
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

２００３７ ７月１０日 晴 良 （２３京都４）第４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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ６００，０００
６００，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

３６ アンティークカラー 牝３栗 ５４ 川田 将雅太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 ４５６－ ２１：１２．９ ３．２�

６１１ ラ ン フ ァ ン 牝３鹿 ５４ 幸 英明�日進牧場 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 ４６２－ ２１：１３．２１� ９．０�
３５ エーシンメンフィス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 ５００＋ ２１：１３．７３ ７．１�
７１４ サフランルーデンス 牝３鹿 ５４ 武 豊海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 ４５６＋ ２１：１３．９１� １４．８�
８１６ アドマイヤクイーナ 牝３芦 ５４ 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４７２－ ８ 〃 同着 ３．１�
４８ メモリーフェスタ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 成隆牧場 ４８４－ ２１：１４．５３� ３３．４	
５９ タムロプリンセス 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B４４８－ ４１：１４．６� １３．１

１２ ハリエットビート 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦門野 重雄氏 吉田 直弘 新ひだか 原口牧場 ３９０± ０１：１４．８１� ６８．３�
２３ タマモビーナス 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４２６＋ ４１：１４．９� ２１２．６�
５１０ ビビアンスマイル 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜畑 清介氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４９０＋１６ 〃 同着 ５２．６
７１３ ビ ハ ク 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 優作岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 出羽牧場 ４０８－ ４１：１５．０� １９６．８�
１１ ル ッ ケ リ 牝３栗 ５４ 芹沢 純一名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４９６＋ ２１：１５．１� ２１６．２�
４７ マウントフジ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２４＋ ２ 〃 アタマ ９．１�
２４ サニーサファイア 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６６－ ６１：１５．２クビ ３３．４�

６１２ マ イ ヨ オ ロ 牝３鹿 ５４
５１ ▲花田 大昂 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 須貝 尚介 新ひだか 服部 牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ １６２．２�
８１５ テーオーフラッグ 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４５２ ―１：１５．３クビ ２４２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，０８４，９００円 複勝： ２４，５８１，５００円 枠連： １１，０３８，６００円

馬連： ３７，２７１，４００円 馬単： ２６，６５７，３００円 ワイド： １７，７０９，５００円

３連複： ５６，４７９，３００円 ３連単： ８６，０４２，５００円 計： ２７２，８６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � ２２０円 枠 連（３－６） ８６０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ５１０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ２，８５０円 ３ 連 単 ��� １２，９００円

票 数

単勝票数 計 １３０８４９ 的中 � ３２９１２（２番人気）
複勝票数 計 ２４５８１５ 的中 � ７４７６２（１番人気）� ２０２６８（５番人気）� ２４８７２（３番人気）
枠連票数 計 １１０３８６ 的中 （３－６） ９５４８（３番人気）
馬連票数 計 ３７２７１４ 的中 �� ２５３４２（３番人気）
馬単票数 計 ２６６５７３ 的中 �� １０８０３（３番人気）
ワイド票数 計 １７７０９５ 的中 �� ９８５９（３番人気）�� ８８６６（４番人気）�� ３６５２（１３番人気）
３連複票数 計 ５６４７９３ 的中 ��� １４６６８（８番人気）
３連単票数 計 ８６０４２５ 的中 ��� ４９２６（３１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．３―１２．５―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３６．１―４８．６―１：００．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８
３ ５（８，１１）（６，９，１６）（３，２，７，１０，１３）１４，４－１２（１，１５） ４ ５（８，１１）（６，１６）９（３，２，７，１３）（１０，１４）４－（１，１２，１５）

勝馬の
紹 介

アンティークカラー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Spinning World デビュー ２０１０．１２．１９ 阪神４着

２００８．３．４生 牝３栗 母 ロ ー ズ ボ ー 母母 Minister’s Song ５戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔制裁〕 マウントフジ号の騎手福永祐一は，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。（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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サツマフラワー号・ソーニ号
（非抽選馬） １頭 ロングアイリス号

２００３８ ７月１０日 晴 良 （２３京都４）第４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 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

８１５ エアポートメサ 牡３栗 ５６
５５ ☆川須 栄彦新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４４０± ０１：５４．６ １０．８�

４７ メイショウカルロ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４４６－ ２１：５４．７� ９．１�
７１４� エーシンイオマンテ 牡３鹿 ５６ 武 豊�栄進堂 坂口 正則 愛 Peter and

Jackie Grimes ４７４± ０１：５４．８� ３．０�
６１２ ネオファッショ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 ４８８＋１０１：５５．０１	 １２．５�
３６ タイセイジーニアス 牡３黒鹿５６ 和田 竜二田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４５６－ ６１：５５．４２� １３．９�
３５ � フ ィ オ リ ア 牡３鹿 ５６ 川田 将雅藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.

Partners ４６８－ ８１：５５．６１� ５．４	
１１ マーティンジーン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 佐藤 陽一 ４８８＋ ２１：５５．８１ ２８．９

２４ チュウワプリンセス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲森 一馬中西 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 ４１６＋ ２１：５６．０１	 ６４．６�

７１３ ミスターガラメキ 牡３鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂�野 哲氏 梅田 智之 新冠 村上 欽哉 ４２４－ ２１：５６．６３� ２８８．８�

１２ サンライズスター 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４１：５７．０２� ７５．２

４８ トウカイパスカル 
３鹿 ５６
５４ △国分 優作内村 正則氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ３．４�

６１１ ヒルノカヴール 牡３栗 ５６ 佐久間寛志蛭川 正文氏 鹿戸 明 新冠 グリー牧場 ５２０－ ４１：５７．８５ ３３９．４�
８１６� アクアピューラ 牡３鹿 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 吉田 直弘 豪 Goldendale ４６６－ ６１：５７．９クビ １３５．８�
２３ サントレメンドス 牡３鹿 ５６ 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４６６－ ２１：５８．６４ ２４６．６�
５１０ メイショウオオダマ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 田中スタッド ４４６－ ２１：５９．１３ ３５７．９�
５９ ロッキーラクーン 牡３栗 ５６ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４４２＋ ６１：５９．７３� ５６７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９８８，０００円 複勝： ２５，４０７，２００円 枠連： １０，６８２，３００円

