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１２１０９ ５月２０日 曇 良 （２４京都３）第１０日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２４ アンコールピース 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２１：５５．１ ４．５�

８１５ シゲルリンゴ 牝３栗 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 ４４０＋ ８１：５５．２� ５８．１�
７１３ ブライトポジー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４３２± ０ 〃 クビ ６．６�
７１４ メモリーシャルマン 牝３鹿 ５４ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 ５０６± ０１：５５．４� ２．７�
３６ アグネスローザ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４２０－ ２１：５５．５� ９．９�
３５ メイショウアレーナ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４０８－ ４１：５５．８１� ７５．７�
６１１ ロンダドール 牝３鹿 ５４ 国分 優作 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２１：５６．２２� ２０．２	
１１ テイエムアピール 牝３青鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 山口 義彦 ４６０＋ ８１：５６．３� ５８．０

５９ プ レ リ ア ル 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３０± ０ 〃 ハナ ９．４�
２３ カワカミプレシャス 牝３栗 ５４ 丸山 元気 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４４８＋ ２１：５７．０４ １５６．８�
４７ フィリスバイド 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦村上 憲政氏 佐藤 正雄 日高 厚賀古川牧場 ４５２＋ ７１：５７．３１� １５６．０
４８ エーシンスピニング 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太�栄進堂 松永 昌博 浦河 本巣 敦 ４２６－１０１：５８．２５ ８４．６�
１２ ホッコーピーチ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５０４ ―１：５８．３� １７５．７�
６１２ イ ツ ノ ヒ カ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４７８＋１２１：５８．４� １７．０�
５１０ シルフィード 牝３黒鹿５４ 木村 健幅田 京子氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４６６＋２６１：５８．５クビ ８２．１�

（兵庫）

８１６ ホットニュース 牝３鹿 ５４ 池添 謙一玉井 宏和氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５０２＋ ８１：５８．９２� １０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，５９４，３００円 複勝： ２６，４３３，５００円 枠連： ９，８１６，３００円

馬連： ３３，４０９，０００円 馬単： ２２，２５３，７００円 ワイド： １５，６６４，１００円

３連複： ５０，３１１，３００円 ３連単： ７８，０５３，３００円 計： ２４７，５３５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � １，０８０円 � ２５０円 枠 連（２－８） １，７２０円

馬 連 �� １１，５９０円 馬 単 �� １７，２９０円

ワ イ ド �� ２，５１０円 �� ６４０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� １８，９００円 ３ 連 単 ��� １１８，５３０円

票 数

単勝票数 計 １１５９４３ 的中 � ２０７４８（２番人気）
複勝票数 計 ２６４３３５ 的中 � ４１１５６（２番人気）� ５０４０（９番人気）� ２９９６４（３番人気）
枠連票数 計 ９８１６３ 的中 （２－８） ４２２７（７番人気）
馬連票数 計 ３３４０９０ 的中 �� ２１２９（３０番人気）
馬単票数 計 ２２２５３７ 的中 �� ９５０（５０番人気）
ワイド票数 計 １５６６４１ 的中 �� １４９３（２７番人気）�� ６４６１（５番人気）�� １３３３（３１番人気）
３連複票数 計 ５０３１１３ 的中 ��� １９６５（５３番人気）
３連単票数 計 ７８０５３３ 的中 ��� ４８６（３０４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．４―１３．１―１３．４―１２．９―１２．８―１３．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３６．９―５０．０―１：０３．４―１：１６．３―１：２９．１―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．８
１
３

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

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

アンコールピース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１０．２９ 京都５着

２００９．５．１９生 牝３黒鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス ７戦１勝 賞金 ６，９５０，０００円
〔制裁〕 メモリーシャルマン号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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 タマモカフェゼリー号
※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。

１２１１０ ５月２０日 曇 良 （２４京都３）第１０日 第２競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１０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

１：５６．８
１：５６．１

良

良

５１０ ギリサントポケサン 牡３鹿 ５６ 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 ４６６－ ８２：０１．０ ６．６�

４８ アドマイヤギャラン 牝３青鹿５４ 川須 栄彦近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ３．４�
３６ ランフォージン 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ２ 〃 ハナ ３７．１�
２４ マンノプロジェクト 牡３鹿 ５６ 川島 信二萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６２－ ４２：０１．２１� １９．５�
７１４ ザ グ レ ー ス 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０８± ０２：０１．６２� ３．０�
５９ キョウワレイ 牝３鹿 ５４ 中村 将之�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４６８＋ ８２：０２．３４ ５２．４�
１１ クリフパレス 牡３鹿 ５６ 幸 英明金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７４± ０ 〃 クビ ３．３

２３ オープンウォーター 牡３栗 ５６ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ４５４＋ ６２：０２．７２� １９１．５�
４７ ファシネイション 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ４２：０２．８� １０４．８�
８１５ メモリージルバ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大	シンザンクラブ 角田 晃一 日高 藤本 直弘 ４７２－ ６２：０３．１１� １８９．２
８１６ イ ロ ッ ポ イ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 ４６２－ ８２：０３．２� ３００．２�
１２ テイエムブルーミン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二竹園 正繼氏 木原 一良 日高 滝本 健二 ４５４＋１２２：０３．４１� ２７３．４�
６１１ コールザショット 牡３鹿 ５６ 丸山 元気前田 幸治氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 ４９６－１０ 〃 アタマ ２８．８�
７１３ ク ー デ タ ー 牡３黒鹿５６ 和田 竜二杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム ４５８＋ ６２：０３．５� ８１．５�
３５ クリノビーム 	３鹿 ５６ 国分 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 ４３８－ ２２：０４．１３� ３６４．６�
６１２ メ ッ セ ー ジ 牝３青鹿５４ 国分 優作岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ２６４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，０７３，１００円 複勝： ２１，１４１，７００円 枠連： ８，１６７，５００円

馬連： ２９，２８４，９００円 馬単： ２１，８５１，５００円 ワイド： １３，９９４，９００円

３連複： ４４，７９４，２００円 ３連単： ７６，３２４，４００円 計： ２２７，６３２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � ５８０円 枠 連（４－５） ９５０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド �� ４１０円 �� １，８７０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ７，３１０円 ３ 連 単 ��� ３７，０１０円

票 数

単勝票数 計 １２０７３１ 的中 � １４６２５（４番人気）
複勝票数 計 ２１１４１７ 的中 � ２４０９１（４番人気）� ４７７８５（２番人気）� ７２３６（７番人気）
枠連票数 計 ８１６７５ 的中 （４－５） ６４０５（５番人気）
馬連票数 計 ２９２８４９ 的中 �� １９１４８（５番人気）
馬単票数 計 ２１８５１５ 的中 �� ６２１４（１１番人気）
ワイド票数 計 １３９９４９ 的中 �� ９３９３（４番人気）�� １７２３（２０番人気）�� ３１３３（８番人気）
３連複票数 計 ４４７９４２ 的中 ��� ４５２３（２３番人気）
３連単票数 計 ７６３２４４ 的中 ��� １５２２（９５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．５―１２．７―１２．６―１２．５―１１．９―１１．６―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．１―３６．６―４９．３―１：０１．９―１：１４．４―１：２６．３―１：３７．９―１：４９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギリサントポケサン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．１１．２０ 京都１０着

２００９．３．２３生 牡３鹿 母 バーンダンス 母母 ダークムーン ６戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔発走状況〕 オープンウォーター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 キョウワレイ号の騎手中村将之は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金１０，０００円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 オープンウォーター号は，平成２４年５月２１日から平成２４年６月１０日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。

第３回 京都競馬 第10日



１２１１１ ５月２０日 曇 良 （２４京都３）第１０日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

３６ フェータルローズ 牝３栗 ５４ 幸 英明兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３４－１０１：４６．９ ２．０�

３５ クレバーピルエット 牝３栗 ５４ 和田 竜二田� 正明氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 ４７０± ０１：４７．２２ ５６．４�
８１８ シュピッツェ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４６４＋１０１：４７．３� １１．４�
７１４ ミーシャレヴュー 牝３鹿 ５４ 木村 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ４３８－ ６１：４７．４� １０．４�
（兵庫）

２４ テーオーヴィーナス 牝３鹿 ５４ 池添 謙一小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４２２－ ２１：４７．６１� １４．６�
８１６ アドマイヤシルク 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦近藤 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 ４６２＋１０ 〃 ハナ ６．２	
７１５ ラムドレーヌ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４３０＋１０１：４７．８� ５９．４

