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１２０９７ ５月２１日 晴 良 （２３京都３）第９日 第１競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

３５ タマモコメット 牝３芦 ５４
５１ ▲国分 優作タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４３８－ ２１：２６．３ ７．７�

２３ トーアシシイ 牝３栗 ５４ 川田 将雅高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４８６＋１２１：２６．７２� ３．３�
７１３ ラプスドール 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ４１：２７．６５ ３．４�
１１ ハネムーンゴシップ 牝３黒鹿５４ 幸 英明藤井聡一郎氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：２７．９２ ３．１�
８１５ ハリエットビート 牝３鹿 ５４ 小牧 太門野 重雄氏 吉田 直弘 新ひだか 原口牧場 ３９０＋ ２１：２８．０クビ １５４．５�
７１４ イサミスマイル 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 ４１４－１０１：２８．６３� ２４０．９	
５１０ グランオペラ 牝３栗 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６４＋ ２１：２９．３４ １１５．２

５９ パープルペガサス 牝３鹿 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４４８ ― 〃 クビ ２４．６�
３６ ミヤコレッドローズ 牝３黒鹿５４ 北村 友一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４６４ ―１：２９．４クビ １８．９�
６１１ クリスマスドリーム 牝３栗 ５４ 丸野 勝虎中井 敏雄氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 ４２８ ―１：３０．０３� ２４４．８

（愛知）

８１６ アキノスプレンダー 牝３栗 ５４ 芹沢 純一山中 明広氏 作田 誠二 新ひだか 大塚牧場 ４１４－ ８１：３０．６３� ２８６．０�
１２ エリモスイショウ 牝３芦 ５４ 安部 幸夫山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ５５０ ― 〃 クビ １５５．９�

（愛知）

６１２ アイファープルクラ 牝３鹿 ５４ 岡部 誠中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 ４０４－２０１：３０．７クビ ５０３．２�
（愛知）

４８ メモリービジュアル 牝３栗 ５４
５３ ☆国分 恭介橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 ４９６－１２１：３０．８� １７．５�

４７ エーシンフォチュナ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�栄進堂 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４５４－ ４１：３２．０７ ８１．０�
２４ ブ イ ア ス カ 牝３鹿 ５４ 中村 将之豊田 智郎氏 武 宏平 日高 戸川牧場 ４２０ ―１：３２．９５ ２１５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４２９，４００円 複勝： ２１，９５６，７００円 枠連： ８，６８５，３００円

馬連： ３０，３８６，４００円 馬単： ２３，２４７，８００円 ワイド： １５，１７４，８００円

３連複： ４５，９７９，２００円 ３連単： ７６，９９４，０００円 計： ２３３，８５３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（２－３） ９７０円

馬 連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ３６０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ８，３２０円

票 数

単勝票数 計 １１４２９４ 的中 � １１７２２（４番人気）
複勝票数 計 ２１９５６７ 的中 � ２２４２７（４番人気）� ５４４９１（２番人気）� ５９２２２（１番人気）
枠連票数 計 ８６８５３ 的中 （２－３） ６６２８（５番人気）
馬連票数 計 ３０３８６４ 的中 �� １８２６５（５番人気）
馬単票数 計 ２３２４７８ 的中 �� ５８６４（１１番人気）
ワイド票数 計 １５１７４８ 的中 �� ８４２０（５番人気）�� ９１５５（４番人気）�� ２８５４５（１番人気）
３連複票数 計 ４５９７９２ 的中 ��� ３６９３２（２番人気）
３連単票数 計 ７６９９４０ 的中 ��� ６８３１（２２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．４―１２．７―１３．２―１２．８―１１．９―１２．２

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３６．９
３ ・（５，７）（８，１０）（３，１３）９（１，１４）１５（１２，１１）６，１６－２－４ ４ ５（７，８，１０）（３，１３）９，１，１４，１５（１２，１１）－（６，１６）－２－４

勝馬の
紹 介

タマモコメット �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１１．３．２１ 阪神５着

２００８．３．１５生 牝３芦 母 チャームスター 母母 ハッピースター ４戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブイアスカ号は，平成２３年６月２１日まで平地競走に出走できない。

エーシンフォチュナ号は，平成２３年７月２１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 アリスバローズ号
※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。

１２０９８ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９日 第２競走 ��
��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１１� オペラモーヴ 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. ４７２＋ ８１：１２．１ ２．１�

１１ サカジロゴールド 牡３鹿 ５６ 岡部 誠ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 ５０４＋ ４１：１３．０５ ４．３�
（愛知）

２３ ファルブキング 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰猪野毛雅人氏 新川 恵 新ひだか 猪野毛牧場 ４８８－ ６１：１３．７４ ２５．９�
４８ アンジェラバローズ 牝３鹿 ５４ 北村 友一猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか タイヘイ牧場 ４２０＋ ２１：１３．８� ２５２．３�
８１６ マルブツファイト 牡３栗 ５６ 川田 将雅大澤 毅氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４６２－ ８１：１４．０１� ２１．２�
１２ ヒューストニア 牡３鹿 ５６ 浜中 俊山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６２＋ ２ 〃 クビ ６．８�
７１４ マッシヴリーダー 牡３栗 ５６ 丸野 勝虎小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４７８＋ ４１：１４．１クビ ４０４．３	

（愛知）

８１５ シゲルコモン 牡３栗 ５６
５５ ☆国分 恭介森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 オリオンファーム ４６６－ ２１：１４．２� ６６．２


３５ ドリームボルト 牡３栗 ５６ 池添 謙一セゾンレースホース� 藤沢 則雄 浦河 谷口牧場 ５０６＋ ２１：１４．４１	 ６．６�
５９ エドモンドシチー 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 新ひだか 岡田スタツド ４７０＋ ８１：１４．７１� ２１３．８�
３６ シゲルヒラトリ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二森中 蕃氏 藤岡 範士 新ひだか 井高牧場 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ２０．５
５１０ ラッシュトウショウ 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４１２－ ８ 〃 クビ １６．２�
２４ ダイゴテンリュウ 牡３黒鹿５６ 小牧 太長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 ４４６－１０１：１５．２３ ８９．４�
６１２ メイショウトキワ 牝３鹿 ５４ 竹之下智昭松本 好雄氏 増本 豊 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７８－ ６１：１５．８３� ４５５．３�
７１３ ホッコーレインボー 牝３栗 ５４ 安部 幸夫矢部 幸一氏 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４６２＋１２１：１６．０� ３７３．３�

（愛知）

４７ ダイブトゥーブルー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介�ターフ・スポート村山 明 浦河 市川フアーム ４７２ ―１：３２．４大差 １６９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，２１１，１００円 複勝： ２５，８５７，３００円 枠連： １１，５９７，０００円

馬連： ３４，９００，３００円 馬単： ２５，８８７，０００円 ワイド： １７，５３９，２００円

３連複： ５１，５７７，０００円 ３連単： ７８，７４２，２００円 計： ２６０，３１１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ４９０円 枠 連（１－６） ３００円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １，３００円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� ３，７３０円 ３ 連 単 ��� １１，４８０円

票 数

単勝票数 計 １４２１１１ 的中 � ５４５４６（１番人気）
複勝票数 計 ２５８５７３ 的中 � ７６９９７（１番人気）� ５０５２９（２番人気）� ８３８７（８番人気）
枠連票数 計 １１５９７０ 的中 （１－６） ２９０３８（１番人気）
馬連票数 計 ３４９００３ 的中 �� ４９９５１（１番人気）
馬単票数 計 ２５８８７０ 的中 �� ２０３０３（１番人気）
ワイド票数 計 １７５３９２ 的中 �� ２１６０２（１番人気）�� ２９７７（１８番人気）�� ２５４５（２０番人気）
３連複票数 計 ５１５７７０ 的中 ��� １０２０５（１１番人気）
３連単票数 計 ７８７４２２ 的中 ��� ５０６２（２８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１２．２―１１．９―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２４．３―３６．５―４８．４―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オペラモーヴ �
�
父 Johannesburg �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１０．１０．３ 阪神３着

２００８．２．４生 牝３黒鹿 母 Mr. P’s Princess 母母 Anne Campbell ５戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイブトゥーブルー号は，平成２３年６月２１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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 インタクトラヴ号・タマモカルメン号・ドリームラナキラ号・マウントフジ号
（非抽選馬） １頭 レスタービート号
※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。

第３回　京都競馬　第９日



１２０９９ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９日 第３競走 ��
��１，９００�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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

６６ スプリングルシオ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４７８－ ６２：００．２ ５．８�

１１ セトノハリケーン 牡３鹿 ５６ 幸 英明難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５００± ０２：００．５１� ５．２�
７９ ト リ ノ 牡３栗 ５６ 岡部 誠北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４９０－ ２２：００．７１� ４４．０�

（愛知）

６７ ディープルマン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５０６－ ８２：０１．１２� ３．６�
５５ ネオファッショ 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 ４７４－ ２２：０１．８４ ４．１�
２２ バンブーアーセナル 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ５００－ ６２：０２．３３ ２０２．８	
８１０ ロングコウテイ 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一中井商事
 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４２２＋ ４２：０２．７２� ２９７．７�
８１１ エバーグリーン 牡３青 ５６ 小牧 太吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４９６－ ６２：０３．５５ ３．４�
７８ キャノンビスティー 牡３栗 ５６ 小林慎一郎備前島敏子氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１４± ０２：０３．９２� ５２．１
４４ ヒデノラスカル 牝３青鹿５４ N．ピンナ 大石 秀夫氏 村山 明 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４２４＋ ４２：０７．７大差 １２１．７�
（伊）

３３ キクノアジオ 牡３鹿 ５６ 北村 友一菊池 五郎氏 牧田 和弥 新ひだか 城地 清満 ４９２± ０２：０８．１２� １０７．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，４２６，４００円 複勝： ２２，５１９，６００円 枠連： ８，２４９，１００円

馬連： ２７，２９５，５００円 馬単： ２１，９３８，７００円 ワイド： １３，１３２，４００円

３連複： ４１，２１０，２００円 ３連単： ８０，８７３，９００円 計： ２２７，６４５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２００円 � ２２０円 � ６９０円 枠 連（１－６） ６６０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ２，１６０円 �� ２，１００円

３ 連 複 ��� ８，５６０円 ３ 連 単 ��� ３８，８６０円

票 数

単勝票数 計 １２４２６４ 的中 � １７０８９（５番人気）
複勝票数 計 ２２５１９６ 的中 � ３３３６７（４番人気）� ３０３７０（５番人気）� ６８６７（６番人気）
枠連票数 計 ８２４９１ 的中 （１－６） ９３０８（４番人気）
馬連票数 計 ２７２９５５ 的中 �� １５７３１（１０番人気）
馬単票数 計 ２１９３８７ 的中 �� ５９４９（２０番人気）
ワイド票数 計 １３１３２４ 的中 �� ６８８６（１０番人気）�� １４３８（１６番人気）�� １４８２（１５番人気）
３連複票数 計 ４１２１０２ 的中 ��� ３５５６（２１番人気）
３連単票数 計 ８０８７３９ 的中 ��� １５３６（８６番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１１．２―１３．２―１３．６―１３．１―１３．２―１３．１―１２．３―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１８．１―２９．３―４２．５―５６．１―１：０９．２―１：２２．４―１：３５．５―１：４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スプリングルシオ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Alleged デビュー ２０１１．１．２２ 京都８着

２００８．３．１１生 牡３栗 母 ハイランドファンタジー 母母 Sheer Fantasy ６戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔発走状況〕 バンブーアーセナル号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 バンブーアーセナル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒデノラスカル号・キクノアジオ号は，平成２３年６月２１日まで平地競走に出走できない。
※キクノアジオ号は，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または施行団体名を表示している。

１２１００ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

２３ スマッシュスマイル 牡３栃栗５６ 岩田 康誠 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８６± ０２：０１．９ １．９�

８１６ ゴットラウディー 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 優作後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４５６± ０２：０２．１１� ５．５�

１１ マーティンジーン 牡３栗 ５６ 幸 英明大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 佐藤 陽一 ４８０± ０２：０２．３１ ３４．８�
４７ メイショウドンナー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６０－１４２：０２．５１� ２５．４�
６１２ アーセナルゴール 牡３鹿 ５６ 小牧 太渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８４－ ２ 〃 クビ ９．８�
６１１ ミキノバロンドール 牡３栗 ５６ 和田 竜二谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４９２－ ２２：０２．８１� １７５．８�
３５ レイメイフライト 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４６６－ ８２：０３．０１ １０．２	

（愛知）

５９ サクライーグル 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ 
さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４５８－ ６ 〃 クビ ６．１�
（豪）

２４ ユウキビバボーイ 牡３栗 ５６
５５ ☆国分 恭介ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４６４－ ４２：０３．１� １８６．５�

８１７ ユウターチェイサー 牡３栗 ５６ 岡部 誠北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ １３８．２
（愛知）

７１４ ジョウショードン 牡３黒鹿５６ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 ４５０＋ ２２：０３．２� ４４．７�
８１８ エイユームーン 牡３黒鹿５６ 上野 翔笹部 義則氏 飯田 雄三 新冠 川上 悦夫 ４４２－ ２ 〃 クビ ６６９．０�
７１５ ナリタムーンライト 牡３栗 ５６ 浜中 俊
オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 ５２８＋ ６２：０３．４１� ３７．６�
５１０ フラムティード 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰前田 幸治氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４６４－ ６ 〃 クビ １２６．９�
３６ メインアヴェニュー 牡３青鹿５６ 石橋 守安原 浩司氏 本田 優 浦河 本巣 敦 ４４８－ ６２：０３．５� ７３７．３�
４８ ドラゴンベータ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４７６－ ４２：０３．８２ ３０．３�
１２ ドゥーアップ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ５０４＋ ２２：０４．０１� ３５３．３�
７１３ ツルミアクセル 牡３鹿 ５６ 北村 友一�鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 B４５２－ ４２：０４．１� ４６３．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，３３６，７００円 複勝： ２９，２１７，５００円 枠連： １１，０１９，２００円

馬連： ３７，７３３，８００円 馬単： ２８，４４０，７００円 ワイド： １８，９４７，６００円

３連複： ５３，２８４，３００円 ３連単： ９５，３７１，０００円 計： ２９２，３５０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ３５０円 枠 連（２－８） ４３０円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １，３５０円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� ６，３４０円 ３ 連 単 ��� １９，１４０円

票 数

単勝票数 計 １８３３６７ 的中 � ７６９８５（１番人気）
複勝票数 計 ２９２１７５ 的中 � １０１１３１（１番人気）� ４１０５３（２番人気）� １４１８２（６番人気）
枠連票数 計 １１０１９２ 的中 （２－８） １９１０４（１番人気）
馬連票数 計 ３７７３３８ 的中 �� ５４３１７（２番人気）
馬単票数 計 ２８４４０７ 的中 �� ２９０５７（１番人気）
ワイド票数 計 １８９４７６ 的中 �� ２２５９０（２番人気）�� ３１４１（１３番人気）�� １８４６（２１番人気）
３連複票数 計 ５３２８４３ 的中 ��� ６２１０（１８番人気）
３連単票数 計 ９５３７１０ 的中 ��� ３６７９（４９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１３．１―１２．８―１２．３―１２．８―１２．６―１２．３―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３６．２―４９．０―１：０１．３―１：１４．１―１：２６．７―１：３９．０―１：５０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スマッシュスマイル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Antheus デビュー ２０１１．３．６ 阪神１５着

２００８．５．２３生 牡３栃栗 母 ス マ ラ 母母 Small Partie ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００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） １頭 セルリアンディンゴ号
（非抽選馬） １頭 クリノプロジェクト号
※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。



１２１０１ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９日 第５競走 ��
��１，６００�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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

８１８ ウインラーニッド 牡３黒鹿５６ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９０± ０１：３４．６ ３．３�

４７ メイショウヨウドウ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４６８－ ８ 〃 クビ ６．９�
７１４ メイショウシレトコ 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４６２－ ２１：３５．０２� １５．５�
７１５ エーシンギガウイン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 多田 善弘 ５０８＋ ２１：３５．１クビ １０．５�
８１６ ハードポケット 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 厚真 大川牧場 ４４６－ ２１：３５．２� ６４．６�
６１２ ロイヤルインパクト 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４８８＋ ６ 〃 ハナ ３．４	

（豪）

５１０� ロットネスト 牡３鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４９０ ―１：３５．３クビ ５．６

３５ ナムラオウドウ 牡３黒鹿５６ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４４４－ ２ 〃 クビ ８３．８�
１１ ハードブラボー 牡３鹿 ５６ 丸野 勝虎津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか へいはた牧場 ４５８± ０１：３５．４� ７９．５�

（愛知）

２４ シルクゴーオン 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介有限会社シルク西浦 勝一 新冠 秋田牧場 ４８０－１０１：３５．９３ ２２１．２
６１１ シゲルホンブチョウ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 前川 隆則 B４５４± ０ 〃 ハナ １６９．７�
４８ スリーロビンソン 牡３青 ５６ 岡部 誠永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５０± ０１：３６．０� ３６２．５�

（愛知）

３６ オースミストーン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�オースミ 小野 幸治 日高 長谷川牧場 ４８６－１２１：３６．１クビ ３９．８�
５９ テイエムダンガン 牡３栗 ５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新ひだか 石川 栄一 ４８４＋ ４１：３６．２� １４８．３�
８１７ ビューティーモズ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４６８＋２４１：３６．３クビ ４７．８�
１２ グランドツーリング 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫谷水 雄三氏 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 ４４４－ ２１：３６．８３ ３０６．７�

（愛知）

７１３ タ イ ア ッ プ 牡３栗 ５６ 四位 洋文キャピタルクラブ 坂口 正則 日高 浜本 幸雄 ４３２＋１０１：３７．３３ ２５．５�
２３ オーシャンパワー 牡３鹿 ５６ 幸 英明松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４７０ ― 〃 ハナ ３８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，９１４，３００円 複勝： ２９，１２０，４００円 枠連： １２，６９５，１００円