馬連： ３８，５３０，２００円 馬単： ２７，１３６，５００円 ワイド： １７，６８３，４００円

３連複： ５４，６７４，０００円 ３連単： ８６，９３２，８００円 計： ２７６，０３４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ３６０円 � ３２０円 � １６０円 枠 連（４－８） １，４４０円

馬 連 �� ６，６００円 馬 単 �� １２，１４０円

ワ イ ド �� １，８７０円 �� ９００円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ７，２００円 ３ 連 単 ��� ６３，０３０円

票 数

単勝票数 計 １４９８８０ 的中 � １０９９４（５番人気）
複勝票数 計 ２５４０７２ 的中 � １５６８６（６番人気）� １８３１８（５番人気）� ５７１２０（２番人気）
枠連票数 計 １０６８２３ 的中 （４－８） ５４９４（６番人気）
馬連票数 計 ３８５３０２ 的中 �� ４３１４（２１番人気）
馬単票数 計 ２７１３６５ 的中 �� １６５０（４１番人気）
ワイド票数 計 １７６８３４ 的中 �� ２２３７（２１番人気）�� ４９０２（１２番人気）�� ６５２６（７番人気）
３連複票数 計 ５４６７４０ 的中 ��� ５６０８（２５番人気）
３連単票数 計 ８６９３２８ 的中 ��� １０１８（１９３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１３．１―１３．２―１３．２―１３．３―１２．５―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．８―５０．０―１：０３．２―１：１６．５―１：２９．０―１：４１．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアポートメサ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．１１．２０ 京都６着

２００８．５．１６生 牡３栗 母 リ ミ ウ ッ ド 母母 Dictina ９戦１勝 賞金 ８，８３０，０００円
〔発走状況〕 マーティンジーン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロッキーラクーン号は，平成２３年８月１０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） １頭 ビューオペラ号
（非抽選馬） １頭 テフテフ号

第４回　京都競馬　第４日



２００３９ ７月１０日 晴 良 （２３京都４）第４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 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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

６１２ ミッキーホワイト 牡３黒鹿５６ 福永 祐一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：２５．６ ２．３�

８１６ ダンツソレイユ �３鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか グランド牧場 ４８０＋ ６１：２６．０２� １５．５�

３６ 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± ０ 〃 クビ ３．８�
７１４ 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 ４６８－ ２１：２６．３２ ６．６�
８１５ 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 ４４６－ ２１：２６．４� １１４．８�
１２ グレイレジェンド 牡３芦 ５６ 石橋 守小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 ４７０ ―１：２６．５クビ ６５．２�
２３ リュミエールゲラン 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦平井 裕氏 河内 洋 日高 白井牧場 ４１４＋１２１：２６．７１� ２２９．１	
４７ ケイオーユニバース 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦ジャパンフードビジネス� 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B４６０－ ８ 〃 アタマ １３．３

６１１ ボビーバローズ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか 乾 皆雄 ４５２＋ ８１：２６．８クビ ８．３�
４８ キーメーカー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４９４＋ ８１：２７．０１� ２６．１�
５１０ グローバルチャージ 牡３芦 ５６ 藤岡 康太リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 B４７８＋ ２１：２７．５３ １３３．３�
５９ ダブルエッグ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介越田 英喜氏 坪 憲章 新ひだか 松田牧場 ４６４＋ ４１：２７．７１ ４５．４�
１１ ダイヤモンドアロー 牡３芦 ５６

５３ ▲藤懸 貴志吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 ４４４－ ４ 〃 ハナ １５０．２�
３５ バノックバーン 牡３栗 ５６ 北村 友一 キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ５１２ ―１：２７．９１� ３１．１�
２４ マイアイゼーレ 牡３鹿 ５６ 酒井 学MYI馬主組合 鈴木 孝志 日高 横井 忠幸 ４６２－ ６１：２９．２８ ５７７．６�
７１３ サンキンヤマト 牡３青 ５６ 秋山真一郎河原 純之氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 ４８２＋１２１：３０．８１０ ３９４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７１１，９００円 複勝： ２６，４４５，４００円 枠連： １１，９４６，８００円

馬連： ３７，１５９，２００円 馬単： ２８，７６２，２００円 ワイド： １８，７９３，０００円

３連複： ５３，５８７，５００円 ３連単： ９１，３８５，０００円 計： ２８４，７９１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ２８０円 � １６０円 枠 連（６－８） ８４０円

馬 連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ２３０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� １０，１８０円

票 数

単勝票数 計 １６７１１９ 的中 � ５９２６１（１番人気）
複勝票数 計 ２６４４５４ 的中 � ８２６８０（１番人気）� １７０６８（６番人気）� ４２６８８（２番人気）
枠連票数 計 １１９４６８ 的中 （６－８） １０５１６（５番人気）
馬連票数 計 ３７１５９２ 的中 �� １７８２５（４番人気）
馬単票数 計 ２８７６２２ 的中 �� １０１３６（７番人気）
ワイド票数 計 １８７９３０ 的中 �� ７９１０（５番人気）�� ２４０１６（１番人気）�� ４６４６（１１番人気）
３連複票数 計 ５３５８７５ 的中 ��� １９１５７（４番人気）
３連単票数 計 ９１３８５０ 的中 ��� ６６２５（２３番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．１―１１．６―１２．５―１２．８―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．１―３４．７―４７．２―１：００．０―１：１２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３８．４
３ １６，１２，１０，８，１１（１，６）（９，７）１５（３，１４）－（１３，２）－５，４ ４ １６，１２，１０，８（１１，６）－（１，７）（９，１４）３，１５－２－１３，５－４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーホワイト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．４．２３ 京都１３着

