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１２０７３ ５月１４日 晴 稍重 （２３京都３）第７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

２４ ヒノデポベーダ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４４０ ―１：１３．８ ２２５．４�

４７ 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 ４４２＋ ４１：１３．９� ２．７�

８１６ キシュウライ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３０－ ２１：１４．４３ ３．３�
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 ４９０＋２０１：１４．５� ５．６�
３５ インパクトバイオ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介バイオ� 鶴留 明雄 平取 坂東牧場 ４３４＋ ２ 〃 クビ １３．５�
３６ シゲルフクシュニン 牝３栗 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 ワールドファーム ４７４＋ ４１：１４．８２ １９．１�
６１２ ミスチフキッツ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 	荻伏服部牧場 服部 利之 浦河 荻伏服部牧場 B４３４－ ２１：１５．０１ １０．０

６１１ マスコットウイング 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一 	フジワラ・ファーム 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４３４＋１４１：１５．２１� ４６２．５�
５１０ フレッチャロッサ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム ４２２－ ４ 〃 クビ １２．９�
７１３ タマモビーナス 牝３栗 ５４ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４１４＋ ６１：１５．４１� ５６．７
４８ プ ッ シ ュ 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬金井 順一氏 須貝 尚介 日高 道見牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ １０５．８�
１１ ラ ン デ ブ ー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文 �ローレルレーシング 日吉 正和 新冠 松浦牧場 ４２８＋ ６１：１５．６１ ４４．０�
５９ ビコーラミナ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志	レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４６０± ０１：１５．８１� ７０．２�
１２ メイショウヘレン 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４２２＋ ６１：１６．２２� ６７．２�
２３ ジャンヌシチー 牝３鹿 ５４ 北村 友一 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 出羽牧場 ４６８＋１２１：１７．０５ ２０８．３�
７１４ リュウシンマリリン 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦桑畑 �信氏 柴田 光陽 新ひだか 飛野牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ １２９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，０９３，２００円 複勝： １７，２４８，２００円 枠連： ９，９１７，７００円

馬連： ２９，９５１，０００円 馬単： ２２，３６１，１００円 ワイド： １４，４６９，１００円

３連複： ４６，８５５，８００円 ３連単： ７０，２６９，０００円 計： ２２１，１６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２，５４０円 複 勝 � ２，７００円 � １３０円 � １３０円 枠 連（２－４） ８，９３０円

馬 連 �� ２５，２４０円 馬 単 �� ７３，６８０円

ワ イ ド �� ５，２００円 �� ７，７９０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １９，９９０円 ３ 連 単 ��� ２８８，１１０円

票 数

単勝票数 計 １００９３２ 的中 � ３５３（１５番人気）
複勝票数 計 １７２４８２ 的中 � ８４８（１５番人気）� ４７７５４（１番人気）� ４５３１２（２番人気）
枠連票数 計 ９９１７７ 的中 （２－４） ８２０（２０番人気）
馬連票数 計 ２９９５１０ 的中 �� ８７６（４０番人気）
馬単票数 計 ２２３６１１ 的中 �� ２２４（９９番人気）
ワイド票数 計 １４４６９１ 的中 �� ５６７（４２番人気）�� ３７７（５３番人気）�� ２５６００（１番人気）
３連複票数 計 ４６８５５８ 的中 ��� １７３０（５３番人気）
３連単票数 計 ７０２６９０ 的中 ��� １８０（５５０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．２―１１．９―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．３―３６．５―４８．４―１：０１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒノデポベーダ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 セントシーザー 初出走

２００８．５．２２生 牝３鹿 母 アサヒチャウス 母母 ヒ メ ア サ ヒ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔その他〕 ミスチフキッツ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ミスチフキッツ号は，平成２３年６月１４日まで出走できない。
※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 トーホウオリーブ号

１２０７４ ５月１４日 晴 稍重 （２３京都３）第７日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５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

２４ グレートディール 牡３青鹿５６ 藤田 伸二吉田 和美氏 飯田 雄三 日高 待兼牧場 ５００± ０１：５３．７ １４．０�

５１０ 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 ４７６± ０１：５３．９１� ３．５�

４７ オーヴァージョイド 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５０６－ ６１：５４．４３ ４．５�
５９ 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－ ４１：５４．５� ８．２�
８１６ スズカキーストン 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 ４８８－ ２ 〃 ハナ ５３．１�
７１４� ダンスオブウォー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 米 Darley ５１０＋ ８１：５４．６クビ ３．６	
３６ ニホンピロエラリー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４８２－ ８１：５５．２３� ２２．３

４８ ファンタズミック 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ４１：５５．４１� １９．１�

（伊）

７１３ アドマイヤリボー 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－ ８１：５５．６１� ３１．８�

８１５ ランドヘラクレス 牡３栗 ５６ 秋山真一郎木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９０－ ２ 〃 ハナ ４３．１
６１２ ファーマペニー 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４０８－ ６１：５６．４５ ４９７．７�
２３ キャヴァンクラブ 牝３青鹿５４ 宮崎 北斗薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４２４－ ６１：５６．５� ２９３．７�
６１１ バンダムヴィッツ �３黒鹿５６ 小坂 忠士山科 統氏 山内 研二 浦河 バンダム牧場 ４５８＋ ４１：５７．０３ ２８２．７�
３５ � ロ ッ サ ー ノ 牡３鹿 ５６ 北村 友一グリーンフィールズ� 村山 明 米 Darley ５１２＋ ５１：５８．２７ ５６．４�
１１ トウカイカルド 牡３鹿 ５６ 川島 信二内村 正則氏 田所 秀孝 日高 古川 優 ４８０ ―１：５８．３� １７０．３�
１２ サンライズアルザス 牡３芦 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－１０１：５９．１５ １３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，５４６，１００円 複勝： １８，９３２，８００円 枠連： ８，５０２，３００円

