枠連票数 計 ２２３８５４ 的中 （８－８） ４７８６（１２番人気）
馬連票数 計１１４７４３２ 的中 �� ２６５６１（１６番人気）
馬単票数 計 ６８１４４８ 的中 �� ８９３８（３０番人気）
ワイド票数 計 ３５３９４５ 的中 �� ９１４４（１５番人気）�� ２２０６５（４番人気）�� ５７８６（２０番人気）
３連複票数 計１２５５００６ 的中 ��� ２０３４１（２０番人気）
３連単票数 計２６１２１０６ 的中 ��� ５８９８（１３３番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．６―１２．０―１２．７―１３．０―１２．７―１１．７―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．７―３６．７―４９．４―１：０２．４―１：１５．１―１：２６．８―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３５．２
３ １，９（２，４，８）（３，７）（５，１０）６ ４ ・（１，９）４（２，８）（５，３，７，１０）６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルラクリマ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．６．２６ 函館１着

２００８．２．２０生 牡３栗 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター ７戦２勝 賞金 ４８，２７０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



１２１３１ ５月２８日 雨 不良 （２３京都３）第１１日 第１１競走 ��
��２，０００�第４７回金 鯱 賞（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，除３歳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，２２．５．２９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，２２．５．２８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）

賞 品
本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

７１３ ルーラーシップ 牡４鹿 ５８ 福永 祐一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９６ ２：０２．４ ２．８�

３５ キャプテントゥーレ 牡６芦 ５８ 小牧 太 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４６４＋ ８２：０２．５� ３．９�
５９ アーネストリー 牡６鹿 ５８ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３６＋ ６２：０２．９２� ４．２�
２３ ホワイトピルグリム 牡６芦 ５７ 池添 謙一�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６８＋ ２２：０３．４３ ７１．２�
６１２ アンライバルド 牡５鹿 ５８ N．ピンナ �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８６＋１２２：０３．６１	 ４９．２�

（伊）

３６ フミノイマージン 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４８４＋１０ 〃 ハナ ３７．１�
２４ マンハッタンスカイ 牡７黒鹿５７ 岩田 康誠 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット B５４６＋ ２２：０３．８１	 １１３．０

８１５ トップカミング 
５黒鹿５７ 蛯名 正義�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 B４５６＋ ８２：０４．２２� １０５．６�
６１１ サンライズベガ 牡７鹿 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５０４＋ ６ 〃 クビ ２２．６�
４８ ネオヴァンドーム 牡４鹿 ５７ 浜中 俊小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２２：０４．４１	 １８．１
１１ � エーシンジーライン 牡６黒鹿５７ 岡部 誠	栄進堂 岡田 稲男 米 Winches-

ter Farm ４９８＋ ４ 〃 クビ ７４．２�
（愛知）

８１６ アドマイヤメジャー 牡５青鹿５７ C．ウィリアムズ 近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ８２：０４．６１	 ６８．３�
（豪）

４７ ナリタクリスタル 牡５黒鹿５７ 武 豊	オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６＋ ６２：０４．７� ９．６�

１２ ブラストダッシュ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７４＋ ２２：０４．８クビ １４．４�
５１０ ニホンピロレガーロ 牡８鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５００＋ ２２：０６．２９ １１７．５�
７１４ マイネルゴルト 牡４黒鹿５７ 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４６２－ ２２：０６．９４ １８７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １００，２０３，０００円 複勝： １５５，８４１，０００円 枠連： ６９，２４３，７００円

馬連： ４１７，５６０，６００円 馬単： ２２３，５２１，７００円 ワイド： １３９，３６４，３００円

３連複： ５６５，９７１，４００円 ３連単： ９９１，８９６，７００円 計： ２，６６３，６０２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（３－７） ５８０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ２５０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ２，９００円

票 数

単勝票数 計１００２０３０ 的中 � ２９１２５６（１番人気）
複勝票数 計１５５８４１０ 的中 � ３５１７１６（１番人気）� ３０４１０７（２番人気）� ２８７７７３（３番人気）
枠連票数 計 ６９２４３７ 的中 （３－７） ８８４５７（１番人気）
馬連票数 計４１７５６０６ 的中 �� ４９４１５１（２番人気）
馬単票数 計２２３５２１７ 的中 �� １５３５７４（２番人気）
ワイド票数 計１３９３６４３ 的中 �� １３５９８７（２番人気）�� １４２５０６（１番人気）�� １１６１３５（３番人気）
３連複票数 計５６５９７１４ 的中 ��� ６３３０９１（１番人気）
３連単票数 計９９１８９６７ 的中 ��� ２５３０１１（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３６．６―４９．４―１：０１．８―１：１４．３―１：２６．１―１：３７．９―１：４９．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルーラーシップ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．２７ 阪神１着