２００８．２．１５生 牡３黒鹿 母 ライブリーダンス 母母 ステイトリーダンス ４戦１勝 賞金 ７，４５０，０００円
〔制裁〕 ダイヤモンドアロー号の騎手藤懸貴志は，向正面での御法（内柵に接触した）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンキンヤマト号は，平成２３年８月１０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 エメラルスカイ号

２００４０ ７月１０日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都４）第４日 第４競走 ��３，１７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２８．４良・良

８１３ ディアマジェスティ 牡５黒鹿６１ 高田 潤寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６２－ ２３：２９．３ １．５�

５７ エムエスワールド 牡８黒鹿６０ 熊沢 重文ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４７８± ０３：３０．３６ ４．３�
７１１ ハイデフィニション 牝６鹿 ５８ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 三石 川端牧場 ５１４－ ４３：３０．８３ １３．０�
６１０ トップフリーダム 牡５鹿 ６１ 佐久間寛志横瀬 兼二氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ４６４－ ２３：３１．８６ ２４．９�
８１４ スリーロゼット 牝５鹿 ５８ 北沢 伸也永井商事� 村山 明 新ひだか 岡野牧場 ４５８＋１６３：３２．０１� ２３２．０�
４５ マンノレーシング 牡８鹿 ６１ 難波 剛健萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４７０＋ ２３：３３．５９ ３３．２�
５８ � シ デ ン カ イ 牡６青 ６０ 草野 太郎柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 徳永 春夫 ４６４＋ ２３：３３．８２ ３４．６	
６９ キシュウグラシア 牝５黒鹿５８ 植野 貴也木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９０－１２３：３３．９クビ １５．９

２２ � プレストキララ 牝６青鹿５８ 江田 勇亮岡田 牧雄氏 矢野 照正 門別 里深 牧場 ４８４± ０３：３４．１１ １４７．１�
４６ メイショウブソン 牡４鹿 ６０ 今村 康成松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４５４＋ ８３：３４．４１� ９０．６�
３３ � マックスチャンプ 牡１０鹿 ６０ 西谷 誠田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４８０± ０３：３４．７１� ２３．８
７１２ コ ー ド 牡５鹿 ６０ 高野 和馬松平 正樹氏 小桧山 悟 日高 山際 辰夫 ４８２－１２３：３４．８� １９１．１�
１１ スリーサンフレンチ 牡８鹿 ６０ 林 満明永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８４＋ ４３：３５．６５ ３５．７�
３４ テイエムブユウデン 牡４鹿 ６０ 南井 大志竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４５２－ ８３：４５．９大差 ５１．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，５４２，４００円 複勝： ３１，６６２，１００円 枠連： １０，４４４，２００円

馬連： ３３，４３９，８００円 馬単： ３１，２６６，２００円 ワイド： １６，１２１，７００円

３連複： ５１，４０４，１００円 ３連単： １０３，０４０，３００円 計： ２９２，９２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（５－８） ２７０円

馬 連 �� ２９０円 馬 単 �� ４００円

ワ イ ド �� １８０円 �� ３６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ９５０円 ３ 連 単 ��� １，８２０円

票 数

単勝票数 計 １５５４２４ 的中 � ８３２８２（１番人気）
複勝票数 計 ３１６６２１ 的中 � １９２４９８（１番人気）� ３４５７３（２番人気）� １７６３２（３番人気）
枠連票数 計 １０４４４２ 的中 （５－８） ２９３８５（１番人気）
馬連票数 計 ３３４３９８ 的中 �� ８６２３１（１番人気）
馬単票数 計 ３１２６６２ 的中 �� ５８２７６（１番人気）
ワイド票数 計 １６１２１７ 的中 �� ２９２８７（１番人気）�� １０１２０（２番人気）�� ５８８２（７番人気）
３連複票数 計 ５１４０４１ 的中 ��� ４０１４８（１番人気）
３連単票数 計１０３０４０３ 的中 ��� ４１９７５（１番人気）

上り １マイル １：４４．６ ４F ５１．６－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアマジェスティ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．２．１４ 京都６着

２００６．５．２９生 牡５黒鹿 母 レーブドグランパ 母母 Mary Linoa 障害：３戦３勝 賞金 ３５，３００，０００円



２００４１ ７月１０日 晴 良 （２３京都４）第４日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （ダート・右）

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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

４６ キクノストーム 牡２鹿 ５４ 幸 英明菊池 五郎氏 牧田 和弥 浦河 高村牧場 ４６４ ―１：１３．３ ８．１�

７１１ ゴーイングストーン 牡２栗 ５４
５２ △国分 優作林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４５０ ―１：１４．４７ ５．８�

６９ � パトロネージュ 牡２栗 ５４ 福永 祐一前田 幸治氏 角田 晃一 米 Siena
Farms LLC ５２０ ―１：１５．０３� ３．０�

８１３ サチノポピー 牝２栗 ５４ 和田 竜二佐藤 幸彦氏 服部 利之 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４５８ ―１：１６．１７ ４．６�

５８ クールラオウ 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 ４９８ ―１：１６．２� ４０．０�
４５ メイショウスザンナ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４４８ ―１：１６．３� １２．１�
５７ デンコウベリル 牡２芦 ５４

５３ ☆松山 弘平田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４８８ ― 〃 ハナ ６．９	
６１０ シゲルヒメリンゴ 牝２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 ４３６ ― 〃 クビ １０２．８

３３ パープルタイガー 牡２栗 ５４ 北村 友一中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 ４５４ ―１：１６．４� １２．４�
１１ アッパレオリュウ 牝２黒鹿５４ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４７６ ― 〃 アタマ １３９．４�
８１４ テイエムムスタング 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 新川 恵 新ひだか 仲野牧場 ４６８ ―１：１７．６７ ９７．８
２２ イチバンダヨリ 牡２栗 ５４

５３ ☆高倉 稜西村新一郎氏 梅内 忍 新ひだか 元茂牧場 ４５０ ― 〃 ハナ ２２０．２�
３４ ヤマニンファルバラ 牡２栗 ５４ 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６２ ―１：１７．７� ２１．８�
７１２ タ イ ム リ ー 牡２栗 ５４ 大下 智吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 高村牧場 ３９８ ―１：１９．０８ ２５１．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，３７４，９００円 複勝： ２５，２７９，４００円 枠連： １０，９９８，７００円