馬連： ３９，７３２，４００円 馬単： ２７，２３４，８００円 ワイド： ２０，４１２，４００円

３連複： ５６，１３２，７００円 ３連単： ８６，７００，７００円 計： ２８７，９４２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ２３０円 � ３３０円 枠 連（４－８） １，３００円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ８９０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ４，９６０円 ３ 連 単 ��� ２０，０５０円

票 数

単勝票数 計 １５９１４３ 的中 � ３９１６９（１番人気）
複勝票数 計 ２９１２０４ 的中 � ５８８６８（２番人気）� ３３２７６（３番人気）� １９７５０（６番人気）
枠連票数 計 １２６９５１ 的中 （４－８） ７２４８（７番人気）
馬連票数 計 ３９７３２４ 的中 �� ２５９８１（３番人気）
馬単票数 計 ２７２３４８ 的中 �� ９０７８（５番人気）
ワイド票数 計 ２０４１２４ 的中 �� ８３５２（４番人気）�� ５６０２（１１番人気）�� ５０３４（１３番人気）
３連複票数 計 ５６１３２７ 的中 ��� ８３５３（１４番人気）
３連単票数 計 ８６７００７ 的中 ��� ３１９２（４８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．６―１１．７―１２．３―１２．０―１１．８―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．８―３５．５―４７．８―５９．８―１：１１．６―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインラーニッド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．９ 京都２着

２００８．３．６生 牡３黒鹿 母 ラフォルトゥナ 母母 ミスティーグリーン ６戦１勝 賞金 １１，１００，０００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。
（非抽選馬） ５頭 クリスタルエイト号・ゴールデンコマンド号・ゼマティス号・メイショウホロベツ号・レッドハート号
※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。

１２１０２ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９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

５９ サトノサミット 牡３芦 ５６ 岩田 康誠里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５００± ０１：５２．２ ４．４�

４６ キングオブフェイス 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０６－ ２ 〃 クビ ７９．６�

３４ � スクウェルチャー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 角田 晃一 米
Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

B４９８－ ４１：５２．３� ６．４�
７１３ ダートムーア 牝３鹿 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ６１：５２．７２� ９．８�
６１０ クローバーリーフ 牝３鹿 ５４ N．ピンナ 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４４－１０１：５２．８クビ １．９�

（伊）

１１ アラビアンザサン 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 B４７０－ ２ 〃 ハナ ４４．２�
（豪）

５８ セトノシャンクス 牡３栗 ５６ 小牧 太難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６８＋ ４１：５３．５４ １１１．４�
２２ � ロージーライト 牡３青鹿５６ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 メイプルファーム ４６４± ０１：５３．６クビ ８８．９	
６１１ アルボランシー 牝３栗 ５４ 池添 謙一 
ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４６４－ ８ 〃 クビ １３．６�
２３ カネトシファイター 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４６８＋ ２１：５４．０２� ４７．６�
８１５ メイショウサリマン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４７６＋ ４１：５５．０６ １９．２
３５ 	 モエレウェバリング 牡３栗 ５６ 安部 幸夫�ホースケア 今津 博之 新ひだか 中村 和夫 ４４６－ ５１：５５．４２� ４０９．９�

（愛知） （愛知）

７１２	 オグリシュンコー 牡３芦 ５６ 丸野 勝虎小栗 孝一氏 山中 輝久 新冠 中村農場 ４７６＋ ７１：５５．５クビ ７１０．０�
（笠松） （愛知）

４７ ヒズラストノート 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７０－ ８ 〃 クビ ４２．４�
８１４ マイネルマルゴー 牡３栗 ５６ 和田 竜二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 池田 新田牧場 B４７８－ ２１：５７．０９ １８２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，５４３，１００円 複勝： ４０，５６４，１００円 枠連： １１，８３４，３００円

馬連： ４３，５０４，４００円 馬単： ３３，８１９，４００円 ワイド： ２１，２３３，１００円

３連複： ５９，０６６，５００円 ３連単： １０８，０３６，２００円 計： ３３８，６０１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � １，２８０円 � ３００円 枠 連（４－５） ５，７２０円

馬 連 �� １２，１５０円 馬 単 �� ２２，６７０円

ワ イ ド �� １，８５０円 �� ４００円 �� ３，８５０円

３ 連 複 ��� ２１，０５０円 ３ 連 単 ��� １５８，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２０５４３１ 的中 � ３７１４４（２番人気）
複勝票数 計 ４０５６４１ 的中 � ８０５５７（２番人気）� ６３８０（１１番人気）� ３４１７４（３番人気）
枠連票数 計 １１８３４３ 的中 （４－５） １５２７（１４番人気）
馬連票数 計 ４３５０４４ 的中 �� ２６４３（２６番人気）
馬単票数 計 ３３８１９４ 的中 �� １１０１（４６番人気）
ワイド票数 計 ２１２３３１ 的中 �� ２６９０（１７番人気）�� １４８２８（２番人気）�� １２６４（３６番人気）
３連複票数 計 ５９０６６５ 的中 ��� ２０７１（５１番人気）
３連単票数 計１０８０３６２ 的中 ��� ５０３（３４２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１２．５―１２．９―１３．０―１２．６―１２．７―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２２．９―３５．４―４８．３―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．６―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．３
１
３
４，６，１４（１，７，１５）１０（１１，１３）５－２，９（３，１２）－８
４，６，１４（１，１０）１５（１１，１３）７（２，９）（５，８）（３，１２）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノサミット �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Silver Charm デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神５着

２００８．３．８生 牡３芦 母 シルヴァーグレイル 母母 Hello Rachel ６戦２勝 賞金 １７，５００，０００円
※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。



１２１０３ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９日 第７競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０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

２：２２．６
２：２２．１

良

良

５６ シャルルヴォア 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B５０６＋ ６２：２６．５ ２０．０�

６８ タマモグランプリ �４鹿 ５７ 浜中 俊タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４３０± ０２：２６．６� ５．７�
８１１ キングウェールズ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４５２± ０２：２６．７	 ２．５�
２２ ジャングルストーン 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 恭介 �スカイツリーレーシング 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４６８± ０２：２６．９１
 １３．６�

７１０ スイートテン 牝４栗 ５５ 武 豊青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５０４± ０２：２７．０	 ５．３�
１１ ブラボージャングル 牝４栗 ５５ 荻野 琢真松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 ４６８＋ ２２：２７．１� ４２．１	
４４ スティアヘッド 牡５鹿 ５７ 岡部 誠�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ２６．４


（愛知）

８１２ スーパーオービット 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４５２－ ６２：２７．２クビ １４．３�

３３ カルカソンヌ 牡５芦 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５１４－ ４２：２７．５２ ４．４�
６７ � ブ レ イ ク 牡４鹿 ５７ 幸 英明河合實貴男氏 服部 利之 日高 シンボリ牧場 ４６２± ０ 〃 クビ １２７．１
５５ ブリリアントシチー 牡４栗 ５７

５４ ▲国分 優作 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５０６＋ ２２：２７．９２	 ２８０．８�
７９ � ダイゴゴダイ 牡４鹿 ５７ 安部 幸夫長谷川光司氏 日吉 正和 新ひだか 見上牧場 ４９２－ ２２：２８．４３ ４２６．５�

（愛知）

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，２３９，７００円 複勝： ３３，３５６，６００円 枠連： １０，９３０，９００円

馬連： ４５，５０９，９００円 馬単： ３２，３６３，０００円 ワイド： ２０，６４０，７００円

３連複： ５９，２６３，５００円 ３連単： １０２，６２２，９００円 計： ３２２，９２７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０００円 複 勝 � ４４０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（５－６） ５，６４０円

馬 連 �� ７，２２０円 馬 単 �� １４，７２０円

ワ イ ド �� １，８３０円 �� ７９０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 ��� ４９，３４０円

票 数

単勝票数 計 １８２３９７ 的中 � ７２１７（７番人気）
複勝票数 計 ３３３５６６ 的中 � １３４２６（８番人気）� ４４９２０（４番人気）� １０２３５７（１番人気）
枠連票数 計 １０９３０９ 的中 （５－６） １４３１（１８番人気）
馬連票数 計 ４５５０９９ 的中 �� ４６５４（２３番人気）
馬単票数 計 ３２３６３０ 的中 �� １６２３（４５番人気）
ワイド票数 計 ２０６４０７ 的中 �� ２５１１（２４番人気）�� ６１２７（１１番人気）�� １９４７７（２番人気）
３連複票数 計 ５９２６３５ 的中 ��� １１１２１（１５番人気）
３連単票数 計１０２６２２９ 的中 ��� １５３５（１６４番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．１―１１．５―１３．２―１３．３―１３．２―１３．０―１３．１―１２．２―１０．８―１１．８―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．０―２３．１―３４．６―４７．８―１：０１．１―１：１４．３―１：２７．３―１：４０．４―１：５２．６―２：０３．４―２：１５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．１―３F３３．９
１
３
２－１，１２（１０，１１）－３，６（８，９）４，７，５
２，１２（１，１１）（１０，６）５（３，８）（４，９）７

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

勝馬の
紹 介

シャルルヴォア �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Fly So Free デビュー ２００９．１１．１ 京都１着

２００７．２．１生 牝４黒鹿 母 フリーヴァケイション 母母 Miami Vacation １０戦２勝 賞金 １８，８００，０００円
※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。

１２１０４ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９日 第８競走 ��
��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３６ � マキハタビリケン 牡４栗 ５７ 芹沢 純一�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５４４＋ ４１：５１．５ １１１．９�

５１０� タケショウカヅチ 牡４鹿 ５７ 北村 友一�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５０６＋ ４１：５１．７１� １２６．９�
６１２ ライブリシーラ 牡４栗 ５７ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５１６± ０１：５２．２３ １１．９�
５９ アドマイヤショット 牡５青鹿５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５２４± ０１：５２．５１	 １．７�
２３ カ ス ガ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５０± ０１：５２．８１	 ４６．２�
８１６ ハリウッドスター 牡４鹿 ５７ 川田 将雅吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０６－ ２１：５２．９� ２．８�
７１３ キクノセンヒメ 牝５鹿 ５５ C．ウィリアムズ 菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４５８－ ２１：５３．１１� ２０．８	

（豪）

４８ ボーカリスト 牡５鹿 ５７ 小牧 太増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：５３．３１
 ４０．０

２４ アドマイヤインディ 牝５栗 ５５ 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４６０＋１０１：５３．４� １９．１�
１２ � コイスキャーレ 牡４黒鹿５７ 岡部 誠浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５４０－ ６１：５３．６１ ５８．８�

（愛知）

１１ ナリタチャレンジ 牡７鹿 ５７ 幸 英明オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ５０６－ ８１：５４．２３� ６６．２�
７１４ シゲルダイセン 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４７２＋１０１：５４．３� １７９．１�
３５ � サトノドリーム 牡４鹿 ５７ 安部 幸夫里見 治氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４０８－ ６１：５４．６１	 ３１２．７�

（愛知）

６１１ マイネルレガーロ 牡４黒鹿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 ５２４－ ４１：５５．２３� １４９．５�

４７ ベ リ ー フ 牝４栗 ５５ 浜中 俊岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４５６＋１０１：５５．６２� ８７．３�
８１５ エイシンワールド 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲国分 優作平井 豊光氏 坂口 正則 新ひだか 嶋田牧場 ４４２－１０１：５７．７大差 ４７４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１１１，１００円 複勝： ４８，４７２，２００円 枠連： １５，２３９，２００円

馬連： ５６，０９３，８００円 馬単： ３９，７０２，０００円 ワイド： ２５，３９５，３００円

３連複： ７３，６３４，５００円 ３連単： １４０，５００，０００円 計： ４２０，１４８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，１９０円 複 勝 � ２，８４０円 � ３，８４０円 � ４８０円 枠 連（３－５） ５，１２０円