７１３ スイートブライアー 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３２＋ ６１：４８．０１� ４．５�
２３ カノヤベッピンサン 牝３黒鹿５４ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４４２＋ ４ 〃 クビ １８６．５�
４７ デンコウチャレンジ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４４＋ ２１：４８．２１ ２８６．２
６１１ サクラセレサ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 谷岡牧場 ４３０± ０１：４８．４１� １０９．４�
５９ タマモピッコロ 牝３青鹿５４ 国分 優作タマモ� 木原 一良 新冠 守矢牧場 ４４８－ ２１：４８．６� ５７．３�
４８ ニホンピロナンシー 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 ４５０－ ４１：４８．９１� ２９．１�
１２ スクリーンパス 牝３栗 ５４ 畑端 省吾吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４８４－ ４１：４９．２１� １３７．９�
５１０ ケンブリッジスワン 牝３栗 ５４ 小坂 忠士中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４３０＋１４ 〃 クビ ３９３．４�
８１７ テ ツ ム ー ン 牝３栗 ５４ 藤岡 康太木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３４± ０１：４９．４１� ３３６．８�
６１２ ト リ エ ス テ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介山口 敦広氏 大根田裕之 浦河 バンブー牧場 B４４４± ０１：４９．６１� ２６３．５�
１１ リッカスキップ 牝３鹿 ５４ 北村 友一立花 幸雄氏 田中 章博 新ひだか 原口牧場 ４２８－ ４１：５０．６６ ２０１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，１２１，１００円 複勝： ２８，６５６，２００円 枠連： １４，９７９，９００円

馬連： ３７，３５０，４００円 馬単： ２８，６９３，３００円 ワイド： ２１，６６８，７００円

３連複： ５６，１３４，３００円 ３連単： ９８，４１８，３００円 計： ３０４，０２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ７６０円 � ２７０円 枠 連（３－３） ５，０６０円

馬 連 �� ５，１００円 馬 単 �� ７，４００円

ワ イ ド �� １，６２０円 �� ６６０円 �� ５，３７０円

３ 連 複 ��� １９，５３０円 ３ 連 単 ��� ９６，４６０円

票 数

単勝票数 計 １８１２１１ 的中 � ７２０３３（１番人気）
複勝票数 計 ２８６５６２ 的中 � ８６８８５（１番人気）� ６７７２（８番人気）� ２４１８０（５番人気）
枠連票数 計 １４９７９９ 的中 （３－３） ２１８７（１３番人気）
馬連票数 計 ３７３５０４ 的中 �� ５４０８（１７番人気）
馬単票数 計 ２８６９３３ 的中 �� ２８６２（２４番人気）
ワイド票数 計 ２１６６８７ 的中 �� ３２５２（１７番人気）�� ８６８２（５番人気）�� ９４８（３９番人気）
３連複票数 計 ５６１３４３ 的中 ��� ２１２２（４９番人気）
３連単票数 計 ９８４１８３ 的中 ��� ７５３（２３５番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．３―１０．９―１２．４―１２．３―１２．２―１１．９―１２．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．０―３３．９―４６．３―５８．６―１：１０．８―１：２２．７―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３６．１
３ １，８（１７，１８）（６，９）１６（１２，１４）（１３，１５）５，３（７，１０，１１）４－２ ４ ・（１，８，１８）１７（６，９）１６（１２，１４，１５）１３（３，５，１１）（４，７，１０）－２

勝馬の
紹 介

フェータルローズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．４．１４ 阪神２着

２００９．２．２７生 牝３栗 母 プリムローズイヴ 母母 オ エ ノ セ ラ ３戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 タニノマイルストン号
※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。

１２１１２ ５月２０日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都３）第１０日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
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３：１１．２良・重

７９ グランドチャペル 牡５黒鹿６０ 北沢 伸也 �サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ６３：１５．９ ３．６�

７８ メイショウオオワシ 牡４鹿 ５９ 中村 将之松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５０４＋ ８３：１６．２１� ４．６�
８１１� グローバルチャージ 牡４芦 ５９ 石神 深一�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 ４８２＋ ８３：１６．４１� ２１．７�
４４ ファイブイーグル 牡５鹿 ６０ 西谷 誠�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５３０＋ ６３：１７．２５ ４．３�
３３ � エイシンフルハート 牡５栗 ６０ 白浜 雄造平井 豊光氏 西園 正都 米