馬連： ４０，０２５，１００円 馬単： ３０，７５４，２００円 ワイド： １７，５００，５００円

３連複： ５５，４９４，９００円 ３連単： ８９，７３０，６００円 計： ２８６，１５８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（４－７） １，７３０円

馬 連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ６，２００円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ４５０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ２，９１０円 ３ 連 単 ��� ２５，４４０円

票 数

単勝票数 計 １６３７４９ 的中 � １６０３４（５番人気）
複勝票数 計 ２５２７９４ 的中 � ２５４７２（５番人気）� ４６８０２（３番人気）� ５１４８２（１番人気）
枠連票数 計 １０９９８７ 的中 （４－７） ４７１７（１２番人気）
馬連票数 計 ４００２５１ 的中 �� １０６１４（１４番人気）
馬単票数 計 ３０７５４２ 的中 �� ３６６４（２８番人気）
ワイド票数 計 １７５００５ 的中 �� ６２３５（７番人気）�� ９９７８（２番人気）�� ８８５８（４番人気）
３連複票数 計 ５５４９４９ 的中 ��� １４０９３（８番人気）
３連単票数 計 ８９７３０６ 的中 ��� ２６０４（８７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．０―１２．６―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．８―３５．８―４８．４―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノストーム �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 Fabulous Dancer 初出走

２００９．４．８生 牡２鹿 母 シ ラ ー 母母 Silicon Lady １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイムリー号は，平成２３年８月１０日まで平地競走に出走できない。

２００４２ ７月１０日 晴 良 （２３京都４）第４日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０分 （芝・右）

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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

６９ プレノタート 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４４８ ―１：２２．９ ６．８�

８１３ マイネルアルティマ 牡２芦 ５４ 酒井 学 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 ４３６ ―１：２３．１１� ２．７�

４５ オークブラフ 牝２栗 ５４
５２ △国分 優作岡田 牧雄氏 中村 均 新ひだか 岡田スタツド ４４０ ― 〃 ハナ ３．７�

３３ レーザーインパクト 牡２鹿 ５４ 福永 祐一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム ４４８ ―１：２３．５２� ５．３�

７１１ ボストンストロング 牡２黒鹿５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４２６ ―１：２３．９２� ３９．６�
８１２ エーシンクイッカー 牝２青鹿５４ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 浦河 多田 善弘 ４６６ ―１：２４．１１� ３０．１	
５７ スピカシチー 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 ４１８ ―１：２４．２クビ ６２．５

７１０ オビーディエント 牡２黒鹿５４ 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２０ ―１：２４．４１� ２８．８�
１１ ローレルイニシオ 牡２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 �渡 信義 ４５６ ―１：２５．４６ １８．９
６８ ラブディラン 牝２黒鹿５４ 北村 友一小林 祥晃氏 村山 明 厚真 谷岡牧場 ３８８ ―１：２５．９３ ２５．２�
４４ シゲルアーモンド 牡２青 ５４

５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５０２ ―１：２６．７５ １８１．７�
５６ シゲルハッサク 牡２芦 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 鶴留 明雄 新ひだか 井高牧場 ４５８ ― 〃 ハナ ８２．１�
２２ ドンクラーケン 牡２青鹿５４ 幸 英明山田 貢一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４３４ ―１：２９．４大差 １６．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，８４８，２００円 複勝： ２３，２０７，２００円 枠連： １１，５１８，３００円

馬連： ４０，４３７，４００円 馬単： ３０，６６６，１００円 ワイド： １７，２０５，９００円

３連複： ５２，８９２，５００円 ３連単： ８７，８４９，１００円 計： ２８３，６２４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（６－８） ６４０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ４３０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ８，１２０円

票 数

単勝票数 計 １９８４８２ 的中 � ２３１７１（４番人気）
複勝票数 計 ２３２０７２ 的中 � ３２０９１（４番人気）� ５７０８２（１番人気）� ４３５６４（２番人気）
枠連票数 計 １１５１８３ 的中 （６－８） １３４３５（２番人気）
馬連票数 計 ４０４３７４ 的中 �� ３４１５６（３番人気）
馬単票数 計 ３０６６６１ 的中 �� １０１５８（６番人気）
ワイド票数 計 １７２０５９ 的中 �� １２２４８（２番人気）�� ８９５５（５番人気）�� ２１５５６（１番人気）
３連複票数 計 ５２８９２５ 的中 ��� ３７５７６（２番人気）
３連単票数 計 ８７８４９１ 的中 ��� ７９８７（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．８―３６．０―４８．０―５９．６―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレノタート �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

２００９．３．２生 牝２鹿 母 セクシーココナッツ 母母 ココパシオン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドンクラーケン号は，平成２３年８月１０日まで平地競走に出走できない。



２００４３ ７月１０日 晴 良 （２３京都４）第４日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

３５ コスモディセント 牡３黒鹿５６ 北村 友一 �ビッグレッドファーム 中村 均 日高 中前牧場 ４２６－ ８２：０２．６ ５．７�

８１６ アドマイヤネアルコ 牡３芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４７２＋ ６２：０２．７� ４．９�
２４ スマートリバティー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４３８± ０２：０２．８� ６．１�
６１２ ゴットラウディー 牡３鹿 ５６ 武 豊後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ２．６�
４７ キクノスフィーダ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦菊池 五郎氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 ４８４－ ６２：０３．４３� １３．７�
７１４ サンライズブレット 牡３栗 ５６ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６２：０３．６１� ９．７�
６１１ ナリタサジタリウス 牡３栗 ５６ 浜中 俊	オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４５２＋ ２２：０３．８１ １６８．３