馬連： ２７，６７１，１００円 馬単： １８，０４９，２００円 ワイド： １２，９７４，９００円

３連複： ４１，２９０，５００円 ３連単： ５５，３０１，６００円 計： １９３，２６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４００円 複 勝 � ４１０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（２－５） １，６６０円

馬 連 �� ２，８６０円 馬 単 �� ７，５８０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� １，３４０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ５，４５０円 ３ 連 単 ��� ４６，３３０円

票 数

単勝票数 計 １０５４６１ 的中 � ５９７７（６番人気）
複勝票数 計 １８９３２８ 的中 � ９３２６（６番人気）� ３３５３２（２番人気）� ３２２５９（３番人気）
枠連票数 計 ８５０２３ 的中 （２－５） ３７９６（５番人気）
馬連票数 計 ２７６７１１ 的中 �� ７１４２（１０番人気）
馬単票数 計 １８０４９２ 的中 �� １７５９（２８番人気）
ワイド票数 計 １２９７４９ 的中 �� ２６７１（１１番人気）�� ２３０６（１７番人気）�� ６７６３（５番人気）
３連複票数 計 ４１２９０５ 的中 ��� ５５９５（１８番人気）
３連単票数 計 ５５３０１６ 的中 ��� ８８１（１４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３７．１―５０．６―１：０３．８―１：１６．７―１：２８．９―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレートディール �
�
父 マチカネキンノホシ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１．１５ 京都５着

２００８．２．３生 牡３青鹿 母 マチカネセンヒメ 母母 マチカネササメユキ ３戦１勝 賞金 ５，６５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズアルザス号は，平成２３年６月１４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。
（非抽選馬） １頭 テイクミーウェイ号
※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。

第３回　京都競馬　第７日



１２０７５ ５月１４日 晴 良 （２３京都３）第７日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

８１８ ウ ル ル 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４７６± ０１：０９．６ ４．５�

６１２ コアレスシルバー 牡３芦 ５６ 芹沢 純一小林 昌志氏 鹿戸 明 新ひだか 沖田 博志 ４７４＋ ８１：０９．７� ４．３�
５１０ 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 ４５６± ０１：０９．８� ４．８�
３６ ハッピートゥデイ 牝３青鹿５４ N．ピンナ 馬場 幸夫氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４２０± ０１：０９．９クビ ７．９�

（伊）

８１６ タイヨウパフューム 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ３７８＋ ４ 〃 クビ ２００．８�
７１５� ウイングオブピース 牝３鹿 ５４ 池添 謙一飯田 正剛氏 須貝 尚介 米 Dr. Masa-

take Iida B４４８－ ２１：１０．０クビ １１．８	
１２ ト シ ロ ー ズ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４１４＋ ２ 〃 クビ １０．４

７１４ コマノスクアーロ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４１６＋ ２１：１０．１� １２．８�
８１７ キョウワジョリー 牝３鹿 ５４ 上野 翔�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 ４２８－ ６１：１０．３１� ５９３．４�
３５ レンヌルシャトー 牝３栗 ５４ 北村 友一 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：１０．４� ７３．０
７１３ テイエムラブパワー 牝３黒鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 ４９８＋ ２ 〃 アタマ ２６．２�
２３ ウィズイングレース 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４６８－ ２１：１０．５� ７７．１�
４７ スオウタカモリ 牡３青鹿５６ 高田 潤井上 久光氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 ４２８－１２１：１０．６� ２７．５�
５９ シーサイドウーマン 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬岡 浩二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４４０－ ８１：１１．３４ ３１６．７�
１１ ブルーライトマリー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介太田 博造氏 鶴留 明雄 浦河 浦河日成牧場 ３９８－ ６ 〃 クビ １６１．２�
４８ スペシャルムーン 牡３栗 ５６ 小林 徹弥伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４６８－ ６１：１１．９３� ２９３．５�
６１１ パープルポケット 牝３黒鹿５４ 幸 英明中野 銀十氏 大橋 勇樹 新ひだか 本桐牧場 ４１６－１２１：１２．３２� ２０１．１�
２４ ジョイライド 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介田畑 憲士氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５１８－２４１：１３．８９ １１．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，７０３，６００円 複勝： ２４，６１１，０００円 枠連： １１，８９０，４００円

馬連： ３５，８４１，０００円 馬単： ２３，７３３，５００円 ワイド： １７，００９，９００円

３連複： ５４，１２５，２００円 ３連単： ７１，８２１，２００円 計： ２５２，７３５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（６－８） ９６０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ４７０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� ７，１４０円

票 数

単勝票数 計 １３７０３６ 的中 � ２４４３７（２番人気）
複勝票数 計 ２４６１１０ 的中 � ４５９５８（２番人気）� ４８３９９（１番人気）� ２９７５１（３番人気）
枠連票数 計 １１８９０４ 的中 （６－８） ９２２９（３番人気）
馬連票数 計 ３５８４１０ 的中 �� ２８０２３（１番人気）
馬単票数 計 ２３７３３５ 的中 �� ８７１２（２番人気）
ワイド票数 計 １７００９９ 的中 �� １３０４２（１番人気）�� ８７０７（３番人気）�� ９２５０（２番人気）
３連複票数 計 ５４１２５２ 的中 ��� ２４２３７（１番人気）
３連単票数 計 ７１８２１２ 的中 ��� ７４２５（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．６―１１．２―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．２―４６．４―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．４
３ ２，１８（１２，１３）１６（６，３，７，１５）１４（１，１７）（１１，１０）（５，４，９）８ ４ ・（２，１８）（１２，１３）（３，１６）６（７，１４，１５）１７（１，５，１０）１１，９（４，８）