馬 連 �� ３０４，４００円 馬 単 �� ４８０，３３０円

ワ イ ド �� ５７，１００円 �� ８，７５０円 �� １３，５６０円

３ 連 複 ��� ８４９，１００円 ３ 連 単 ��� ７，９７６，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２１１１１１ 的中 � １４８７（１１番人気）
複勝票数 計 ４８４７２２ 的中 � ４２８０（１１番人気）� ３１３９（１３番人気）� ２９７０３（３番人気）
枠連票数 計 １５２３９２ 的中 （３－５） ２１９８（１５番人気）
馬連票数 計 ５６０９３８ 的中 �� １３６（１０４番人気）
馬単票数 計 ３９７０２０ 的中 �� ６１（１９２番人気）
ワイド票数 計 ２５３９５３ 的中 �� １０９（１０３番人気）�� ７１７（４６番人気）�� ４６１（５８番人気）
３連複票数 計 ７３６３４５ 的中 ��� ６４（３５２番人気）
３連単票数 計１４０５０００ 的中 ��� １３（２２４１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．７―１３．１―１２．３―１２．９―１２．６―１２．３―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．９―３７．０―４９．３―１：０２．２―１：１４．８―１：２７．１―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―３F３６．７
１
３
１０，１２（６，１５）（７，９）（４，５，１６）（２，１３）３（１，１４）－８，１１
１０，１２（６，１５）９（４，７）（１６，１４）（５，１１，１３）（２，３）（１，８）

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

勝馬の
紹 介

�マキハタビリケン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Marscay

２００７．５．３１生 牡４栗 母 マキハタスペシャル 母母 Special １０戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 マイネルレガーロ号の騎手和田竜二は，４コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金３０，０００円。（１５番・２番・１
番への進路影響）

〔その他〕 エイシンワールド号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※キクノセンヒメ号は，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または施行団体名を表示している。



１２１０５ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９日 第９競走 ��
��１，２００�こ で ま り 賞

発走１４時２５分 （芝・右）

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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

８１７ ラインアンジュ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 ４９２＋ ２１：０８．５ ５．１�

５９ マイネルロガール 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－ ６１：０８．７１� ２．６�

７１３ オーラレガーレ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４６２－１０１：０８．８� ４．９�
３６ ハ ノ ハ ノ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４４６＋１０１：０９．２２� ８７．８�
２３ エーティーガンダム 牡３栗 ５６ 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 ４５４－ ２１：０９．４１� ２０．５�
８１８ アグネスアンジュ 牝３栗 ５４ 国分 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４４８－１６１：０９．６１� ４９．４�
１２ アスターウィング 牡３鹿 ５６ 四位 洋文加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４３２± ０ 〃 アタマ ２０．２	
７１４ ジョーアカリン 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４２２± ０１：０９．８１� ７．０

５１０	 アスターヒューモア 牝３黒鹿５４ 福永 祐一加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Fairlawn

Farm ４５４＋ ４ 〃 クビ １５．５�
４７ シゲルカンリカン 牝３芦 ５４ 岡部 誠森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 岡田牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ３５８．４�

（愛知）

８１６ マンテンリューマ 牡３青鹿５６ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４４４± ０１：１０．１２ ２８．１
３５ シゲルヒラシャイン 牝３鹿 ５４ 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４４０－ ２１：１０．２� ５２．０�
１１ オーバーヘッド 牡３栗 ５６ 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４８０－ ２１：１０．３� １８７．６�
２４ サンライズアバカス 牡３鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４６６－ ８１：１０．４� ４９．４�
６１１ アポロジェニー 牝３青鹿５４ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか 田中 裕之 ４５２＋ ２ 〃 クビ ４０．７�
４８ モンサンアポロ 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫山下 新一氏 岩戸 孝樹 新冠 中村農場 ４５２± ０１：１０．６１� ５３．６�

（愛知）

７１５ ビービーマキシマス 牡３黒鹿５６ 川田 将雅�坂東牧場 土田 稔 新冠 中村農場 ４４６± ０１：１１．４５ １９４．１�
６１２ ブレスマイハート 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 折手牧場 ４２４－ ６１：１１．８２� １３１．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，０５７，４００円 複勝： ４２，４４９，２００円 枠連： ２６，１３９，０００円

馬連： ８３，１４４，９００円 馬単： ４９，１１５，４００円 ワイド： ３２，１２４，５００円

３連複： １０２，８１０，７００円 ３連単： １７２，４７９，０００円 計： ５３２，３２０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（５－８） ４３０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ５７０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ６，４００円

票 数

単勝票数 計 ２４０５７４ 的中 � ３７７３０（３番人気）
複勝票数 計 ４２４４９２ 的中 � ６３８２９（２番人気）� １２５６５０（１番人気）� ６０１２２（３番人気）
枠連票数 計 ２６１３９０ 的中 （５－８） ４５１８６（２番人気）
馬連票数 計 ８３１４４９ 的中 �� ７８６２７（１番人気）
馬単票数 計 ４９１１５４ 的中 �� ２２１２６（３番人気）
ワイド票数 計 ３２１２４５ 的中 �� ３５９６２（１番人気）�� １２４６３（４番人気）�� ２２９８７（２番人気）
３連複票数 計１０２８１０７ 的中 ��� ５８３５９（１番人気）
３連単票数 計１７２４７９０ 的中 ��� １９８９１（３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．２―１１．４―１１．４―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．６―４６．０―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．１―３F３３．９
３ １３（１０，１５）（６，９，１１）（３，５，１４，１６）１２，１７，７（８，２）（４，１８）－１ ４ １３，１０（６，１５）９（３，１１）（５，１６）１４，１７（７，２）（８，１８，１２）４－１

勝馬の
紹 介

ラインアンジュ �
�
父 Rockport Harbor �

�
母父 Dehere デビュー ２０１０．１２．１２ 阪神１着

２００８．４．１４生 牝３鹿 母 シャルマンダー 母母 Expressive Dance ５戦２勝 賞金 １８，５２０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブレスマイハート号は，平成２３年６月２１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ストロングノヴァ号・ネオザミスティック号
※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。

１２１０６ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９日 第１０競走 ��
��１，８００�パールステークス

発走１５時００分 （芝・右・外）

牝，４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５５�
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 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

４４ アスカトップレディ 牝４黒鹿５５ 浜中 俊上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４６４± ０１：４５．０ ４．３�

３３ ベストクルーズ 牝４芦 ５５ 小牧 太飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３２± ０ 〃 ハナ １１．５�
７９ サンデーミューズ 牝４栗 ５５ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６± ０１：４５．２１� ９．６�
８１０ シースナイプ 牝４鹿 ５５ 池添 謙一松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４４＋ ８１：４５．４１� １０．７�
６７ スマートシルエット 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：４５．５� ３．９�
５５ モルガナイト 牝５黒鹿５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６６＋１２１：４５．７１� ３．０�
１１ クーデグレイス 牝５黒鹿５５ N．ピンナ 吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ４１：４６．６５ １５．０	

（伊）

８１１ パールシャドウ 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６６－ ６１：４６．８１� ６１．０

７８ メモリーパフィア 牝５黒鹿５５ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４７４＋ ２１：４６．９クビ ３０．８�
６６ ピースエンブレム 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４９２－１２１：４８．４９ ７８．５�
２２ スイートマトルーフ 牝５青鹿５５ 川田 将雅シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５００＋１４１：５４．４大差 ３８．７

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３４，３４４，２００円 複勝： ５９，０３６，５００円 枠連： ２０，１４８，６００円

馬連： １１６，５２６，２００円 馬単： ６８，０２７，２００円 ワイド： ４１，１４２，３００円

３連複： １３１，５５６，２００円 ３連単： ２６１，１８８，０００円 計： ７３１，９６９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ２８０円 � ３２０円 枠 連（３－４） １，９５０円

馬 連 �� ２，４４０円 馬 単 �� ４，２４０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ７７０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ６，９３０円 ３ 連 単 ��� ３９，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３４３４４２ 的中 � ６３３２１（３番人気）
複勝票数 計 ５９０３６５ 的中 � １１３６６１（３番人気）� ５０６１５（４番人気）� ４３１９０（５番人気）
枠連票数 計 ２０１４８６ 的中 （３－４） ７６６１（１１番人気）
馬連票数 計１１６５２６２ 的中 �� ３５２９１（１２番人気）
馬単票数 計 ６８０２７２ 的中 �� １１８４４（１８番人気）
ワイド票数 計 ４１１４２３ 的中 �� １４３３２（１０番人気）�� １３５４０（１２番人気）�� ５６１１（２０番人気）
３連複票数 計１３１５５６２ 的中 ��� １４０１５（２３番人気）
３連単票数 計２６１１８８０ 的中 ��� ４８５２（１２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３４．６―４６．２―５８．３―１：１０．３―１：２１．８―１：３３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスカトップレディ �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 Shaadi デビュー ２００９．１２．５ 阪神９着

２００７．３．１３生 牝４黒鹿 母 タガノシャーディ 母母 イ ン バ レ ル １５戦４勝 賞金 ７２，１３５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔その他〕 スイートマトルーフ号は，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。
※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。



１２１０７ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９日 第１１競走 ��
��１，４００�テレビ愛知オープン

発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５１�４歳以上
５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増，�：３歳
５１�４歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１
着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

テレビ愛知賞（１着）
賞 品

本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

６１１ ヘッドライナー �７鹿 ５９ 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８－ ２１：２０．０ ３４．１�

３５ エーシンホワイティ 牡４鹿 ５６ 北村 友一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４８８± ０ 〃 ハナ ４．９�
４７ ツルマルジュピター 牡４黒鹿５６ 佐藤 哲三鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８４－ ４１：２０．２１	 ２６．０�
１１ エーシンリジル 牝４鹿 ５４ 岩田 康誠�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４５６＋１０１：２０．４１ ２１．７�
２３ ラインブラッド 牡５栗 ５６ 福永 祐一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０６＋ ２ 〃 クビ ９．９�
１２ サワヤカラスカル 牝６鹿 ５３ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４５８± ０１：２０．５クビ ３９．１	
５９ ドリームゼニス 牡５栗 ５６ N．ピンナ セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５０８－ ４１：２０．６
 １１．９


（伊）

６１２ ス ピ リ タ ス �６栗 ５６ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４８± ０１：２０．７	 ６．４�
（豪）

３６ テイエムカゲムシャ 牡７栗 ５６ 丸野 勝虎竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ５２０－ ２１：２０．８
 ４２８．１�
（愛知）

７１３ アーバンストリート 牡７芦 ５８ 秋山真一郎佐藤 幸彦氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５０－ ２ 〃 ハナ １９６．０
４８ セイコーライコウ 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４８８－ ６１：２１．０１	 ３．１�
８１７ アンノルーチェ 牡６鹿 ５７ 池添 謙一�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５２± ０１：２１．２１� ３４．９�
７１４� ファリダット 牡６青鹿５６ 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management B４７０－ ６ 〃 クビ １４．８�
８１６ エーブダッチマン 牡５栗 ５５ 国分 恭介 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ ２５．５�
５１０� オセアニアボス 牡６青鹿５６ 藤岡 佑介�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４９２－ ６１：２１．４
 ２０．５�
２４ プリンセスメモリー 牝４鹿 ５３ 四位 洋文海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ３８８± ０１：２１．８２	 １８．８�
８１５ オグリスペシャル 牡７鹿 ５５ 岡部 誠小栗 孝一氏 山中 輝久 三石 稲葉牧場 ４５６－ ６１：２２．２２	 ５６０．２�

（笠松） （愛知）

（１７頭）

売 得 金

単勝： ５３，１７５，４００円 複勝： ９３，６７０，１００円 枠連： ５５，２２９，４００円

馬連： ２５８，８９４，６００円 馬単： １２６，４００，６００円 ワイド： ８２，１５４，４００円

３連複： ３３６，８４１，６００円 ３連単： ５７７，１３６，２００円 計： １，５８３，５０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４１０円 複 勝 � ９８０円 � ２２０円 � ７４０円 枠 連（３－６） １，５１０円

馬 連 �� ８，１２０円 馬 単 �� ２１，６９０円

ワ イ ド �� ２，７２０円 �� ６，９５０円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� ６２，８６０円 ３ 連 単 ��� ４２８，５００円