２３ ニホンピロフィード 牡３鹿 ５６ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 日高 佐々木 直孝 ４１６＋ ６ 〃 ハナ ８０．７�
７１３ ナリタボルト 牡３鹿 ５６ 幸 英明	オースミ 加藤 敬二 日高 白井牧場 ５０４ ―２：０４．０１� １８．４�
５１０ タマモエスプレッソ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太タマモ	 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム ４９６－２２ 〃 クビ ２３．８
３６ ユメノアイリス 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三玉井 宏和氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５４－ ６ 〃 アタマ １５３．６�
４８ ユウターチェイサー 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４４４± ０２：０４．２１� １８４．９�
１２ シーサイドウーマン 牝３栗 ５４

５２ △国分 優作岡 浩二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４４０± ０２：０４．４１� ２５５．３�
８１５ メイショウマキビ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂松本 好�氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ４５０－ ８ 〃 ハナ ２０１．２�
１１ テイエムトマホーク 牡３黒鹿５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４９２－ ２２：０４．６１� １５８．５�
５９ リンカーンドリーム 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎�口 正蔵氏 千田 輝彦 日高 長谷川牧場 ４５８＋ ２２：１０．３大差 ２６５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９８８，２００円 複勝： ３０，１９８，０００円 枠連： １２，４７１，４００円

馬連： ５３，５２５，３００円 馬単： ３３，７１８，４００円 ワイド： ２１，７５０，３００円

３連複： ６７，８８３，７００円 ３連単： １１５，０２８，６００円 計： ３５４，５６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（３－８） １，４９０円

馬 連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，６９０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ４５０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� １３，０３０円

票 数

単勝票数 計 １９９８８２ 的中 � ２８０２１（３番人気）
複勝票数 計 ３０１９８０ 的中 � ４６８２５（２番人気）� ４６２７２（３番人気）� ４０３５３（４番人気）
枠連票数 計 １２４７１４ 的中 （３－８） ６１８５（７番人気）
馬連票数 計 ５３５２５３ 的中 �� ２６４２６（４番人気）
馬単票数 計 ３３７１８４ 的中 �� ９２８４（９番人気）
ワイド票数 計 ２１７５０３ 的中 �� １３０３７（４番人気）�� １１９９７（５番人気）�� １０１３８（６番人気）
３連複票数 計 ６７８８３７ 的中 ��� ２０９６１（７番人気）
３連単票数 計１１５０２８６ 的中 ��� ６５１８（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．５―３７．３―５０．４―１：０３．０―１：１５．８―１：２８．０―１：３９．６―１：５０．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモディセント �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１２．１１ 小倉６着

２００８．３．３０生 牡３黒鹿 母 サドーダンサー 母母 スコツチダンサー １０戦１勝 賞金 １４，９００，０００円
〔制裁〕 コスモディセント号の騎手北村友一は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リンカーンドリーム号は，平成２３年１０月１０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 グッドワン号

２００４４ ７月１０日 晴 良 （２３京都４）第４日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４７ ブ ル ロ ッ ク 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム B４７６± ０１：５２．１ ４．２�

７１４ マ カ リ オ ス 牡４黒鹿 ５７
５６ ☆川須 栄彦 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：５２．４１� ４．２�

７１３ アドマイヤショット 牡５青鹿５７ 幸 英明近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ２１：５３．１４ ６．９�
８１６ ボストンリョウマ 牡３青鹿５４ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６８± ０ 〃 クビ １５．０�
６１２ ウインベルカント 牡４黒鹿５７ 武 豊�ウイン 佐々木晶三 新ひだか 原口牧場 ４９０＋ ２１：５３．２クビ ２０．３�
２４ ディアヴァンドーム 牡３栗 ５４ 柴原 央明寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 藤原牧場 ４５６－ ６１：５３．５１� １３．１	
６１１ リキアイクロフネ 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６０± ０１：５３．６� ３０．７

１２ ランブリングローズ 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太草野 仁氏 藤岡 健一 新ひだか 千代田牧場 ４６６－１０ 〃 クビ １０．６�
２３ マイネルティンラン 牡３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４４２± ０ 〃 ハナ １７４．４�

５９ テイエムバゴオー 牡４黒鹿 ５７
５５ △国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４８４＋ １ 〃 アタマ １１．４

５１０ ナリタチャレンジ 牡７鹿 ５７ 浜中 俊�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ５０６± ０１：５３．８１� １００．４�
８１５ キョウワシャドー 牡４芦 ５７ 熊沢 重文�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４３６－ ６ 〃 ハナ ２６７．２�
３５ タガノキャプテン 牡４栗 ５７ 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８８＋ ２１：５３．９クビ １２２．９�
１１ ニ チ リ ン 牡４栗 ５７ 酒井 学	嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B４６４－ ８１：５４．８５ １１３．６�
３６ 
 マリブスター 牡３栗 ５４ 福永 祐一吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC ５１０＋ ２１：５５．４３� ５．３�
４８ 
� イメージレイナ 牝４青鹿５５ 高橋 亮岸田 勝宏氏 高橋 隆 米 Katsuhiro

Kishida ４４８＋ ２１：５５．５� ２５４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６１３，４００円 複勝： ４１，８１４，５００円 枠連： １７，６２４，３００円

馬連： ６３，９８６，４００円 馬単： ３９，０２３，８００円 ワイド： ２６，６８５，１００円

３連複： ８７，１７１，９００円 ３連単： １３８，２９５，３００円 計： ４３７，２１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（４－７） ４９０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ５１０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ５，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２２６１３４ 的中 � ４３４４６（１番人気）
複勝票数 計 ４１８１４５ 的中 � ８６８４３（１番人気）� ８２１９０（２番人気）� ６３８７５（３番人気）
枠連票数 計 １７６２４３ 的中 （４－７） ２６８６２（１番人気）
馬連票数 計 ６３９８６４ 的中 �� ５４４９３（１番人気）
馬単票数 計 ３９０２３８ 的中 �� １７９０８（１番人気）
ワイド票数 計 ２６６８５１ 的中 �� ２０４２９（１番人気）�� １２５７９（５番人気）�� １４７４９（２番人気）
３連複票数 計 ８７１７１９ 的中 ��� ４７５８７（１番人気）
３連単票数 計１３８２９５３ 的中 ��� １８１２５（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．０―４９．８―１：０２．６―１：１５．１―１：２７．４―１：３９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブ ル ロ ッ ク �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００９．１０．１１ 京都７着