勝馬の
紹 介

ウ ル ル �
�
父 スニッツェル �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．７．４ 阪神２着

２００８．４．２２生 牝３鹿 母 タイキナタリー 母母 サブミッション ８戦１勝 賞金 １４，４００，０００円
〔制裁〕 シーサイドウーマン号の騎手森一馬は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）

ハッピートゥデイ号の騎手N．ピンナは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョイライド号は，平成２３年６月１４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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ハードブラボー号・ヒシラスティ号
（非抽選馬） ５頭 ケイエスブライト号・ジュエリーキッス号・ブリリアントクラン号・メイショウホロベツ号・ワンダーシモン号
※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。

１２０７６ ５月１４日 晴 良 （２３京都３）第７日 第４競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２３ サトノユリア 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：４９．０ ２．１�

７１３ オーシャンビーナス 牝３栗 ５４ 幸 英明近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ２１：４９．１� ２．４�
５１０ ヴェルデライト 牝３鹿 ５４ N．ピンナ �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５２± ０１：４９．４２ １３．９�

（伊）

５９ ヤマニンアベイユ 牝３鹿 ５４ 北村 友一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５８＋ ８１：４９．５� ２３．４�
４８ パームアイランド 牝３黒鹿５４ 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６ ―１：５０．０３ ５１．２�
１１ シ ー ボ ー ト 牝３芦 ５４ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム ４３８ ― 〃 ハナ １４．３�
８１６ チ カ リ ン ダ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０± ０ 〃 クビ ５６．９	
３６ キョウワパフューム 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 ４４２± ０１：５０．１� ２３１．７

２４ メイショウオウヒ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 ４４８＋１４１：５０．２� ９５．３�
７１５ ハギノギフト 牝３黒鹿５４ 荻野 琢真安岡美津子氏 野中 賢二 浦河 村下 明博 ４２４＋ ４１：５０．３� ２９６．７�
８１７ クーファセクメト 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦大迫久美子氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ４６２＋１２１：５０．４� ２３．８
６１１ テイエムオニキス 牝３黒鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８２＋ ６１：５０．７１� ３５．４�
１２ カイアナイト 牝３青鹿５４ 川島 信二 �キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ４３８－１２ 〃 ハナ ７１．９�
３５ エ ア ガ ガ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム B４２２－１６ 〃 クビ ５０．３�
６１２ シゲルカカリチョウ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４２４＋ ２１：５０．９１� ３８１．６�

４７ トーワフライト 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ４５８＋ ２１：５１．０� ８３．０�
７１４ ヤマニンエシャルプ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文土井 薫氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ５３８－ ４１：５１．４２� ４７８．６�
８１８ ウエスタンジェミー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４６４＋２６ 〃 ハナ １６３．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，４３１，２００円 複勝： ３４，７４４，７００円 枠連： １３，３０１，８００円

馬連： ３９，６５５，８００円 馬単： ３１，２４７，８００円 ワイド： １９，１００，４００円

３連複： ５６，１６１，５００円 ３連単： １０２，１０４，１００円 計： ３１３，７４７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（２－７） １８０円

馬 連 �� １９０円 馬 単 �� ３６０円

ワ イ ド �� １３０円 �� ４１０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� １，８２０円

票 数

単勝票数 計 １７４３１２ 的中 � ６５８７１（１番人気）
複勝票数 計 ３４７４４７ 的中 � ９５６４２（２番人気）� １４６２５２（１番人気）� １８９５３（３番人気）
枠連票数 計 １３３０１８ 的中 （２－７） ５５７７９（１番人気）
馬連票数 計 ３９６５５８ 的中 �� １５７４０６（１番人気）
馬単票数 計 ３１２４７８ 的中 �� ６５７８５（１番人気）
ワイド票数 計 １９１００４ 的中 �� ５８１１６（１番人気）�� ８５８１（２番人気）�� ８０１１（３番人気）
３連複票数 計 ５６１６１５ 的中 ��� ５８６３０（１番人気）
３連単票数 計１０２１０４１ 的中 ��� ４１６００（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．９―１２．９―１３．０―１２．５―１１．９―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３５．５―４８．４―１：０１．４―１：１３．９―１：２５．８―１：３７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノユリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．４．２３ 京都２着

２００８．１．１９生 牝３鹿 母 ソニックグルーヴ 母母 エアグルーヴ ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



１２０７７ ５月１４日 晴 稍重 （２３京都３）第７日 第５競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時１５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

７１３ ドリームガイド 牡３青鹿５６ 熊沢 重文セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 平山牧場 ４６０－ ４１：２６．８ ３．１�

５９ 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 B４９６＋１２ 〃 ハナ ６．７�
２３ スリーアルテミス 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５０－１０１：２７．３３ ７．６�
８１６ サトノスパイダー 牡３青鹿５６ 藤田 伸二里見 治氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５２０± ０１：２７．４� ３９．５�
５１０ フィールザライト 牝３黒鹿５４ 幸 英明櫻井 正氏 田中 章博 むかわ 平岡牧場 ４１８＋ ２１：２７．５クビ ４．４�
１１ ナイトレイダー �３鹿 ５６ 川島 信二�日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ４９０ ― 〃 クビ ７０．１	
６１１ マルカファントム 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ４４２－ ８ 〃 ハナ ４．５

