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２００１３ ７月３日 晴 良 （２３京都４）第２日 第１競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４７ 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 ４６０－ ４１：５４．７ １３．３�

７１３ 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 ４９２± ０ 〃 アタマ ８．１�
３６ ベリーフィールズ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 ４７０＋ ６ 〃 クビ １９．３�
５９ シーズガレット 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５４＋ ２１：５５．０２ １７．４�
７１４ サルヴァトーレピサ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊市川 義美氏 藤原 英昭 浦河 大北牧場 ４５０＋ ２ 〃 アタマ ２．３�
５１０ ヤマニンレジェール 牝３栗 ５４ 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 ４７０－ ２１：５５．２１ １５．６�
４８ カイアナイト 牝３青鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦 	キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ４１：５５．３� １７．２

１２ ピンクピアリス 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム ４６４＋ ４１：５５．５１� ６９．１�
２４ ジョウショーコトミ 牝３芦 ５４ 赤木高太郎熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４３２－ ２１：５５．９２� １１１．７�
８１５ 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± ０１：５６．０� ３５６．４
１１ ロブストニケ 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作	�昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４５８± ０１：５６．２１� ４．１�
６１１ ロングエクセル 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平中井 敏雄氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ４４６＋ ４１：５６．４１ ４９３．９�
６１２ テイエムセーラー 牝３栗 ５４ 酒井 学竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４７２－ ４ 〃 アタマ ３３８．１�
８１６ テ フ テ フ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三	ターフ・スポート村山 明 浦河 大北牧場 ４２８－ ４１：５７．７８ ９１．５�
３５ プラウドガール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂 	三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４４０± ０１：５８．７６ ６０４．９�
２３ サクラプリメーラ 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４７４ ―１：５９．３３� ９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７３２，７００円 複勝： ２２，９０５，８００円 枠連： １１，６１４，０００円

馬連： ３７，４３２，４００円 馬単： ２７，５８７，８００円 ワイド： １７，６２４，９００円

３連複： ５８，８９０，２００円 ３連単： ９０，８３７，５００円 計： ２８３，６２５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � ５１０円 � ３８０円 � ６９０円 枠 連（４－７） ７６０円

馬 連 �� ５，１２０円 馬 単 �� １０，５８０円

ワ イ ド �� １，６１０円 �� ３，８００円 �� ２，５９０円

３ 連 複 ��� ３２，９３０円 ３ 連 単 ��� １７７，８２０円

票 数

単勝票数 計 １６７３２７ 的中 � ９９４９（５番人気）
複勝票数 計 ２２９０５８ 的中 � １１７３７（８番人気）� １６７１９（４番人気）� ８３０３（９番人気）
枠連票数 計 １１６１４０ 的中 （４－７） １１３２９（３番人気）
馬連票数 計 ３７４３２４ 的中 �� ５３９６（２１番人気）
馬単票数 計 ２７５８７８ 的中 �� １９２５（３９番人気）
ワイド票数 計 １７６２４９ 的中 �� ２７３８（２０番人気）�� １１３０（３８番人気）�� １６７０（３１番人気）
３連複票数 計 ５８８９０２ 的中 ��� １３２０（８６番人気）
３連単票数 計 ９０８３７５ 的中 ��� ３７７（４６２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１３．３―１３．５―１３．２―１３．０―１２．７―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３６．８―５０．３―１：０３．５―１：１６．５―１：２９．２―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

パームアイランド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．５．１４ 京都５着

２００８．２．２８生 牝３黒鹿 母 アクティビスト 母母 ワーキングガール ３戦１勝 賞金 ５，３００，０００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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エピデンドラム号・クリスタルエイト号
（非抽選馬） ２頭 キュールエキュール号・リボルトレイダー号

２００１４ ７月３日 晴 良 （２３京都４）第２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

３６ ナイトレイダー �３鹿 ５６ 川田 将雅�日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ４９２＋ ４１：１３．１ ３．１�

３５ ウォーターメジャー 牡３黒鹿５６ 幸 英明山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ３．５�
８１５ キンシゴールド 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜若草クラブ 浅見 秀一 浦河 有限会社
松田牧場 ４５４－ ４１：１３．５２� １７．７�

６１１� アンティフォナ 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 米 Shadai Cor-
poration ４５８ ―１：１３．６� ２９．８�

２４ ハーイスマイル 牡３黒鹿５６ N．ピンナ 小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 ４６２＋１０１：１３．７クビ ８．２�
（伊）

５１０� アスターポメリー 牡３栗 ５６
５５ ☆川須 栄彦加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Joanne Crowe &

Donald Crowe ４３４＋ ６１：１４．０２ １０．９�
６１２ ビッグゴーゴー 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作�ビッグ 五十嵐忠男 浦河 今井 秀樹 ４３４－ ２１：１４．１クビ ４３．２	
４８ スカイホーク 牡３青鹿５６ 太宰 啓介岩� 僖澄氏 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４５６＋ ２１：１４．６３ １５４．４

１２ ナリタワイルド 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４８４－１０１：１４．７� ２４８．８�
５９ フェイスバンブー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４４０＋ ２１：１４．９１� ９．０
７１３ シャドーボール 牡３青鹿５６ 藤岡 康太金井 順一氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 ４６８＋ ４１：１５．１１� ２８．８�
８１６ シゲルコモン 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 オリオンファーム ４５８－ ６ 〃 アタマ ６５．９�
４７ フレッチャロッサ 牝３鹿 ５４ 酒井 学松岡 隆雄氏 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム ４１６－ ６１：１５．２クビ １９３．４�
１１ タルトレット 牝３鹿 ５４ 小牧 太�藤原牧場 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 ４９６＋１２１：１５．３� ７．１�
７１４ シゲルトウカツカン 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂森中 蕃氏 小原伊佐美 様似 清水スタッド ４６６± ０１：１５．４� ４０７．８�
２３ バ ー ネ ッ ト 牝３芦 ５４