２００７．５．２１生 牡４鹿 母 タイキアプローズ 母母 Private Encore １２戦３勝 賞金 ２７，１８８，０００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） １頭 サンマルボス号
（非抽選馬） ２頭 サフランディライト号・シルバーミスト号



２００４５ ７月１０日 晴 良 （２３京都４）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

い ち じ ょ う じ

一 乗 寺 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

５９ ドリームカトラス 牡４鹿 ５７ 国分 恭介セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ２１：３３．９ １７．４�

８１８ ユキノサイレンス 牡４鹿 ５７ 福永 祐一遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４６４－ ４１：３４．０� ４１．７�
７１５ セイルラージ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋ ４１：３４．１� １．７�
７１４ サトノパンサー 牡３鹿 ５４ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８６＋ ２１：３４．２� ６．１�
４８ ナイスミーチュー 牡４鹿 ５７ 武 豊�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５００＋ ６１：３４．３クビ １３．６�
３５ ヤマカツゴールド 牡５栗 ５７ 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４６０＋ ４１：３４．４� ３５．２	
６１１ タムロスカイ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ５．１

１１ アルトゥバン 牡３栗 ５４ 北村 友一�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４７２－ ２１：３４．７２ ６４．２�
１２ ザ ル グ ー ン 牡３鹿 ５４ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 角田 晃一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－ ６１：３４．８� ９９．８�
２４ メイショウコウセイ 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ １３５．７
６１２ ケ イ ト 牝３黒鹿５２ 酒井 学吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４６８＋１６１：３４．９クビ １０９．２�
７１３	 タマモユニヴァース 牡５栗 ５７ 大庭 和弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 ムラカミファーム ４９６－ ４１：３５．１１
 ２８１．１�
２３ プライドワン 牡３鹿 ５４ 柴原 央明三枝 栄二氏 昆 貢 日高 新井 昭二 ４７４－ ２１：３５．２� ３５７．９�
５１０ ウエストエンド 牡３鹿 ５４ 川須 栄彦 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８± ０１：３５．４１� ７７．１�
８１６� レスタービート 牡３栗 ５４ 国分 優作門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Dermot Cantillon

& Patrick Hayes ４６６－ ４１：３５．５� １０５．６�
８１７ アドマイヤクーガー 牡３栗 ５４ 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 ４４２＋ ４１：３６．０３ １５７．５�
４７ ホットチリペッパー 牡４芦 ５７ 高倉 稜 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５１０＋ ８１：３７．３８ ５１．６�
３６ デンコウウインディ 牝４芦 ５５ 大下 智田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４９８＋３６１：３７．８３ ４４７．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３６，７３７，４００円 複勝： ７９，８３４，５００円 枠連： ２５，０３３，６００円

馬連： ９７，７２４，４００円 馬単： ７５，６５９，９００円 ワイド： ３９，０１６，１００円

３連複： １３４，９６７，１００円 ３連単： ２６９，３９０，７００円 計： ７５８，３６３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７４０円 複 勝 � ３４０円 � ８３０円 � １１０円 枠 連（５－８） ８，４８０円

馬 連 �� ２８，２３０円 馬 単 �� ４６，６１０円

ワ イ ド �� ５，５３０円 �� ４６０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� １１，３４０円 ３ 連 単 ��� １６７，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３６７３７４ 的中 � １６６４１（５番人気）
複勝票数 計 ７９８３４５ 的中 � ３１５９３（５番人気）� １０９８５（８番人気）� ４７５７４０（１番人気）
枠連票数 計 ２５０３３６ 的中 （５－８） ２１７９（１９番人気）
馬連票数 計 ９７７２４４ 的中 �� ２５５５（４４番人気）
馬単票数 計 ７５６５９９ 的中 �� １１９８（７６番人気）
ワイド票数 計 ３９０１６１ 的中 �� １６１６（４１番人気）�� ２３１０２（３番人気）�� ７３７６（１３番人気）
３連複票数 計１３４９６７１ 的中 ��� ８７９０（３１番人気）
３連単票数 計２６９３９０７ 的中 ��� １１８６（３３２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．９―１２．０―１２．０―１１．７―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．３―４７．３―５９．３―１：１１．０―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームカトラス �
�
父 デュランダル �

�
母父 ダイナガリバー デビュー ２０１０．１．３０ 中京１３着

２００７．３．２１生 牡４鹿 母 ゴールドリーフ 母母 ヴアインゴールド １２戦３勝 賞金 ２５，５２０，０００円
〔制裁〕 タマモユニヴァース号の騎手大庭和弥は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）

ドリームカトラス号の騎手国分恭介は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１５番・１４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 デンコウジュピター号

２００４６ ７月１０日 晴 良 （２３京都４）第４日 第１０競走 ��
��２，２００�

ひ ら さ ん

比 良 山 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．７．１０以降２３．７．３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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

２４ レッドスパークル 牡４栗 ５６ 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 ４７６－ ４２：１３．３ １４．０�

７１３ マームードイモン 牡６鹿 ５６ 幸 英明井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 ４３６－ ２ 〃 アタマ １２．３�
８１５ ロードオブザリング 牡４鹿 ５８．５ 武 豊 �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 ４９６－１４２：１３．４� ３．１�
５１０ キングスビレッジ 牡５鹿 ５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 早来 ノーザンファーム ４７６－ ８２：１３．５� ２０．３�
１２ シゲルリジチョウ 牡３鹿 ５２ 福永 祐一森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ４９８± ０２：１３．６クビ ５．４�
３５ カネトシパサージュ 牡４黒鹿５７ 浜中 俊兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４６４＋ ８２：１３．８１� ６．１	
７１４ タニノエポレット 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４９８－ ２２：１３．９� ５．９