１２ カネトシテンアップ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 新冠橋本牧場 ４６４－ ２１：２７．６� １９．３�
２４ シゲルトウカツカン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗森中 蕃氏 小原伊佐美 様似 清水スタッド ４６６－ ６１：２７．７� １７４．５�
３５ クレバーウエスタン 牡３芦 ５６ 池添 謙一田 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４７０－ ４ 〃 ハナ １０３．３�
４８ ブラウンシュガー 牡３青鹿５６ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４７４± ０１：２７．８� ７４．６�
３６ メイショウカーネル 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 ４７６＋ ２１：２７．９クビ １１５．１�
７１４ カンファートップ 牡３黒鹿５６ 北村 友一楠本 陸雄氏 清水 出美 新ひだか 静内酒井牧場 ５００ ―１：２８．２１� ８５．３�
６１２ クードテアトル 牡３黒鹿５６ 難波 剛健�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 ４６８＋ ２１：２９．６９ ２５４．１�
４７ ヒップホップダンス 牡３黒鹿５６ 石橋 守加藤 泰章氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 ４６６＋ ２１：３０．３４ １６．４�

（１５頭）
８１５ ウエリントンシチー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，５７３，５００円 複勝： ２２，４９６，６００円 枠連： １２，６４９，１００円

馬連： ３２，７７１，９００円 馬単： ２３，７７４，６００円 ワイド： １６，２０４，５００円

３連複： ５０，００１，８００円 ３連単： ７８，４５４，４００円 計： ２４９，９２６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � ２１０円 枠 連（５－７） ４５０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ４４０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 ��� １２，４４０円

票 数

単勝票数 差引計 １３５７３５（返還計 ３９１） 的中 � ３４９７３（１番人気）
複勝票数 差引計 ２２４９６６（返還計 ７０３） 的中 � ５９０５２（１番人気）� １９３６０（５番人気）� ２５０４３（４番人気）
枠連票数 差引計 １２６４９１（返還計 ３ ） 的中 （５－７） ２１１１１（１番人気）
馬連票数 差引計 ３２７７１９（返還計 １０５７） 的中 �� ２４６１８（３番人気）
馬単票数 差引計 ２３７７４６（返還計 ８７５） 的中 �� １０６８５（５番人気）
ワイド票数 差引計 １６２０４５（返還計 ４３６） 的中 �� ７４１０（５番人気）�� ９６７９（４番人気）�� ４５７６（１２番人気）
３連複票数 差引計 ５０００１８（返還計 ２５６５） 的中 ��� １６３０５（６番人気）
３連単票数 差引計 ７８４５４４（返還計 ５７８８） 的中 ��� ４６５８（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３６．１―４８．７―１：０１．４―１：１３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームガイド �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．１０．３ 阪神５着

２００８．４．２７生 牡３青鹿 母 マーガレットママ 母母 ロージズフオアママ ８戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔出走取消〕 ウエリントンシチー号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。
※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 エドモンドシチー号・コウエイライト号・ファイアードレイク号

１２０７８ ５月１４日 晴 良 （２３京都３）第７日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時４５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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

１１ スーサングレート 牡３栗 ５６ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B４９２± ０２：００．２ ２．８�

２２ ア バ ウ ト 牡３栗 ５６ 芹沢 純一副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５０２－ ６ 〃 クビ ６．２�
６６ カネトシマーシャル 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ４８０± ０２：００．９４ ６２．５�
８９ ピースフルアース 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４５２－ ６２：０１．１１ １１．０�
３３ ノーティカルスター 牡３栗 ５６ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム ４９２－ ２２：０１．８４ １８．８�
４４ カピオラニパレス 牡３芦 ５６ 四位 洋文横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５０８－ ２２：０２．０１ ３．９�
８８ アサクサショパン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９２± ０２：０２．１� ３．４	
７７ バンブーチェルシー 牡３青鹿５６ 池添 謙一�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４６６－ ６２：０２．５２� ５４．３


（８頭）
５５ ディアヴァンドーム 牡３栗 ５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 藤原牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５，１１０，７００円 複勝： １９，２４２，０００円 枠連： ６，５４９，５００円

馬連： ３０，１８１，１００円 馬単： ２３，５８４，２００円 ワイド： １１，９５６，２００円

３連複： ３９，８４６，４００円 ３連単： ９３，１３４，２００円 計： ２３９，６０４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � ８８０円 枠 連（１－２） ８４０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １，８５０円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� ９，１８０円 ３ 連 単 ��� ３０，４９０円

票 数

単勝票数 差引計 １５１１０７（返還計 １１４７） 的中 � ４３２７９（１番人気）
複勝票数 差引計 １９２４２０（返還計 １１９６） 的中 � ４９６９２（１番人気）� ２１７３７（４番人気）� ３９９４（８番人気）
枠連票数 差引計 ６５４９５（返還計 ２２８１） 的中 （１－２） ５８２０（４番人気）
馬連票数 差引計 ３０１８１１（返還計 １０４７７） 的中 �� ２７５２９（４番人気）
馬単票数 差引計 ２３５８４２（返還計 ６８４９） 的中 �� １１９７０（７番人気）
ワイド票数 差引計 １１９５６２（返還計 ３１６３） 的中 �� ９２６８（４番人気）�� １４９７（２０番人気）�� １１４６（２４番人気）
３連複票数 差引計 ３９８４６４（返還計 ２００１２） 的中 ��� ３２０５（２７番人気）
３連単票数 差引計 ９３１３４２（返還計 ３８０４４） 的中 ��� ２２５５（９９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．８―１２．３―１２．４―１２．２―１２．３―１２．０―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．４―３５．２―４７．５―５９．９―１：１２．１―１：２４．４―１：３６．４―１：４８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．８
１
３
２（１，４，８）９，７－６－３
２，４，１，８，９（６，７）３

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

勝馬の
紹 介

スーサングレート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．２８ 札幌７着

２００８．４．１９生 牡３栗 母 ヴ ァ レ リ ー 母母 シ ー ク イ ン １１戦２勝 賞金 ２０，１００，０００円
〔出走取消〕 ディアヴァンドーム号は，疾病〔左前屈腱部打撲傷〕のため出走取消。
〔その他〕 ノーティカルスター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ノーティカルスター号は，平成２３年６月１４日まで出走できない。