５１ ▲森 一馬昴ホースクラブ 鹿戸 明 新ひだか 沖田 哲夫 ４２２－ ４１：１５．５� ２７１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６２６，７００円 複勝： ２６，３７６，５００円 枠連： １４，７２８，５００円

馬連： ３６，５６６，７００円 馬単： ２８，１１９，９００円 ワイド： １８，２４２，８００円

３連複： ５８，００２，６００円 ３連単： ８７，５８４，１００円 計： ２８５，２４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ３００円 枠 連（３－３） ５４０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ８４０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 ��� ７，６１０円

票 数

単勝票数 計 １５６２６７ 的中 � ４０４７７（１番人気）
複勝票数 計 ２６３７６５ 的中 � ６５９５９（１番人気）� ５６６９７（２番人気）� １５９１０（７番人気）
枠連票数 計 １４７２８５ 的中 （３－３） ２０１４９（２番人気）
馬連票数 計 ３６５６６７ 的中 �� ５１２７８（１番人気）
馬単票数 計 ２８１１９９ 的中 �� １９８０９（１番人気）
ワイド票数 計 １８２４２８ 的中 �� ２３７２５（１番人気）�� ４７４９（１１番人気）�� ７１５０（７番人気）
３連複票数 計 ５８００２６ 的中 ��� １８８９８（５番人気）
３連単票数 計 ８７５８４１ 的中 ��� ８４９７（１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１２．３―１２．５―１３．３

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３８．１
３ １０，６（４，５，１１）１６（３，９）１３（７，１５）（８，１２）－１４，２－１ ４ ・（１０，６，５）１１，４，１６（３，９）（１２，１３，１５）－（７，８）１４，２＝１

勝馬の
紹 介

ナイトレイダー �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Private Account デビュー ２０１１．５．１４ 京都６着

２００８．５．２７生 �３鹿 母 ノーテリング 母母 My Heroine ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 アンティフォナ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（４番への進路影響）
※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 シゲルジョウム号・ファルブキング号
※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４回　京都競馬　第２日



２００１５ ７月３日 晴 良 （２３京都４）第２日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．５
１：１９．０

良

良

６１２ 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＋ ４１：２１．７ １．８�

７１４ ハッピートゥデイ 牝３青鹿 ５４
５２ △国分 優作馬場 幸夫氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ２１：２２．１２� ９．８�

３５ サンレガーロ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４１８－ ２１：２２．２� ５．２�
４８ エアクロニクル 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４４６± ０１：２２．３� ７．１�

（伊）

２３ タガノグレイグース 牝３鹿 ５４ 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 浦河 カナイシスタッド ４３４＋１０１：２２．４クビ １８．９�
２４ オースミラバー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４９２± ０１：２２．５� ９．３�
７１５ ファンシービビッド 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志青山 洋一氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４８２－１０ 〃 クビ １０３．６	

７１３ フェリスヴァーズ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎
佐藤牧場 増本 豊 新冠 隆栄牧場 ４６４＋ ６１：２２．７１� １６５．５�
（法６３４）

６１１ ファーマソフト 牝３鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦中西 功氏 牧浦 充徳 浦河 馬道 繁樹 ４４０＋ ８１：２２．９１� ９３．１�

５１０ フェブスター 牡３栗 ５６ 酒井 学釘田 義広氏 湯窪 幸雄 平取 高橋 幸男 ４４８＋ ２１：２３．３２� １７７．１
３６ キョウワブリット 牡３栗 ５６ 小坂 忠士
協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４４４－１４１：２３．４� ４３９．７�
８１６ ナリタフラッシュ 牡３栗 ５６ 石橋 守�オースミ 中尾 秀正 日高 白井牧場 ４６４－１４１：２３．７２ ５２３．０�
１１ ラスティンメモリー 牝３栗 ５４ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４６２－２２１：２３．９１� ２３．２�
１２ ギ ャ バ ン �３鹿 ５６ 太宰 啓介木浪 巖氏 鮫島 一歩 新冠 大栄牧場 ４４８ ― 〃 ハナ ３１１．３�
４７ デンコウツバサ 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂田中 康弘氏 荒川 義之 新ひだか 田原橋本牧場 ４３６＋１０１：２４．５３� ６６０．４�
５９ スカイノレイ 牝３青鹿５４ 難波 剛健江 賦晨氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：２４．７１� ６１０．１�
８１７ グリーンフラッグ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４１６＋１４ 〃 クビ ５４５．０�

８１８ インターシティ 牝３鹿 ５４ 幸 英明
�昭牧場 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 ４３４－ ８１：２５．３３� １３９．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，３６８，５００円 複勝： ４８，０２４，０００円 枠連： １１，１７９，６００円

馬連： ３８，２２５，５００円 馬単： ３５，７９６，７００円 ワイド： １８，８８８，６００円

３連複： ５７，７６９，０００円 ３連単： １１０，２７４，８００円 計： ３４１，５２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（６－７） ７００円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ２００円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ３，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２１３６８５ 的中 � ９６５９８（１番人気）
複勝票数 計 ４８０２４０ 的中 � ２８１０８９（１番人気）� ２９２２５（５番人気）� ５１５５３（２番人気）
枠連票数 計 １１１７９６ 的中 （６－７） １１８０３（４番人気）
馬連票数 計 ３８２２５５ 的中 �� ３８７１０（４番人気）
馬単票数 計 ３５７９６７ 的中 �� ２７２１６（４番人気）
ワイド票数 計 １８８８８６ 的中 �� １９１２５（３番人気）�� ２６３８２（１番人気）�� ８４４９（５番人気）
３連複票数 計 ５７７６９０ 的中 ��� ５４１３０（２番人気）
３連単票数 計１１０２７４８ 的中 ��� ２３４０６（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１１．８―１１．８―１１．７―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．１―４６．９―５８．７―１：１０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シェルエメール �
�
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 ２０１０．１２．５ 小倉２着