２３ コスモヘイガー 牡３栗 ５２ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 増本牧場 ４９６－ ２２：１４．１１� ２８．８�
８１６ キーネプチューン 牡５鹿 ５２ 国分 優作北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４７０－ ２２：１４．４２ ２３０．０�
４８ パワーエース 牡５鹿 ５３ 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４９４＋ ２２：１４．５クビ ２８．３
１１ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５１ 北村 友一飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４６－ ２ 〃 ハナ ７１．５�
４７ ジャングルストーン 牡５栗 ５４ 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 ４６４－ ６２：１４．６� ４０．０�
６１１ ハードダダンダン 牡４黒鹿５６ 高倉 稜津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５４－ ４２：１４．８１� ２０．７�
６１２ トレジャーハント 牡５栗 ５５ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１０－ ２ 〃 クビ ６７．８�
５９ ハーマジェスティ 牝６鹿 ５１ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 B５０４＋ ２２：１５．３３ ２２１．９�
３６ 	
 ウィッシングデュー 牝７黒鹿５０ 酒井 学中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-

vestments LLC ４９４＋ ２２：１５．７２� ３１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，２９７，２００円 複勝： ５４，９４９，０００円 枠連： ３１，１３４，３００円

馬連： １３６，２２０，１００円 馬単： ７７，３０６，７００円 ワイド： ４８，０２５，７００円

３連複： １７３，８２５，５００円 ３連単： ３０３，１６２，８００円 計： ８６０，９２１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４００円 複 勝 � ４００円 � ２９０円 � １７０円 枠 連（２－７） ２，３３０円

馬 連 �� １１，０８０円 馬 単 �� ２０，９２０円

ワ イ ド �� ２，３００円 �� １，１７０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １２，５７０円 ３ 連 単 ��� １１８，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３６２９７２ 的中 � ２０５６３（６番人気）
複勝票数 計 ５４９４９０ 的中 � ３０７２６（６番人気）� ４５８２２（５番人気）� １１１３３３（１番人気）
枠連票数 計 ３１１３４３ 的中 （２－７） ９８７９（９番人気）
馬連票数 計１３６２２０１ 的中 �� ９０７９（３６番人気）
馬単票数 計 ７７３０６７ 的中 �� ２７２８（６９番人気）
ワイド票数 計 ４８０２５７ 的中 �� ４９９３（３１番人気）�� １０２１９（１１番人気）�� １３２３３（７番人気）
３連複票数 計１７３８２５５ 的中 ��� １０２１１（３９番人気）
３連単票数 計３０３１６２８ 的中 ��� １８９５（３６１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．６―１２．７―１２．８―１２．８―１２．６―１２．１―１１．７―１０．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２３．５―３６．１―４８．８―１：０１．６―１：１４．４―１：２７．０―１：３９．１―１：５０．８―２：０１．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドスパークル �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．７．１１ 札幌５着

２００７．５．２２生 牡４栗 母 クリスタルコーラル 母母 ロングバージン １７戦３勝 賞金 ６１，９８０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。

１レース目



２００４７ ７月１０日 晴 良 （２３京都４）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�第１６回プロキオンステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （ダート・右）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５３�４歳以上５６�，牝馬２�
減，２２．７．１０以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬３�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２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）１着馬１�増，２２．７．９以前の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（ただし２歳時
の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

３６ シルクフォーチュン 牡５鹿 ５６ 藤岡 康太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４５８－ ２１：２２．１ ４４．８�

７１３ ダノンカモン 牡５黒鹿５６ 和田 竜二�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２４－ ２１：２２．５２� ５．６�
１２ ケイアイガーベラ 牝５栗 ５５ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 平田 修 新冠 隆栄牧場 ４７４＋１０１：２２．７１� １．８�
６１２ コンティネント 牡７鹿 ５６ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１８－ ２１：２２．９１� ２１１．９�
８１６	 インオラリオ 牡６鹿 ５６ 酒井 学藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５１４－ ２１：２３．２２ ２２３．７�
６１１ ナムラタイタン 牡５栗 ５６ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５２２＋ ８ 〃 ハナ ５．３�
５９ マルカフリート 牡５鹿 ５７ 福永 祐一河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４７６－１０ 〃 ハナ ３７．７	
３５ 	 ス ー ニ 牡５鹿 ５８ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Highclere

Inc. ４７４± ０１：２３．３クビ ４７．０

８１５ シ ャ ア 牡５栗 ５６ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４６８＋ ６ 〃 クビ ２６．９�
７１４ フサイチセブン 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎林 進氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４９６＋ ８１：２３．５１ ７４．８�
２４ ワールドワイド 牡５芦 ５６ 武 豊山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９８－ ２ 〃 クビ ９．７
５１０ メイショウセンゴク 牡６栗 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 隆 様似 猿倉牧場 ４７４－ ４１：２３．７１� ４４４．４�
４８ トーホウオルビス 牡６栗 ５６ 大庭 和弥東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５１８± ０１：２４．６５ ４９．９�
１１ エ ノ ク 牡７栗 ５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ４ 〃 ハナ ２８．７�
２３ 	 ド ス ラ イ ス 牡５栗 ５６ 鮫島 良太小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC ５３８＋ ８１：２４．９２ ７４．４�
４７ アーリーロブスト 牡５鹿 ５６ 太宰 啓介�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４９４－ ２１：２５．０� ４３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４０，５７０，５００円 複勝： ２０２，９１１，８００円 枠連： ９１，２９０，３００円

馬連： ５０５，４５４，０００円 馬単： ３２８，９５７，４００円 ワイド： １７８，５０６，３００円

３連複： ６８７，８５８，０００円 ３連単： １，５０２，０５２，８００円 計： ３，６３７，６０１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４８０円 複 勝 � ６６０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（３－７） ５，２５０円

馬 連 �� １２，４５０円 馬 単 �� ３４，１９０円

ワ イ ド �� ３，０１０円 �� １，４７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ８，５６０円 ３ 連 単 ��� １１７，３００円