２００７．５．１５生 牡４鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール １０戦６勝 賞金 ２２９，０９８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

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

１２１３２ ５月２８日 雨 不良 （２３京都３）第１１日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

４７ タマモコントラバス 牡４黒鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４６４＋ ２１：１０．８ ２１．４�

７１２ タニノスバル 牝５芦 ５５ 岩田 康誠谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４６０＋ ２１：１１．２２� ４．９�
２３ ショウナンカッサイ 牝５鹿 ５５ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４５８＋ ２１：１１．３� ４．６�
７１３ ニホンピログッデン �８鹿 ５７ 小林 徹弥小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４７４－ ４１：１１．４� ５７．３�
６１０	 エイシンダヴィンチ 牡５青鹿５７ 浜中 俊平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty ４７０± ０ 〃 ハナ １４．２�
６１１
 シ テ ィ ボ ス 牡８鹿 ５７ 酒井 学服部 新平氏 日吉 正和 新冠 アラキフアーム ４７２－ ２１：１１．５� ８２．３�
３４ 	 フレッドバローズ �５鹿 ５７ 福永 祐一猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５２２± ０１：１１．６クビ ６．９	
１１ メイショウバレーヌ 牝７栗 ５５ 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ １３．７

３５ 
 シチリアーナ 牝６黒鹿５５ 和田 竜二岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４５６－ ４１：１１．７クビ １０８．４�
８１４ エンシャントアーツ 牝６栗 ５５ 竹之下智昭岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 大典牧場 ４８２－ ２１：１２．０２ ２９８．８�
８１５ アルーリングムーン 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作 サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８＋ ２ 〃 アタマ ３．４�

２２ ビ ン チ ェ ロ 牡７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 ４７２－ ２１：１２．１� ３０．７�
５９ サンゴシック 牡５栗 ５７ 池添 謙一幅田 昌伸氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ５１０－ ２１：１２．３１� ３２．３�
５８ コアレスカポーテ 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介小林 昌志氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 ４６６－１０１：１２．６１� １８．５�
４６ メイショウルシェロ 牝６黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４１８± ０１：１３．１３ ２０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，７２４，３００円 複勝： ４９，２７３，１００円 枠連： ２７，７３２，０００円

馬連： １１９，５９４，５００円 馬単： ６５，１５０，７００円 ワイド： ４０，１３０，４００円

３連複： １４３，２９１，６００円 ３連単： ２５８，９４１，８００円 計： ７３３，８３８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１４０円 複 勝 � ５６０円 � ２１０円 � ２００円 枠 連（４－７） ２，３９０円

馬 連 �� ５，５５０円 馬 単 �� １４，６８０円

ワ イ ド �� １，７８０円 �� １，７６０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ８，５６０円 ３ 連 単 ��� ７８，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２９７２４３ 的中 � １０９９１（９番人気）
複勝票数 計 ４９２７３１ 的中 � １８５４７（９番人気）� ６９３９１（３番人気）� ７５９８８（２番人気）
枠連票数 計 ２７７３２０ 的中 （４－７） ８５６５（１２番人気）
馬連票数 計１１９５９４５ 的中 �� １５９１９（２２番人気）
馬単票数 計 ６５１５０７ 的中 �� ３２７７（５４番人気）
ワイド票数 計 ４０１３０４ 的中 �� ５３５７（２４番人気）�� ５４０４（２３番人気）�� ２０７５９（４番人気）
３連複票数 計１４３２９１６ 的中 ��� １２３５８（２６番人気）
３連単票数 計２５８９４１８ 的中 ��� ２４３９（２４４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．７―１１．８―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．６―４７．４―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．２
３ ３（７，１２）１３（６，８，１０）（２，９，１１，１５）４（１，５，１４） ４ ３，７（１２，１３）（８，１０）（６，１１，１５）４（２，１，５）（９，１４）

勝馬の
紹 介

タマモコントラバス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００９．８．２２ 札幌８着

２００７．２．２５生 牡４黒鹿 母 ヒ ナ ゲ シ 母母 ナ デ シ コ １３戦３勝 賞金 ３２，８００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 タニノスバル号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）
※サンゴシック号・ニホンピログッデン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２３京都３）第１１日 ５月２８日（土曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後不良
重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

２９４，７００，０００円
２，１３０，０００円
１６，７４０，０００円
２，７３０，０００円
２７，８１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，７１１，７５０円
４，８４８，０００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
３３５，１０９，７００円
５６０，２１９，４００円
２３５，５８３，７００円
１，０７２，１７７，７００円
６５４，６７１，４００円
３９９，７４８，０００円
１，４１０，５９１，６００円
２，４７４，８５０，７００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 ７，１４２，９５２，２００円

総入場人員 ２１，５７３名 （有料入場人員 ）