票 数

単勝票数 計 ５３１７５４ 的中 � １２２９８（１２番人気）
複勝票数 計 ９３６７０１ 的中 � ２１９４４（１４番人気）� １４１７７５（２番人気）� ３０００１（１０番人気）
枠連票数 計 ５５２２９４ 的中 （３－６） ２７１７２（６番人気）
馬連票数 計２５８８９４６ 的中 �� ２３５３４（３１番人気）
馬単票数 計１２６４００６ 的中 �� ４３０２（８３番人気）
ワイド票数 計 ８２１５４４ 的中 �� ７４８３（３３番人気）�� ２８７２（７９番人気）�� ８６８３（２６番人気）
３連複票数 計３３６８４１６ 的中 ��� ３９５５（２０１番人気）
３連単票数 計５７７１３６２ 的中 ��� ９９４（１２５０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．７―１１．２―１０．９―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．２―４６．４―５７．３―１：０８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．８―３F３３．６
３ １１－（７，１７）（１，１６）（５，１４）８，２（３，１０）（９，１２）１３，１５（６，４） ４ １１，７（１７，１４）（１，５）（１６，８）２（３，１０）９，１２（６，１３，４）－１５

勝馬の
紹 介

ヘッドライナー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．４．２１ 京都１着

２００４．５．１７生 �７鹿 母 ヘ バ 母母 Likely Exchange ３２戦８勝 賞金 １７６，６８６，０００円
〔制裁〕 テイエムカゲムシャ号の騎手丸野勝虎は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことに

ついて戒告。（１２番・１０番への進路影響）
※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。

１２１０８ ５月２１日 曇 良 （２３京都３）第９日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４７ ツルマルスピリット 牡４青鹿５７ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６１：５２．２ ３．０�

７１４ エアペイシェンス 牡５栗 ５７ 四位 洋文 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５０＋１２ 〃 クビ ２３．１�
２４ � タツパーシヴ 牡４芦 ５７ 秋山真一郎鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm ４８６＋ ８１：５２．３クビ ４．７�
１１ マルティニーク 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム ４８２＋ ９１：５２．６２ ９．３�
５１０� レ ア メ タ ル 牡５栗 ５７ 安部 幸夫�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下

ファーム B４７０－ ６１：５２．７クビ ７１．７�
（愛知）

３５ � モエレエンデバー 牡４黒鹿５７ 武 豊中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４８２－ ４ 〃 ハナ ４０．５	
６１２ シ ン ワ ラ ヴ 牡６青鹿５７ 佐藤 哲三若尾 昭一氏 田村 康仁 鵡川 安田 幸子 ５０４＋ ８ 〃 クビ １８．４

２３ ライジングバイオ 牡６鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４７２＋ ４１：５２．８クビ ９５．１�
７１３ ドリームマジシャン 牡４青鹿５７ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８６＋ ２１：５２．９	 ３．６�
１２ � サンレイハスラー 牡５鹿 ５７ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ５０４± ０１：５３．３２	 ３２７．８
３６ アドマイヤプレミア 牡４芦 ５７ 藤岡 佑介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４１２± ０１：５３．５１
 ４１．０�
４８ ドリームリバイバル 牡６栗 ５７ 芹沢 純一セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４７２－ ６１：５３．６� ３７．０�
６１１ パ ミ ー ナ 牝４栗 ５５ 北村 友一門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム ４５６－ ２１：５３．７クビ ７２．３�
５９ ツルマルシルバー 牡７芦 ５７

５４ ▲花田 大昂鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８８＋ ４ 〃 クビ １１７．０�
８１５ ニシノスローン 牡４鹿 ５７ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４９８＋ ２１：５３．８� ４０．９�
８１６ ヴィーヴァギブソン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５０２－ ４１：５３．９クビ １２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，２４０，２００円 複勝： ５０，０２１，３００円 枠連： ２６，６２６，６００円

馬連： １０６，５０４，３００円 馬単： ６４，２００，７００円 ワイド： ４１，２４５，４００円

３連複： １３４，７２７，１００円 ３連単： ２５３，０９８，３００円 計： ７０４，６６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ５９０円 � ２００円 枠 連（４－７） ４００円

馬 連 �� ３，９９０円 馬 単 �� ５，９２０円

ワ イ ド �� １，３９０円 �� ３３０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ５，９４０円 ３ 連 単 ��� ３７，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２８２４０２ 的中 � ７５３２３（１番人気）
複勝票数 計 ５００２１３ 的中 � １１７１８１（１番人気）� １６２０３（７番人気）� ６６４５５（３番人気）
枠連票数 計 ２６６２６６ 的中 （４－７） ５０２９５（１番人気）
馬連票数 計１０６５０４３ 的中 �� １９７０８（１３番人気）
馬単票数 計 ６４２００７ 的中 �� ８０１６（２１番人気）
ワイド票数 計 ４１２４５４ 的中 �� ６８５４（１２番人気）�� ３５５１３（２番人気）�� ４８４０（１９番人気）
３連複票数 計１３４７２７１ 的中 ��� １６７５６（１５番人気）
３連単票数 計２５３０９８３ 的中 ��� ５０４０（９０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１３．２―１３．３―１３．１―１２．３―１２．４―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３６．７―５０．０―１：０３．１―１：１５．４―１：２７．８―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ツルマルスピリット �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１０．１０ 京都９着

２００７．２．７生 牡４青鹿 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン １５戦３勝 賞金 ４２，８５０，０００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。
（非当選馬） １頭 ハジメレンジャー号
（非抽選馬） ３頭 オースミカイエン号・パワーエース号・ファイナルパンチ号
※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。



（２３京都３）第９日 ５月２１日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０３，７４０，０００円
２，１３０，０００円
１７，２２０，０００円
１，６００，０００円
１９，２４０，０００円
６４，３２３，５００円
４，７８４，０００円
１，８２１，６００円

勝馬投票券売得金
２７２，０２９，０００円
４９６，２４１，５００円
２１８，３９３，７００円
８８０，２２６，５００円
５４０，３７７，３００円
３４９，１４２，１００円
１，１４６，０８３，５００円
２，０３３，７４２，４００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 ５，９３６，２３６，０００円

総入場人員 １９，２０８名 （有料入場人員 １７，８５３名）