１２０７９ ５月１４日 晴 良 （２３京都３）第７日 第７競走 ��１，８００�
むらさきの

紫 野 特 別
発走１３時１５分（番組第９競走を順序変更） （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６６ � ランリョウオー 牡４黒鹿５６ 四位 洋文吉田 和美氏 橋田 満 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４７０＋ ４１：４７．７ １．３�

５５ エクスペディション 牡４栗 ５７ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６－ ２１：４８．０２ ７．６�

３３ レジェンドブルー 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４５８＋１２ 〃 クビ ２４．４�
７７ リバーハイランド 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７６± ０１：４８．２１� １４．６�
１１ マイネルプリマス 牡５芦 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５１６＋ ２ 〃 ハナ ５．７�
４４ � マヤノゴクウ 牡８鹿 ５７ N．ピンナ 田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 ５３２± ０１：４８．７３ ６０．５	

（伊）

２２ リアルプリンス 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三�アカデミー 荒川 義之 新冠 清水 克則 ５４８± ０１：４９．７６ ２２．４


（７頭）

売 得 金

単勝： ２２，４６５，１００円 複勝： ５６，０６０，２００円 枠連： 発売なし

馬連： ４２，４５６，０００円 馬単： ４０，２９９，４００円 ワイド： １７，２８３，２００円

３連複： ５０，２４９，９００円 ３連単： １７３，６６７，４００円 計： ４０２，４８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ２９０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� １，９６０円 ３ 連 単 ��� ４，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２２４６５１ 的中 � １３９７９６（１番人気）
複勝票数 計 ５６０６０２ 的中 � ３９１９０３（１番人気）� ４１６９０（３番人気）
馬連票数 計 ４２４５６０ 的中 �� ８４９５３（２番人気）
馬単票数 計 ４０２９９４ 的中 �� ５８７８０（２番人気）
ワイド票数 計 １７２８３２ 的中 �� ３４９９９（２番人気）�� １３８０５（４番人気）�� ２９０１（１３番人気）
３連複票数 計 ５０２４９９ 的中 ��� １８９４０（８番人気）
３連単票数 計１７３６６７４ 的中 ��� ３１７７４（１２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１２．１―１２．９―１２．９―１１．６―１０．８―１１．４―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３６．７―４９．６―１：０２．５―１：１４．１―１：２４．９―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３３．６
３ １，３－（２，７）（４，５）６ ４ １，３－７（２，５）（４，６）

勝馬の
紹 介

�ランリョウオー �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Tayasu Tsuyoshi デビュー ２０１０．２．２８ 阪神３着

２００７．９．２２生 牡４黒鹿 母 Hollow Bullet 母母 Beat The Bullet １０戦３勝 賞金 ５２，９６４，０００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。

１２０８０ ５月１４日 晴 良 （２３京都３）第７日 第８競走 ��３，９３０�第１３回京都ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１３時５０分 （ 芝 ）

４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬２�増，J・GⅡ競走１着馬１�増

賞 品
本 賞 ４５，０００，０００円 １８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，５００，０００円
付 加 賞 ５３９，０００円 １５４，０００円 ７７，０００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４：２３．１良

３４ タマモグレアー �７鹿 ６０ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５２４－ ４４：２７．１ ６．５�

７１２ ランヘランバ 牡８黒鹿６０ 五十嵐雄祐田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ２．１�
５７ アペリティフ �８鹿 ６０ 今村 康成前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５０２－ ４４：２９．０大差 ３３．２�
６９ グロッケンライン 牡６鹿 ６０ 高田 潤 �キャロットファーム 中尾 秀正 三石 片山 修 ４５６－ ６４：２９．６３� ８６．８�
４５ ナムラチェンジ 牡６鹿 ６０ 植野 貴也奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４８０－ ２４：２９．８１� ６８．７�
２２ � エイシンボストン 牡９栗 ６０ 白浜 雄造平井 豊光氏 松永 昌博 米 Audley Farm ５００＋１４４：３０．２２� ８７．６	
３３ マサノブルース �４鹿 ５９ 黒岩 悠猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 ４３０－ ４４：３０．６２� ４１．２

１１ テイエムトッパズレ 牡８青鹿６１ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５４－ ６４：３０．８１� ７．６�
７１１ トーセンジョーカー 牡８栗 ６０ 横山 義行島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B４５４± ０４：３１．３３ ２７．２
８１３ プライドイズハート 牡７鹿 ６０ 山本 康志三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 B５１２± ０４：３２．２５ ３７．９�
５８ ピサロナイト 牡４黒鹿５９ 中村 将之市川 義美氏 安達 昭夫 えりも 能登 浩 ４７０± ０４：３５．６大差 １８４．５�
４６ スズカスペンサー 牡６栗 ６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４８± ０４：３５．９２ １８．４�
８１４	 デ ア モ ン ト 牡５栗 ６０ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 新ひだか 筒井 征文 ５０６± ０４：３８．０大差 ５２．９�
６１０ キングジョイ 牡９鹿 ６２ 西谷 誠松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ５１６－ ６ （競走中止） ３．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，２４２，６００円 複勝： ３２，４５０，４００円 枠連： １７，３２１，３００円