James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５１８＋１０３：１７．６２	 ６．０�
６６ クレバーウエスタン 牡４芦 ５９ 植野 貴也田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４８２－ ８３：１７．７	 ７．６	
１１ � マーチインパクト 牡７鹿 ６０ 黒岩 悠名古屋友豊
 作田 誠二 門別 白井牧場 ４９６－１０３：１９．５大差 ２０．６�
２２ タマモダイナミック 牡４鹿 ５９ 林 満明タマモ
 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 ５３２－ ２３：２０．３５ １１．４�
６７ � ホクザンヴィリル 牡４栗 ５９ 田村 太雅木本 弘孝氏 新川 恵 浦河 原 敏明 ４９２＋ ２３：２０．４	 ９１．１�
８１０� オースミラバー 牡４黒鹿５９ 今村 康成
オースミ 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ５０４－ ４３：２１．１４ ９１．２�
５５ バトルスウィーパー 牡５芦 ６０ 五十嵐雄祐 
グリーンファーム 田村 康仁 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２ （競走中止） ４６．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，８４６，８００円 複勝： １１，９２５，６００円 枠連： １０，５０６，８００円

馬連： ２７，４１１，５００円 馬単： ２２，１７３，１００円 ワイド： １１，９６６，８００円

３連複： ４３，４９３，８００円 ３連単： ７７，８９５，２００円 計： ２１７，２１９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ５１０円 枠 連（７－７） ７９０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １，４４０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ７，１１０円 ３ 連 単 ��� ２３，１９０円

票 数

単勝票数 計 １１８４６８ 的中 � ２６４３４（１番人気）
複勝票数 計 １１９２５６ 的中 � ２１３７３（２番人気）� １９６３１（３番人気）� ４６６０（８番人気）
枠連票数 計 １０５０６８ 的中 （７－７） ９９０３（２番人気）
馬連票数 計 ２７４１１５ 的中 �� ２３６６８（３番人気）
馬単票数 計 ２２１７３１ 的中 �� ９９００（４番人気）
ワイド票数 計 １１９６６８ 的中 �� １０２１６（２番人気）�� １９１８（２１番人気）�� １６８９（２２番人気）
３連複票数 計 ４３４９３８ 的中 ��� ４５２０（２８番人気）
３連単票数 計 ７７８９５２ 的中 ��� ２４８０（８０番人気）

上り １マイル １：４５．７ ４F ５２．１－３F ３８．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランドチャペル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２０ 阪神２着

２００７．２．２２生 牡５黒鹿 母 チャペルコンサート 母母 リープフォージョイ 障害：２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 バトルスウィーパー号は，競走中に前進気勢を欠いたため２周目４号障害〔いけ垣〕飛越後に競走中止。
〔制裁〕 クレバーウエスタン号の騎手植野貴也は，２周目３コーナー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

いて過怠金１０，０００円。（３番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 バトルスウィーパー号は，競走中に前進気勢を欠き，２周目４号障害飛越後に競走を中止したことに

ついて平成２４年５月２１日から平成２４年６月１０日まで出走停止。停止期間の満了後に障害調教再
審査。



１２１１３ ５月２０日 曇 良 （２４京都３）第１０日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０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
１：２１．５

重

不良

１１ ナムラアピア 牝３芦 ５４ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム ４８０＋ ４１：２３．７ ２．１�

２４ プリンシペアスール 牡３鹿 ５６
５３ ▲中井 裕二吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：２４．７６ ７．９�

２３ エ ス ペ リ ア 牡３栗 ５６ 丸山 元気佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム ４３８－１０１：２５．７６ ８．２�
７１４ トキノビスコンティ 牡３栗 ５６ 幸 英明中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ２８．７�
８１５ シ ゲ ル ユ ズ 牡３鹿 ５６ 木村 健森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 ４７２－ ４１：２５．８� ３．５�

（兵庫）

４８ タガノバベル 牡３栗 ５６ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８２± ０１：２５．９� １２．７�

５１０ サチノタカチホ 牡３鹿 ５６ 石橋 守佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ４９６－ ４１：２６．１１� １６．２�
６１２ エクストラトーン 牡３芦 ５６ 小林 徹弥 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４９０－ ６ 〃 ハナ ８１．９