票 数

単勝票数 計１４０５７０５ 的中 � ２４７４１（９番人気）
複勝票数 計２０２９１１８ 的中 � ４５９００（９番人気）� ２８５４８８（３番人気）� ７４６３１５（１番人気）
枠連票数 計 ９１２９０３ 的中 （３－７） １２８３６（１９番人気）
馬連票数 計５０５４５４０ 的中 �� ２９９７７（３０番人気）
馬単票数 計３２８９５７４ 的中 �� ７１０２（７３番人気）
ワイド票数 計１７８５０６３ 的中 �� １２９３４（３１番人気）�� ２７２２０（１３番人気）�� ２０５２０６（２番人気）
３連複票数 計６８７８５８０ 的中 ��� ５９３６９（２４番人気）
３連単票数 計１５０２０５２８ 的中 ��� ９４５１（２９４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．２―１１．７―１１．９―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．７―３３．９―４５．６―５７．５―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクフォーチュン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Alwuhush デビュー ２００８．８．２ 小倉５着

２００６．２．１４生 牡５鹿 母 シルクエスペランサ 母母 Monica Faye ２０戦６勝 賞金 １１２，５７９，０００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 シャイニングアワー号・タガノエクリプス号・トップカミング号・ナニハトモアレ号・ルティラーレ号

２００４８ ７月１０日 晴 良 （２３京都４）第４日 第１２競走 ��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４８ サミットストーン 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太百万 武夫氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ５２４＋ ２１：１１．８ １６．５�

４７ ピサライコネン 牡４芦 ５７ 浜中 俊市川 義美氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム ４７０－ ２ 〃 アタマ ５．３�
７１４ ワンダービーナス 牝４黒鹿５５ 佐藤 哲三山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４８６＋１０ 〃 クビ ４５．１�
７１３ マーベラスビジン 牝３栗 ５２ 太宰 啓介笹原 貞生氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４６６－ ２１：１２．３３ ３２．９�
３６ ラインオブナイト 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４９８－３６ 〃 ハナ ７．６�
６１２ ナムラナイト 牡４芦 ５７

５５ △国分 優作奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 漆原 哲雄 ５０６－ ２１：１２．４クビ ６．７�
８１６ ゴーオンホーマン 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６０－ ２１：１２．５� １４１．９	
３５ � アートオブビーン 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦小山 豊氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 ４５６－ ２ 〃 アタマ １９．０

５９ ドクトルジバゴ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４８４＋ ２ 〃 アタマ １１．９�
８１５ セ ラ ヴ ィ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲藤懸 貴志�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４０２－ ６ 〃 アタマ ２１．９�
５１０ ノボジュピター 牡５栗 ５７

５６ ☆川須 栄彦LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４６０± ０１：１２．６� １１．７�
２３ エーシンハダル 牡４鹿 ５７ 福永 祐一栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B４８６－ ２１：１２．７クビ ２．８�
２４ ドリームゲイル 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文セゾンレースホース 木原 一良 新冠 コスモヴューファーム ５０８＋１０１：１３．０１� ３６．９�
１１ シゲルカンサヤク 牡３栗 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 飯岡牧場 ４６８＋１２１：１３．１� １５８．５�
６１１ ウィズインカチドキ 牡４鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂内藤 耕造氏 清水 久詞 新ひだか 原口フアーム ４５０＋２４１：１４．４８ ２６８．８�

（１５頭）
１２ ワンダーフォルテ 牡３栗 ５４ 武 豊山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４０，５１３，９００円 複勝： ６０，００２，５００円 枠連： ３４，５８４，１００円

馬連： １２７，２２４，４００円 馬単： ７８，１７０，０００円 ワイド： ４８，２７７，３００円

３連複： １７１，８６９，２００円 ３連単： ３３０，３１１，６００円 計： ８９０，９５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６５０円 複 勝 � ５００円 � ２２０円 � １，１９０円 枠 連（４－４） ５，０６０円

馬 連 �� ４，８４０円 馬 単 �� １０，２８０円

ワ イ ド �� １，５１０円 �� ９，１３０円 �� ３，９６０円

３ 連 複 ��� ６０，４００円 ３ 連 単 ��� ２８１，４９０円

票 数

単勝票数 計 ４０５１３９ 的中 � １９３６１（７番人気）
複勝票数 計 ６０００２５ 的中 � ２９７９８（８番人気）� ９１０９９（２番人気）� １１２８１（１２番人気）
枠連票数 計 ３４５８４１ 的中 （４－４） ５０４９（１８番人気）
馬連票数 計１２７２２４４ 的中 �� １９４２８（２０番人気）
馬単票数 計 ７８１７００ 的中 �� ５６１５（４２番人気）
ワイド票数 計 ４８２７７３ 的中 �� ８０７１（２０番人気）�� １２７８（６６番人気）�� ２９７８（４６番人気）
３連複票数 計１７１８６９２ 的中 ��� ２１００（１５１番人気）
３連単票数 計３３０３１１６ 的中 ��� ８６６（７３７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．８―１２．１―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．５―３５．３―４７．４―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サミットストーン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２０１０．６．１９ 阪神６着

２００８．４．２８生 牡３鹿 母 タイキアプローズ 母母 Private Encore １１戦２勝 賞金 １８，６００，０００円
〔出走取消〕 ワンダーフォルテ号は，疾病〔右肩跛行〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タカノキング号

４レース目



（２３京都４）第４日 ７月１０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２３８，０００，０００円
６，３９０，０００円
２２，３５０，０００円
１，９９０，０００円
２２，５７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，８６２，５００円
５，７８２，８００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
３９３，２７０，９００円
６２６，２９３，１００円
２７８，７６６，９００円
１，２１０，９９７，７００円
８０８，０７８，７００円
４６７，２７４，８００円
１，６４８，１０７，７００円
３，２０３，２２２，１００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 ８，６３６，０１１，９００円

総入場人員 ２１，９５８名 （有料入場人員 ２０，３３７名）