馬連： ６０，３６１，５００円 馬単： ４１，１９６，６００円 ワイド： ２５，７４７，９００円

３連複： ９６，０２３，３００円 ３連単： １６２，１７７，０００円 計： ４５７，５２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ６１０円 枠 連（３－７） ６１０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ２，５９０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ９，０００円 ３ 連 単 ��� ４３，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２２２４２６ 的中 � ２７１２５（３番人気）
複勝票数 計 ３２４５０４ 的中 � ５２２４２（３番人気）� ８８７５５（１番人気）� ９１５３（９番人気）
枠連票数 計 １７３２１３ 的中 （３－７） ２１０８３（２番人気）
馬連票数 計 ６０３６１５ 的中 �� ５６６７３（２番人気）
馬単票数 計 ４１１９６６ 的中 �� １４３２６（６番人気）
ワイド票数 計 ２５７４７９ 的中 �� １９１０４（２番人気）�� ２２７８（３０番人気）�� ３８７６（１８番人気）
３連複票数 計 ９６０２３３ 的中 ��� ７８８２（２５番人気）
３連単票数 計１６２１７７０ 的中 ��� ２７６８（１１５番人気）

上り １マイル １：４８．９ ４F ５４．４－３F ４１．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモグレアー �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００６．１０．１５ 東京４着

２００４．３．１４生 �７鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー 障害：７戦４勝 賞金 １１３，４６１，０００円
〔競走中止〕 キングジョイ号は，１周目４号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※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） １頭 ハイデフィニション号
（非抽選馬） ４頭 エヒテンヴィーゼ号・コード号・ハストラング号・マッハジュウクン号



１２０８１ ５月１４日 小雨 良 （２３京都３）第７日 第９競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時２５分（番組第７競走を順序変更） （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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

６１２� マジンプロスパー 牡４栗 ５７ 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム ４９８－ ６１：２５．０ ５．３�

２４ � マックスコヒヌール 牡５栗 ５７ 浜中 俊田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ４５２－ ６ 〃 クビ ２７．５�
１１ エリモサプライズ �４鹿 ５７ 和田 竜二山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５２０＋ ２１：２５．５３ ５．２�
４７ ウォーターサムデイ 牡５鹿 ５７ 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４６４－１０ 〃 クビ ４．６�
４８ ライフストリーム 牡７栗 ５７

５６ ☆国分 恭介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４８８－１０１：２５．６� ８．５�
６１１� ネオシーサー 牡４青 ５７ 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 日高 田端牧場 ４３６－ ８ 〃 クビ ２９４．０�
３６ カシノピストン 牡４芦 ５７

５４ ▲藤懸 貴志柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４６６＋ ６１：２５．７� １４７．３	
２３ ダイシンサーベル 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎大八木信行氏 吉田 直弘 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８４－ ２１：２５．９１� １８．７

１２ � メモリーパーミット 牡４栗 ５７ 川田 将雅�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 ４９４－ ５１：２６．３２� ２０．６�
８１６ カクテルローズ 牝４鹿 ５５ 高橋 亮��昭牧場 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 ４７８＋１４ 〃 クビ ４１７．８
８１５	 フィールドウイナー 牡７鹿 ５７ 小坂 忠士地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５１６＋ ２１：２６．４クビ １６３．９�
５１０ コーストバンクシア 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５１２－ ６１：２６．８２� ９．４�
５９ サマーラグーン 牝５青鹿 ５５

５２ ▲森 一馬セゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４７０＋ ６１：２６．９
 ５１．２�
３５ 	 エーシンリバティー 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三�栄進堂 沖 芳夫 米 Winches-

ter Farm ５２０－ ２ 〃 アタマ １２６．７�
７１４	 ロードロックスター 牡５鹿 ５７ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm ５０２＋ ８１：２７．０� ４．０�
７１３ インタレスティング 牝４鹿 ５５ 石橋 守副島 義久氏 田所 秀孝 宮崎 田上 勝雄 ４５０＋１２１：２７．９５ ２７９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５２３，１００円 複勝： ３６，４３４，７００円 枠連： ２１，１０３，１００円

馬連： ７５，２８６，３００円 馬単： ４５，３６２，７００円 ワイド： ２６，４６９，３００円

３連複： ９８，８０８，７００円 ３連単： １６０，８８８，２００円 計： ４８５，８７６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２２０円 � ５３０円 � ２１０円 枠 連（２－６） ３，０４０円

馬 連 �� ７，９３０円 馬 単 �� １４，５９０円

ワ イ ド �� ２，２８０円 �� ６５０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ９，７７０円 ３ 連 単 ��� ６７，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２１５２３１ 的中 � ３２３８０（４番人気）
複勝票数 計 ３６４３４７ 的中 � ４８９８３（３番人気）� １５０２２（９番人気）� ５０４８７（２番人気）
枠連票数 計 ２１１０３１ 的中 （２－６） ５１３２（１５番人気）
馬連票数 計 ７５２８６３ 的中 �� ７００８（３０番人気）
馬単票数 計 ４５３６２７ 的中 �� ２２９５（５５番人気）
ワイド票数 計 ２６４６９３ 的中 �� ２７６１（３１番人気）�� １０６１７（６番人気）�� ４０２１（２１番人気）
３連複票数 計 ９８８０８７ 的中 ��� ７４６４（３５番人気）
３連単票数 計１６０８８８２ 的中 ��� １７５３（２４１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．６―１２．１―１２．５―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．１―４７．２―５９．７―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マジンプロスパー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 バブルガムフェロー

２００７．３．７生 牡４栗 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス ６戦１勝 賞金 １０，７５０，０００円
初出走 JRA

１２０８２ ５月１４日 曇 良 （２３京都３）第７日 第１０競走 ��１，２００�
あおい

葵 ス テ ー ク ス
発走１５時００分 （芝・右）

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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

３３ ロードカナロア 牡３鹿 ５６ 北村 友一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４８６＋ ６１：０９．３ ２．４�

６１０ サ ク ラ ベ ル 牝３栗 ５５ 佐藤 哲三�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４７０＋ ４１：０９．５１� １１２．０�
８１３ ミヤジエムジェイ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ １５．１�
２２ ア フ ォ ー ド 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ６１：０９．６� ８．５�
３４ スギノエンデバー 牡３鹿 ５７ 四位 洋文杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４３６＋ ８ 〃 ハナ １１．４�
１１ メモリアルイヤー 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４６６－１２１：０９．７クビ ４６．１�
４５ ファーマクリーム 牝３鹿 ５４ 池添 謙一中西 功氏 加藤 敬二 日高 増尾牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ７６．４	
５７ ツルマルレオン 牡３鹿 ５７ 安藤 勝己鶴田 任男氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５０６＋ ６１：０９．９１� ３．２

６９ プランスデトワール 牡３芦 ５６ 川田 将雅山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６２－ ４ 〃 クビ ７．８�
７１２ マイネショコラーデ 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－ ２１：１０．１１� ８５．９�
５８ ヤマニンパピオネ 牝３芦 ５４ 浜中 俊土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４７６＋ ８１：１０．２� ５３．６
８１４ ラ テ ア ー ト 牝３鹿 ５５ N．ピンナ �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４５０－ ４１：１０．３� ３４．９�

（伊）

４６ ペプチドサクシード 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４２６－１０１：１１．８９ ５３４．８�
７１１ シゲルキョクチョウ 牡３鹿 ５７ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 ４４２－ ８１：１２．０１� ５４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４５，３３５，２００円 複勝： ７６，９１０，９００円 枠連： ２５，５１２，７００円

馬連： １３２，７５８，７００円 馬単： ７８，５０９，２００円 ワイド： ４８，０１２，０００円

３連複： １６４，８１２，６００円 ３連単： ３００，５９６，７００円 計： ８７２，４４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １，６５０円 � ２８０円 枠 連（３－６） ７００円

馬 連 �� １０，７２０円 馬 単 �� １５，５３０円

ワ イ ド �� ２，７３０円 �� ６２０円 �� ９，０１０円

３ 連 複 ��� ３３，０５０円 ３ 連 単 ��� １７５，５１０円

票 数

単勝票数 計 ４５３３５２ 的中 � １５１５２０（１番人気）
複勝票数 計 ７６９１０９ 的中 � ２３９８０８（１番人気）� ７９７２（１３番人気）� ６３８３９（５番人気）
枠連票数 計 ２５５１２７ 的中 （３－６） ２７１７９（２番人気）
馬連票数 計１３２７５８７ 的中 �� ９１４８（２８番人気）
馬単票数 計 ７８５０９２ 的中 �� ３７３３（４２番人気）
ワイド票数 計 ４８０１２０ 的中 �� ４２２０（２６番人気）�� ２０５８７（７番人気）�� １２５１（５７番人気）
３連複票数 計１６４８１２６ 的中 ��� ３６８１（７９番人気）
３連単票数 計３００５９６７ 的中 ��� １２６４（４０３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．４―１１．６―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．８―４６．４―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．５
３ １（３，６，１１）（８，１３）（２，４，１４）１２（７，９，１０）－５ ４ １（３，６）（８，１３，１１）１４，４（２，１２，１０）９，７，５

勝馬の
紹 介

ロードカナロア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１２．５ 小倉１着

２００８．３．１１生 牡３鹿 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー ５戦３勝 賞金 ４６，２４９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ツルマルレオン号の騎手藤田伸二は，病気のため安藤勝己に変更。
※ペプチドサクシード号・ヤマニンパピオネ号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



１２０８３ ５月１４日 曇 良 （２３京都３）第７日 第１１競走 ��１，８００�
か み が も

上賀茂ステークス
発走１５時３５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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１２ シ ャ ア 牡５栗 ５７ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４６２＋ ４１：５１．１ ７．４�

４８ エイシンダッシュ 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ２．９�
５１０ ディアプリンシパル 牡６青 ５７ 幸 英明寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４７８＋ ２１：５１．４１� ９８．９�
７１４ キャプテンマジン 牡６黒鹿５７ 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５１２± ０１：５１．６１� １７．０�
７１３ テイエムクレナイ 牝６栗 ５５ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４８４＋ ２１：５１．７クビ ２７８．３�
４７ ミダースタッチ 牡６栗 ５７ 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５４４－ ４１：５２．０２ ２５．７�
２３ キ ラ ウ エ ア 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５４－ ４１：５２．１� １５．５	
３５ ナリタシルクロード 牡４鹿 ５７ 池添 謙一�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５０８－ ２１：５２．２� ４０．９

２４ � ゲバルトステイヤー 牡７栗 ５７ 国分 恭介畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８０－ ２１：５２．４１ １３０．８�
３６ ソリタリーキング 牡４黒鹿５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５４－ ４ 〃 ハナ ２．５
８１５ レ ッ ド ア イ 	５栗 ５７ 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：５２．５� ４１．９�
８１６ ネオギャラクシー 	４栗 ５７ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 浦河 日田牧場 ４５６－ ６１：５３．０３ ２５８．６�
６１１ ミステリアスバイオ 牝６栗 ５５ 川島 信二バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４８２－ ２１：５３．２１� ４９２．７�
５９ ネオファンタジア 牡４鹿 ５７ N．ピンナ �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５０２± ０１：５３．３� ９．６�

（伊）

１１ ソラメンテウナベス 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ５０４－ ６１：５４．２５ ６５．５�

６１２ コウジンアルス 牡９栗 ５７ 熊沢 重文加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４８２－ ２１：５５．０５ ２５５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，４４７，２００円 複勝： ７６，７６１，８００円 枠連： ３８，０４５，８００円

馬連： ２０５，７４９，４００円 馬単： １１６，５０８，４００円 ワイド： ６３，３１３，２００円

３連複： ２４９，５１１，６００円 ３連単： ４９６，３９２，８００円 計： １，２９１，７３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � １，３６０円 枠 連（１－４） ９１０円

馬 連 �� １，２３０円 馬 単 �� ３，３６０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ４，５３０円 �� ４，４３０円