２００８．４．１７生 牝３黒鹿 母 ポンデローザ 母母 ゲイアティーガール ７戦１勝 賞金 １３，６５０，０００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 アグネスパンジー号・クイーンザリッチ号・タトゥーン号・リアリーサムシング号
※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。

２００１６ ７月３日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都４）第２日 第４競走 ２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

３３ シゲルダイセン 牡５鹿 ６０ 植野 貴也森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４７６＋ ４３：１６．７ １７．９�

４４ エルチョコレート 牡５黒鹿６０ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ７．４�
８１１ チョウバクシン 牡４栗 ６０ 黒岩 悠丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 ４７４＋ ６３：１９．５大差 ９０．３�
８１０ モ チ 牡７青鹿６０ 高田 潤小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５１８± ０ 〃 クビ ３．７�
７９ トムウィンズ 牡６芦 ６０ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 ４６８－ ４３：１９．６クビ ４．７�
５５ ヤマカツセイリュウ 牡４鹿 ６０ 北沢 伸也山田 博康氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 ４７８－ ２３：１９．９２ ９．０�
１１ シゲルハスラット 牡６栗 ６０ 佐久間寛志森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４６０± ０３：２０．７５ ４．２�
２２ アドマイヤヘッド 牡７芦 ６０ 西谷 誠近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４８６＋ ８３：２２．７大差 ８．７	
６７ レジャイール 牡５鹿 ６０ 今村 康成前田 晋二氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ５１６－１６３：２７．２大差 ７４．７

７８ � フミノイダテン 牡４鹿 ６０ 難波 剛健谷 二氏 目野 哲也 新ひだか へいはた牧場 ５３４－ ８３：２８．４７ １１５．５�
６６ キンショーオトヒメ 牝６栗 ５８ 中村 将之礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４５０＋ ８ （競走中止） １２．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，５１９，３００円 複勝： １６，１９５，５００円 枠連： ７，３０７，７００円

馬連： ２９，６２２，４００円 馬単： ２３，６６４，１００円 ワイド： １２，９７８，３００円

３連複： ４３，８４５，２００円 ３連単： ７５，１５７，３００円 計： ２２０，２８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７９０円 複 勝 � ５６０円 � ２９０円 � ２，７５０円 枠 連（３－４） ６，３２０円

馬 連 �� ５，１１０円 馬 単 �� １１，８５０円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� １３，１２０円 �� ７，６７０円

３ 連 複 ��� １８８，１３０円 ３ 連 単 ��� １，０２７，１５０円

票 数

単勝票数 計 １１５１９３ 的中 � ５０９４（８番人気）
複勝票数 計 １６１９５５ 的中 � ７４７８（８番人気）� １６９２０（６番人気）� １３５３（１０番人気）
枠連票数 計 ７３０７７ 的中 （３－４） ８５４（２７番人気）
馬連票数 計 ２９６２２４ 的中 �� ４２８１（２５番人気）
馬単票数 計 ２３６６４１ 的中 �� １４７４（５１番人気）
ワイド票数 計 １２９７８３ 的中 �� ２９２２（１８番人気）�� ２３８（５０番人気）�� ４０９（４１番人気）
３連複票数 計 ４３８４５２ 的中 ��� １７２（１４５番人気）
３連単票数 計 ７５１５７３ 的中 ��� ５４（７７４番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５１．１－３F ３７．５
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルダイセン 
�
父 スキャターザゴールド 

�
母父 シャーディー デビュー ２００８．７．２７ 小倉６着

２００６．２．２５生 牡５鹿 母 サンドシャーディー 母母 サンドピープル 障害：１戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔競走中止〕 キンショーオトヒメ号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



２００１７ ７月３日 曇 良 （２３京都４）第２日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・右・外）

新馬；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

１：４６．７
１：４６．６

良

良

８１０ シンゼンレンジャー 牡２黒鹿５４ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ
ナル牧場 ４６０ ―１：５０．３ １８．７�

８９ ロードバッカス 牡２栗 ５４ N．ピンナ �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４５２ ―１：５０．６１� １６．８�
（伊）

１１ レッドクラウディア 牝２栗 ５４ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：５０．９１� １．７�
４４ マイネルドメニカ 牡２栗 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４５８ ―１：５１．０� ６．２�
２２ ス ノ ー ド ン 牡２黒鹿５４ 川田 将雅 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２ ―１：５１．４２� １０．７�
３３ メテオライト 牡２栗 ５４ 鮫島 良太 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４８８ ― 〃 ハナ ６．６	
６６ ボ ク サ ー 牡２鹿 ５４ 武 幸四郎岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 秋田牧場 ４８２ ―１：５１．５� ２６．２

７８ マコトアプサラス 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦尾田左知子氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４２４ ―１：５２．２４ １６０．５�
７７ � マイネルエトランゼ 牡２栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 米 Karen S. Farrar
& Gary M. Farrar ４９０ ―１：５２．４１� ２７．２�

５５ サンライズガイア 牡２黒鹿５４ 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４５６ ―１：５２．７２ １４．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，１４０，５００円 複勝： ３０，１５０，５００円 枠連： ９，６５９，２００円

馬連： ３８，３８６，０００円 馬単： ３８，１６０，３００円 ワイド： １８，０５７，３００円

３連複： ５１，３３２，３００円 ３連単： １１３，７５８，９００円 計： ３２６，６４５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８７０円 複 勝 � ３５０円 � ３１０円 � １２０円 枠 連（８－８） ７，１２０円

馬 連 �� ７，９６０円 馬 単 �� １８，０６０円

ワ イ ド �� １，７７０円 �� ５６０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ４，０７０円 ３ 連 単 ��� ５６，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２７１４０５ 的中 � １１４４１（７番人気）
複勝票数 計 ３０１５０５ 的中 � １５９２３（７番人気）� １９２０６（６番人気）� １０９８７６（１番人気）
枠連票数 計 ９６５９２ 的中 （８－８） １００２（２１番人気）
馬連票数 計 ３８３８６０ 的中 �� ３５６２（２３番人気）
馬単票数 計 ３８１６０３ 的中 �� １５６０（４９番人気）
ワイド票数 計 １８０５７３ 的中 �� ２３３５（２３番人気）�� ８１３８（７番人気）�� ９４０７（５番人気）
３連複票数 計 ５１３３２３ 的中 ��� ９３１３（１６番人気）
３連単票数 計１１３７５８９ 的中 ��� １４７６（１６５番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．０―１２．２―１２．４―１２．５―１２．６―１２．５―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．０―３７．２―４９．６―１：０２．１―１：１４．７―１：２７．２―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．６
３ ・（５，７）８（１，６）４（３，２，９）－１０ ４ ・（５，７）（８，６）（１，４，９）（３，２，１０）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シンゼンレンジャー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ジ ェ リ 初出走

２００９．５．３生 牡２黒鹿 母 キョウエイフルハム 母母 ケイシュウアップ １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。

２００１８ ７月３日 曇 良 （２３京都４）第２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）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１１ 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－ ２１：５３．９ ４．２�

２３ メイショウゾウセン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４６２－ ２１：５４．１１� １１．０�
３５ アズマインパクト 牡３鹿 ５６

５４ △国分 優作東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４４８－ ２１：５４．６３ ６．５�
７１４ ホクザンヴィリル 牡３栗 ５６ 赤木高太郎木本 弘孝氏 高野 友和 浦河 �原 敏明 ４８０± ０１：５５．１３ ５１．７�
１２ パラダイスポイント 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 B４５８－ ４１：５５．７３� ８．０�
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 ４８２－ ２１：５５．８クビ １８．６	
５１０ アスクドラゴン �３鹿 ５６ 小林慎一郎廣崎 利洋氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 ４１０－ ５１：５６．２２� ２５３．１

７１３ メイショウシンセイ �３栗 ５６ 太宰 啓介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 大西ファーム ４１４－ ４１：５７．４７ ２４０．８�
２４ ノ ア ノ ア 牝３芦 ５４ 小牧 太M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 B４９０－ ４１：５７．７１� １０．１�
４８ ハローザロック �３黒鹿５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４６０－ ６１：５８．０２ ２６．９
８１５ タマモマーブル 牡３栗 ５６

５５ ☆川須 栄彦タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４８０－ ８１：５８．５３ ４．１�
５９ ビッグショット 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム ５１８ ―１：５８．６� ５０．７�

（伊）

６１２ トモロビート 牡３鹿 ５６ 石橋 守戸賀 智子氏 河内 洋 新冠 川上牧場 ４８６ ―１：５９．３４ １９２．８�
４７ ノブサプライズ �３栗 ５６ 柴原 央明前田 亘輝氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム ４３６＋１２２：０２．４大差 １４６．７�
３６ フィールドセブン 牡３鹿 ５６ 幸 英明地田 勝三氏 野村 彰彦 浦河 山田 昇史 ４９２± ０ （競走中止） ６．４�
６１１ バトルハイビッグ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 ４９６－ ４ （競走中止） １９８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６５８，９００円 複勝： ２６，７４６，９００円 枠連： １６，０５５，４００円

馬連： ４４，５０１，２００円 馬単： ３０，３６０，９００円 ワイド： １９，６１０，８００円

３連複： ６６，２４９，４００円 ３連単： ９９，３０３，７００円 計： ３２０，４８７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � ３２０円 � ２１０円 枠 連（１－２） ８００円

馬 連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，７８０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ６００円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ４，６６０円 ３ 連 単 ��� ２１，６００円

票 数

単勝票数 計 １７６５８９ 的中 � ３３２４５（２番人気）
複勝票数 計 ２６７４６９ 的中 � ４６３０８（１番人気）� １８９８０（７番人気）� ３４３００（３番人気）
枠連票数 計 １６０５５４ 的中 （１－２） １４８３４（４番人気）
馬連票数 計 ４４５０１２ 的中 �� ２１４２４（６番人気）
馬単票数 計 ３０３６０９ 的中 �� ８０７２（９番人気）
ワイド票数 計 １９６１０８ 的中 �� ８１７６（７番人気）�� ８２８７（６番人気）�� ２８２０（２３番人気）
３連複票数 計 ６６２４９４ 的中 ��� １０５１４（１６番人気）
３連単票数 計 ９９３０３７ 的中 ��� ３３９４（６８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．８―１２．７―１３．１―１３．１―１２．６―１２．２―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３６．３―４９．０―１：０２．１―１：１５．２―１：２７．８―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３８．７
１
３
４，６，７（２，３）８（５，１０，１１）－（１４，１５）－１，１３，１６－１２－９
４（２，３）（５，１０，６，８，１）－（１４，１１，７）－（１３，１５，１６）（１２，９）

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

勝馬の
紹 介

エーシンギガウイン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Great Above デビュー ２０１０．１０．１０ 京都６着