３ 連 複 ��� ３０，０５０円 ３ 連 単 ��� １３９，４６０円

票 数

単勝票数 計 ４５４４７２ 的中 � ４８４５９（３番人気）
複勝票数 計 ７６７６１８ 的中 � １３２７４９（３番人気）� １４３９７９（２番人気）� １０２００（１１番人気）
枠連票数 計 ３８０４５８ 的中 （１－４） ３１０９５（３番人気）
馬連票数 計２０５７４９４ 的中 �� １２４２１０（３番人気）
馬単票数 計１１６５０８４ 的中 �� ２５６５２（１０番人気）
ワイド票数 計 ６３３１３２ 的中 �� ４２０１４（３番人気）�� ３２３１（３７番人気）�� ３３０３（３５番人気）
３連複票数 計２４９５１１６ 的中 ��� ６１２８（６７番人気）
３連単票数 計４９６３９２８ 的中 ��� ２６２７（３１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２２．９―３５．４―４８．４―１：０１．１―１：１３．９―１：２６．４―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２
１
３

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

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５栗 母 ナックオフィス 母母 ワールドマドンナ ３１戦５勝 賞金 １１３，８０２，０００円
〔騎手変更〕 ミダースタッチ号の騎手藤田伸二は，病気のため浜中俊に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ダイバクフ号・ディアビリーヴ号・フォーティファイド号
※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。

１２０８４ ５月１４日 曇 良 （２３京都３）第７日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （芝・右・外）

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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

８１４ レオプライム 牡４鹿 ５７ N．ピンナ �レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４６０± ０１：２１．７ ５．７�
（伊）

４６ テーブルスピーチ 牝４栗 ５５ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ ４．７�
８１５ ユメノキラメキ 牝４栗 ５５ 川島 信二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：２２．０１� ７．８�
６１０ ウインバンディエラ 牡５栗 ５７ 北村 友一�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４６０－１８ 〃 クビ ７．５�
６１１ メイショウバレーヌ 牝７栗 ５５ 藤岡 佑介松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６２－ ６１：２２．１クビ ２６．１�
４７ ニシノモレッタ 牝４栗 ５５ 浜中 俊西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４８６－ ４１：２２．２� ３０．４�
５８ � サトノロック 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart
Trading Ltd ４７０± ０１：２２．３� ６．３	

３５ シ ー マ ー ク 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗 
社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５４０－ ４ 〃 ハナ １６．８�
２２ アイディンパワー 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９０－ ４１：２２．４クビ １０．２�
７１３ ホットチリペッパー 牡４芦 ５７ 佐藤 哲三 
社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：２２．６１� ２１．３
３４ � セントエドワード 牡６栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志齋藤 文男氏 小崎 憲 加 R. M. C.
Stable ５０８± ０１：２２．８１� ２２４．１�

２３ ブライダルベール 牝５鹿 ５５ 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４０６＋ ４ 〃 クビ ７７．４�

１１ メイショウサバト 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲森 一馬松本 好�氏 小島 貞博 浦河 浦河日成牧場 ４６８－ ２１：２３．２２� １１．７�

５９ シュテルンターラー 牝４芦 ５５ 川田 将雅 �グリーンファーム 高野 友和 千歳 社台ファーム ４７６－１２１：２３．４１� １４．４�
７１２ チェアユーアップ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦岡田 将一氏 田島 俊明 静内 岡田スタツド ４５４＋ ４１：２３．５クビ １６６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，２０１，３００円 複勝： ４４，８９１，２００円 枠連： ２８，０１６，７００円

馬連： １０５，１１８，１００円 馬単： ５７，１２１，５００円 ワイド： ３８，６１７，５００円

３連複： １３５，９９１，３００円 ３連単： ２３２，９９４，８００円 計： ６７１，９５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（４－８） ６２０円

馬 連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ９３０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ４，８９０円 ３ 連 単 ��� ２７，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２９２０１３ 的中 � ４０３９０（２番人気）
複勝票数 計 ４４８９１２ 的中 � ４９９４０（２番人気）� ９２９１３（１番人気）� ４３２６８（４番人気）
枠連票数 計 ２８０１６７ 的中 （４－８） ３３４４３（１番人気）
馬連票数 計１０５１１８１ 的中 �� ５８３５９（２番人気）
馬単票数 計 ５７１２１５ 的中 �� １４６８３（４番人気）
ワイド票数 計 ３８６１７５ 的中 �� １７９５５（２番人気）�� １０００１（８番人気）�� １０１８６（７番人気）
３連複票数 計１３５９９１３ 的中 ��� ２０５４７（８番人気）
３連単票数 計２３２９９４８ 的中 ��� ６１８３（４７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１１．６―１１．１―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．１―４６．７―５７．８―１：０９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．０
３ １３，１５，９（７，１２）８（４，５）１４（１，２，６）（３，１０）－１１ ４ １３－１５，７，９，１２（４，８，５）（１４，６）（１，２，１０）（３，１１）

勝馬の
紹 介

レオプライム �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．１ 札幌４着

２００７．３．２９生 牡４鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ １３戦３勝 賞金 ２９，６９３，０００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。



（２３京都３）第７日 ５月１４日（土曜日） 晴後雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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

２７８，２７０，０００円
２，０３０，０００円
１１，６２０，０００円
２，０７０，０００円
２５，５８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，３１７，０００円
５，７３２，８００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
２６６，６７２，８００円
４６０，７８４，５００円
１９２，８１０，４００円
８１７，８０１，９００円
５２１，７４８，２００円
３１１，１５８，１００円
１，０８３，６７８，６００円
１，９９７，８０１，４００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 ５，６５２，４５５，９００円

総入場人員 １９，６８１名 （有料入場人員 １８，３３０名）