２００８．３．３０生 牡３鹿 母 エイシンシャロン 母母 Beereadyforme ６戦１勝 賞金 ５，５５０，０００円
〔発走状況〕 ビッグショット号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 バトルハイビッグ号は，３コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。

フィールドセブン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔制裁〕 バトルハイビッグ号の騎手藤懸貴志は，３コーナーでの御法（前の馬に乗りかけた）について過怠金５０，０００円。
〔調教再審査〕 ビッグショット号は，発走調教再審査。
〔その他〕 トモロビート号・ノブサプライズ号は，３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。
※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 ミスターガラメキ号
※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。



２００１９ ７月３日 曇 良 （２３京都４）第２日 第７競走 １，９００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

３６ スペシャルロード 牡４黒鹿５７ 酒井 学�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４７６± ０１：５９．１ ６．９�

６１１ スカイスクレイパー 牡３栗 ５４ 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 ４６８－ ２ 〃 ハナ ６．５�
７１４ 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 ４８８＋ ６１：５９．３１� ５．５�
２３ 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 ５１２＋ ６１：５９．９３� ３．５�
５１０� バリアントバイオ 牡５栗 ５７ 赤木高太郎バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 ４８２＋ ４ 〃 クビ ３０１．０�
４７ 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 ５０４＋ ４２：００．０クビ ８．２�
８１６ 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 ５１８－ ２２：００．４２� ３０．３	
７１３ ハ リ ケ ー ン 牡３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１０－ ６２：００．５クビ ５．５

６１２ サ ー ノ 牡４鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８± ０２：００．８１� ５０．１�
３５ ウインスカイハイ 牡５青鹿５７ 浜中 俊�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８６－ ４ 〃 クビ ２６．０�
５９ タマモアルプス 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 B５２６＋ ２２：０１．５４ ５２．０
１１ マ サ シ 牡３青 ５４

５２ △国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ４５４± ０２：０１．７１ ２７．８�
１２ トシザツンツン 牡３芦 ５４ 佐藤 哲三上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ５００＋１０２：０１．８� ４３．２�
４８ シルクエスティーム 牡３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 山岡ファーム ４６０－１４２：０２．７５ １６２．０�
２４ リバークリーク 牡３栗 ５４ 安藤 光彰河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム ５１４－ ２２：０３．０１� ２９１．７�
８１５� シーセラピス �４栗 ５７ 野元 昭嘉藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 B４４０－１０２：０４．９大差 ３４３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９４５，０００円 複勝： ４１，３３５，３００円 枠連： １６，８８０，７００円

馬連： ６３，２２３，７００円 馬単： ３７，５１０，７００円 ワイド： ２７，４４０，５００円

３連複： ８５，５３９，７００円 ３連単： １３６，８０１，８００円 計： ４３２，６７７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � １８０円 枠 連（３－６） １，３４０円

馬 連 �� ２，２００円 馬 単 �� ４，２９０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ６６０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 ��� ２１，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２３９４５０ 的中 � ２７５５１（５番人気）
複勝票数 計 ４１３３５３ 的中 � ５３９２４（３番人気）� ５０７８６（４番人気）� ６３７７９（２番人気）
枠連票数 計 １６８８０７ 的中 （３－６） ９３４２（７番人気）
馬連票数 計 ６３２２３７ 的中 �� ２１２３４（１３番人気）
馬単票数 計 ３７５１０７ 的中 �� ６４５６（２５番人気）
ワイド票数 計 ２７４４０５ 的中 �� ９１５７（１２番人気）�� １０２５４（９番人気）�� １２１２７（４番人気）
３連複票数 計 ８５５３９７ 的中 ��� １８０６３（１２番人気）
３連単票数 計１３６８０１８ 的中 ��� ４７１６（７７番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．２―１１．４―１２．９―１３．２―１３．０―１２．９―１２．４―１２．６―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．７―１７．９―２９．３―４２．２―５５．４―１：０８．４―１：２１．３―１：３３．７―１：４６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．８
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スペシャルロード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 アレミロード デビュー ２０１０．１．３１ 京都６着

２００７．４．７生 牡４黒鹿 母 ベラミロード 母母 ベラミスキー ２０戦３勝 賞金 ３８，１１６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シーセラピス号は，平成２３年８月３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 タガノキャプテン号

２００２０ ７月３日 曇 良 （２３京都４）第２日 第８競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

８１５ ボストンエンペラー 牡３黒鹿５４ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５６－１０１：０９．７ ３０．３�

４７ キングレオポルド 牡４鹿 ５７ 浜中 俊里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ２ 〃 クビ １．８�
８１６ テイエムカルメン 牝５鹿 ５５ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４８２－ ４ 〃 アタマ １１．０�
６１２ フェブムービング 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 ４７８－ ４１：０９．９１� １７．１�
４８ エ ト ピ リ カ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４４－ ４１：１０．１１� １５．９�
６１１ ヤマニンラレーヌ 牝３鹿 ５２

５１ ☆高倉 稜土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４２＋ ６ 〃 クビ ６１．５�
５９ ピルケンハンマー 牡３鹿 ５４ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４８６－ ２１：１０．２クビ ３４．３	
１１ ローザペルラ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４６＋ ４１：１０．４１� ２３１．１

３６ トップモデル 牝３鹿 ５２ 酒井 学間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B４２６－ ２ 〃 クビ ３９．１�
７１３ ハイフィールド 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介服部 新平氏 日吉 正和 新ひだか へいはた牧場 ４２６± ０１：１０．５� １２７．１�
２４ アグネスアンジュ 牝３栗 ５２ 川田 将雅渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４４８－ ８ 〃 クビ １０．１
２３ マックスバローズ 牡４栗 ５７ N．ピンナ 猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ

ファーム ４６２± ０１：１０．６� ４．４�
（伊）

５１０ シゲルヒラシャイン 牝３鹿 ５２
５０ △国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４３８－ ４ 〃 ハナ ２８．５�

１２ � ユメノカケハシ 牝４青鹿５５ 幸 英明諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４３６－１０１：１０．８１� １０７．１�
７１４ テイエムハエゲナ 牡４鹿 ５７ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５８－ ２１：１１．６５ ５１９．６�
３５ � ピエナヴィブレ 牝４鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平本谷 兼三氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：１１．８１� ３６１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０７８，６００円 複勝： ３７，４６４，６００円 枠連： １９，８０６，７００円

馬連： ６１，６３５，２００円 馬単： ４６，１７５，７００円 ワイド： ２７，５３９，０００円

３連複： ８４，２２８，７００円 ３連単： １６０，４３４，８００円 計： ４６０，３６３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０３０円 複 勝 � ５５０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（４－８） ６５０円

馬 連 �� ２，９９０円 馬 単 �� ９，４３０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� ２，３５０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ７，７５０円 ３ 連 単 ��� ７９，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２３０７８６ 的中 � ６００６（８番人気）
複勝票数 計 ３７４６４６ 的中 � １１０２７（９番人気）� １５４５１２（１番人気）� ２５４２１（４番人気）
枠連票数 計 １９８０６７ 的中 （４－８） ２２７０７（２番人気）
馬連票数 計 ６１６３５２ 的中 �� １５２４５（１０番人気）
馬単票数 計 ４６１７５７ 的中 �� ３６１５（２５番人気）
ワイド票数 計 ２７５３９０ 的中 �� ７７７８（１０番人気）�� ２７０２（２３番人気）�� １５８３１（３番人気）
３連複票数 計 ８４２２８７ 的中 ��� ８０２８（２４番人気）
３連単票数 計１６０４３４８ 的中 ��� １４８７（２０７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．７―１１．９―１１．７―１１．０―１１．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２４．１―３６．０―４７．７―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボストンエンペラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２０１０．１０．１６ 京都８着

２００８．１．２７生 牡３黒鹿 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー ６戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
〔制裁〕 トップモデル号の騎手酒井学は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（３番・２番への進路影響）
〔その他〕 トップモデル号は，３コーナーで銜受けが不良となったことについて平地調教注意。
※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 マルブツジャンボ号
（非抽選馬） １頭 シンコープリンス号
※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。



２００２１ ７月３日 曇 良 （２３京都４）第２日 第９競走 ��２，０００�
あ わ ら

芦 原 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

４４ ハーキュリーズ 牡３鹿 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４０－ ２２：０３．９ ３．１�

８９ アマファソン 牝４黒鹿５５ 小牧 太吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７２± ０２：０４．０� ３．９�
３３ ジェントルマン 牡３黒鹿５４ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４７６－１０２：０４．３２ ４．５�
６６ ヤマニンシャスール 牡４鹿 ５７ 幸 英明土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４６８＋ ２２：０４．５１� ４．６�
１１ トウシンイーグル 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４６２－ ６ 〃 アタマ ６．５�
５５ ダンスラナキラ 牡３黒鹿５４ N．ピンナ 橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４６４－ ８２：０４．７１� ２２．１	

（伊）

７７ ヤマニンフリスキー 牡４青 ５７ 太宰 啓介土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４６０－１１ 〃 アタマ ７４．１

８８ マグニフィセント 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４３２－ ２２：０４．８� １１３．２�
２２ エクセレントブルー 牝３鹿 ５２ 鮫島 良太 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 ４４２± ０２：０４．９� １０４．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２８，４９６，６００円 複勝： ３８，９３９，５００円 枠連： １３，０２７，９００円

馬連： ７６，７１１，９００円 馬単： ５４，０７８，１００円 ワイド： ２７，７０４，８００円

３連複： ８３，０７７，７００円 ３連単： ２２７，７０４，９００円 計： ５４９，７４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（４－８） ５４０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ２６０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ３，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２８４９６６ 的中 � ７４４７６（１番人気）
複勝票数 計 ３８９３９５ 的中 � ８４４７７（２番人気）� ８９３４１（１番人気）� ６４１１０（４番人気）
枠連票数 計 １３０２７９ 的中 （４－８） １８０２１（１番人気）
馬連票数 計 ７６７１１９ 的中 �� ９５６８５（１番人気）
馬単票数 計 ５４０７８１ 的中 �� ３６４１７（１番人気）
ワイド票数 計 ２７７０４８ 的中 �� ３０６３４（２番人気）�� ２７０９７（３番人気）�� ２０１２５（７番人気）
３連複票数 計 ８３０７７７ 的中 ��� ７３３４０（２番人気）
３連単票数 計２２７７０４９ 的中 ��� ４３５８２（６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１４．１―１３．７―１３．０―１２．８―１２．２―１１．８―１０．８―１０．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．６―３８．７―５２．４―１：０５．４―１：１８．２―１：３０．４―１：４２．２―１：５３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．７―３F３３．５
１
３
３－４－５（１，９）（２，６）７，８
３，４（５，９）（１，６）（２，７）－８

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

勝馬の
紹 介

ハーキュリーズ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Alydar デビュー ２０１０．１０．１７ 京都６着

２００８．４．３生 牡３鹿 母 タックスヘイブン 母母 タックスペイヤーズフォリー ７戦２勝 賞金 ２１，２３１，０００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。

２００２２ ７月３日 曇 良 （２３京都４）第２日 第１０競走 ��１，８００�
わ か さ わ ん

若 狭 湾 特 別
発走１５時００分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２２ グリッターウイング 牡４栗 ５７ 鮫島 良太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１６± ０１：５１．３ ４．０�

５８ サクラブライアンス 牡４黒鹿５７ 和田 竜二�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 ４９０－ ４１：５１．５１� １０．３�
３４ ス エ ズ �６鹿 ５７ 佐藤 哲三吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１８＋ ２１：５１．６� ９．１�
５７ ハジメレンジャー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４７８－ ２１：５１．８１� ４１．８�
７１２ メイショウブンブク 牡５栗 ５７ 川須 栄彦松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 ４６８－ ２１：５２．０１� １０４．４�
８１４	 ウインベルセルク 牡５鹿 ５７ 浜中 俊�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４９０－ ６１：５２．３２ ３７．８�
４５ ミッキーバラード 牡４鹿 ５７ N．ピンナ 野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 ５２４± ０１：５２．４� ７．１	

（伊）

６９ テイエムドンマイ 牡３黒鹿５４ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５００＋ ２１：５２．７１� ８．８

７１１ エリモアラルマ 牡５鹿 ５７ 松山 弘平山本 敏晴氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント B４８８－ ８ 〃 クビ １１４．５�
６１０ ヒカリアスティル 牡５鹿 ５７ 酒井 学�ヒカリクラブ 谷 潔 伊達 高橋農場 ５０６－ ６１：５２．８� １１６．４�
４６ 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 ４８４± ０１：５２．９クビ ３．１
８１３	 キングオブヘイロー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 ４８０－ ４１：５３．２２ １１．３�
１１ ソルモンターレ 牡５鹿 ５７ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 B４５２－ ２１：５３．５１� １９．３�
３３ 
 トップジャイアンツ 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 豪

Austramore Pty Ltd,
Codds Flat Bloodstock
Pty Ltd, San Pauli Ltd

５００＋ ４１：５４．４５ ２３０．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３７，２５７，８００円 複勝： ６３，２１１，７００円 枠連： ２８，１１３，５００円

馬連： １４０，２９８，１００円 馬単： ７７，８２２，９００円 ワイド： ４９，１０９，８００円

３連複： １７９，４０２，９００円 ３連単： ３３２，０２６，９００円 計： ９０７，２４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � ３８０円 � ２３０円 枠 連（２－５） １，８４０円

馬 連 �� １，９７０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� ５８０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ５，２８０円 ３ 連 単 ��� ２４，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３７２５７８ 的中 � ７４７５９（２番人気）
複勝票数 計 ６３２１１７ 的中 � １３１２９１（２番人気）� ３６０４５（７番人気）� ７１７６２（３番人気）
枠連票数 計 ２８１１３５ 的中 （２－５） １１３１９（１０番人気）
馬連票数 計１４０２９８１ 的中 �� ５２６７８（１１番人気）
馬単票数 計 ７７８２２９ 的中 �� １７０５９（１４番人気）
ワイド票数 計 ４９１０９８ 的中 �� １３８８８（１１番人気）�� ２１９２３（５番人気）�� ９０７８（１６番人気）
３連複票数 計１７９４０２９ 的中 ��� ２５１１０（２０番人気）
３連単票数 計３３２０２６９ 的中 ��� １００１８（６９番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１３．１―１２．７―１２．５―１２．６―１２．６―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．１―３６．２―４８．９―１：０１．４―１：１４．０―１：２６．６―１：３８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グリッターウイング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１０．２．６ 京都２着

２００７．４．２５生 牡４栗 母 レースウィング 母母 レ ー ス １４戦３勝 賞金 ６４，３２８，０００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。

１レース目



２００２３ ７月３日 曇 良 （２３京都４）第２日 第１１競走 ��１，６００�
よ な ご

米子ステークス
発走１５時３５分 （芝・右・外）

３歳以上，２２．７．３以降２３．６．２６まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

米子市長賞（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 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

６７ リ デ ィ ル 牡４栗 ５７ 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 ４５２± ０１：３３．３ １．５�

８１０ ス ピ リ タ ス �６栗 ５５ 高倉 稜 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２１：３３．４� １２．４�
８１１ マイネルクラリティ 牡５栗 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８０－ ８１：３３．５クビ ３７．０�
７８ ドリームゼニス 牡５栗 ５５ 酒井 学セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５１０－ ４ 〃 クビ １７．１�
７９ アンノルーチェ 牡６鹿 ５６ 佐藤 哲三�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５８＋ ６１：３３．６� １７．９�
１１ � オセアニアボス 牡６青鹿５６ N．ピンナ �グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４９２± ０１：３３．８１� ２７．４	
（伊）

４４ リクエストソング 牡５鹿 ５５ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４ 〃 アタマ １０．８

６６ ガ ン ダ ー ラ 牡５栗 ５４ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７６＋１２１：３３．９クビ ５．７�
２２ リザーブカード 牡８鹿 ５６ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２１：３４．４３ ６０．５�
３３ ラインプレアー 牡６芦 ５３ 藤岡 康太大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５３６＋ ４１：３４．７２ ６３．１
５５ ナリタキングパワー �６栗 ５１ 岩崎 祐己�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２－４４１：３５．４４ １５３．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ６３，３５３，２００円 複勝： １３７，００１，０００円 枠連： ４０，６５９，７００円

馬連： ２２５，１４２，６００円 馬単： １６０，７７８，１００円 ワイド： ６３，３７８，６００円

３連複： ２６１，８７５，５００円 ３連単： ７４６，０７７，９００円 計： １，６９８，２６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ５６０円 枠 連（６－８） ５１０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ８１０円 �� ２，８２０円

３ 連 複 ��� ５，８１０円 ３ 連 単 ��� １５，７５０円

票 数

単勝票数 計 ６３３５３２ 的中 � ３５０６３０（１番人気）
複勝票数 計１３７００１０ 的中 � ９２５４３９（１番人気）� ６６５６５（４番人気）� ２２９１３（８番人気）
枠連票数 計 ４０６５９７ 的中 （６－８） ５９２８６（３番人気）
馬連票数 計２２５１４２６ 的中 �� ２２７０９９（３番人気）
馬単票数 計１６０７７８１ 的中 �� １１８６１３（３番人気）
ワイド票数 計 ６３３７８６ 的中 �� ５３４５８（３番人気）�� １８６１１（９番人気）�� ４９９７（２８番人気）
３連複票数 計２６１８７５５ 的中 ��� ３３２９５（２０番人気）
３連単票数 計７４６０７７９ 的中 ��� ３４９６３（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３５．７―４７．９―５９．４―１：１０．８―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ デ ィ ル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．８．２３ 小倉７着

２００７．５．８生 牡４栗 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング ９戦４勝 賞金 １０６，２９７，０００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。

２００２４ ７月３日 曇 良 （２３京都４）第２日 第１２競走 １，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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

７１３ ヤマノサファイア 牡３栗 ５４
５３ ☆高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４４２＋ ２１：２４．４ １０．０�

３５ メイショウテキーラ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４７０－１０１：２４．７１� ３．９�
８１６ エターナルロブロイ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９６－ ２１：２５．２３ ６．７�
６１２� テーオーマグナム 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎小笹 公也氏 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ８１：２５．４１� ２０．６�
８１５ フラワーロック 牝３鹿 ５２ 和田 竜二�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４５６－ ８１：２５．５� ２８．７�
６１１� フォルモンド 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１８＋１２１：２５．６� ２４２．５�
４８ スマイリングムーン 牝３黒鹿５２ 酒井 学吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ５０４－ ８１：２５．７� ８．８	
５１０ スズカロジック 牡３栗 ５４ N．ピンナ 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４７４＋ ２１：２６．８７ ６．５


（伊）

２４ スナークヒロイン 牝４芦 ５５
５３ △国分 優作杉本仙次郎氏 野村 彰彦 日高 シンボリ牧場 ４４８＋ ６１：２７．０１ １３．１�

１２ メ ロ ー ト 牡３黒鹿５４ 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 ４５８＋ ８１：２７．２１ ２５．８�
７１４ シークロノス 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５１０－１８ 〃 アタマ ２０６．５
３６ � モエレジュンキン 牡４鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４５２－１０１：２７．３� ４．０�
１１ � デュランダルガイ 牡４栗 ５７

５６ ☆松山 弘平横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：２７．４� １８６．１�
５９ メイショウガルソン 牡４栗 ５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 浦河日成牧場 ４９２＋ ６１：２７．５� ６７．５�
４７ プライムパレス 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５６０－ ４１：２７．６� １８５．８�

（１５頭）
２３ ギンザアキレス 牡３青鹿５４ 小牧 太有馬 博文氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５１０－１２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３５，６３６，２００円 複勝： ５８，３３７，２００円 枠連： ３９，３６５，６００円

馬連： １１０，３４５，０００円 馬単： ６３，３３０，７００円 ワイド： ４１，９９４，５００円

３連複： １３２，９６５，６００円 ３連単： ２４７，２８１，８００円 計： ７２９，２５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � ２２０円 枠 連（３－７） １，３８０円

馬 連 �� １，８６０円 馬 単 �� ４，７４０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� １，１１０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，９９０円 ３ 連 単 ��� ２７，７３０円

票 数

単勝票数 差引計 ３５６３６２（返還計 ５１４３３） 的中 � ２８２５４（６番人気）
複勝票数 差引計 ５８３３７２（返還計 ８１５２４） 的中 � ５５８１０（６番人気）� １０７５８６（２番人気）� ６８６６８（３番人気）
枠連票数 差引計 ３９３６５６（返還計 ８８６０） 的中 （３－７） ２１１１５（６番人気）
馬連票数 差引計１１０３４５０（返還計３５８７４１） 的中 �� ４３７９１（７番人気）
馬単票数 差引計 ６３３３０７（返還計１９７８７３） 的中 �� ９８６８（２０番人気）
ワイド票数 差引計 ４１９９４５（返還計１２２４２８） 的中 �� １５９５５（６番人気）�� ９００９（１４番人気）�� １８９２５（４番人気）
３連複票数 差引計１３２９６５６（返還計７３０５３９） 的中 ��� ２４６１７（８番人気）
３連単票数 差引計２４７２８１８（返還計１３７７６１９） 的中 ��� ６５８２（８７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．６―１２．２―１２．７―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３４．５―４６．７―５９．４―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマノサファイア �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．９．１２ 札幌７着

２００８．３．２５生 牡３栗 母 ノースサファイア 母母 ノースオブダンジグ １３戦２勝 賞金 ２１，１１９，０００円
〔競走除外・発走状況〕 ギンザアキレス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔左後肢打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻

８分遅延。
メイショウガルソン号は，枠入り不良。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ギンザアキレス号は，平成２３年７月４日から平成２３年８月２日まで出走停止。停止期間の満了後に
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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アートオブビーン号・イマカツタイガー号・シゲルタダカツ号
※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。

４レース目



（２３京都４）第２日 ７月３日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８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

１９５，７７０，０００円
１，０８０，０００円
１３，７８０，０００円
１，１４０，０００円
１８，５６０，０００円
５７，９７６，２５０円
４，８９８，２００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
３２１，８１４，０００円
５４６，６８８，５００円
２２８，３９８，５００円
９０２，０９０，７００円
６２３，３８５，９００円
３４２，５６９，９００円
１，１６３，１７８，８００円
２，４２７，２４４，４００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 ６，５５５，３７０，７００円

総入場人員 ２０，９７３名 （有料入場人員 １９，４５３名）