６１１ ミッキーバルーン 牡３栗 ５６ 坂本 和也野田みづき氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４６８＋１０１：２６．２クビ ６７．２�

（兵庫）

７１３ サクラブリリアント 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎	さくらコマース岡田 稲男 新冠 川上牧場 ４６２－ ６１：２６．５１� ２０７．８�
１２ パープルダイガク 牡３鹿 ５６ 畑端 省吾中野 銀十氏 境 直行 浦河 一珍棒牧場 ４５８＋ ４１：２６．９２� ４１５．０
３６ オースミファイア 牡３鹿 ５６ 国分 恭介	オースミ 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４８８＋ ６１：２７．０� ３１３．６�
４７ アキノセンチュリー 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８４ ―１：２７．５３ ３２５．４�
５９ 	 ケイティーズミスト 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜有限会社シルク加用 正 米 Masatake
Iida DVM ４５４＋ ４１：２７．６クビ ２０５．６�

８１６ キネオエクスプレス 牡３栗 ５６ 北村 友一ジャパンフードビジネス	 沖 芳夫 新ひだか 佐藤 陽一 ５０８ ―１：２８．２３� ７６．５�
３５ スズカブリッジ 牡３鹿 ５６ 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４８２ ―１：３３．４大差 ２５７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６９６，１００円 複勝： ３７，０３６，０００円 枠連： １６，２７６，２００円

馬連： ４２，６１４，９００円 馬単： ３６，１７９，４００円 ワイド： ２３，５９３，５００円

３連複： ６７，６０９，９００円 ３連単： １３０，３２１，７００円 計： ３７３，３２７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ２３０円 枠 連（１－２） ５５０円

馬 連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ３８０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� ８，０４０円

票 数

単勝票数 計 １９６９６１ 的中 � ７５７６６（１番人気）
複勝票数 計 ３７０３６０ 的中 � １４３７９６（１番人気）� ２７９８８（４番人気）� ３２００２（３番人気）
枠連票数 計 １６２７６２ 的中 （１－２） ２２１２２（２番人気）
馬連票数 計 ４２６１４９ 的中 �� ２８１６２（３番人気）
馬単票数 計 ３６１７９４ 的中 �� １７５３１（４番人気）
ワイド票数 計 ２３５９３５ 的中 �� １０５４４（５番人気）�� １６５２２（２番人気）�� ５６２７（１１番人気）
３連複票数 計 ６７６０９９ 的中 ��� ２３３９９（６番人気）
３連単票数 計１３０３２１７ 的中 ��� １１９７１（２０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．９―１２．１―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．５―５８．６―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラアピア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２０１１．１０．２９ 京都２着

２００９．３．１９生 牝３芦 母 ストロングソレイユ 母母 リ ミ ウ ッ ド ７戦１勝 賞金 １６，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカブリッジ号は，平成２４年６月２０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アストゥリアス号・アラタマライト号・ストームセンター号
※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。

１２１１４ ５月２０日 曇 良 （２４京都３）第１０日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．０
１：３１．４

良

良

７１１ サンマルクイーン 牝３栗 ５４ 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 B４６０＋ ２１：３４．３ １０．８�

４６ グインネヴィア 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０＋ ２ 〃 ハナ ４．５�

８１３ スピークソフトリー 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７６＋１０ 〃 クビ ３．８�

２２ ミサソレムニス 牝３栗 ５４ 丸山 元気吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 ４１８＋ ２１：３４．５１� ３１．４�
８１４ アルアマーナ 牝３鹿 ５４ 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム ４２８± ０１：３４．６� ８．５�
１１ サ マ ー ル ナ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 ４５２＋ ６１：３４．７� １２．０	
７１２ カネトシカトリーヌ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太兼松 利男氏 荒川 義之 新ひだか 田上 稔 ４４８＋ ６１：３４．９１� １６３．７

３３ ニーレンベルギア 牝３黒鹿５４ 川島 信二吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２１：３５．２１� ６．０�
５８ テラノイロハ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４３６± ０ 〃 クビ ２０．０�
６１０ エアカリナン 牝３鹿 ５４ 木村 健 �ラッキーフィールド藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４５６＋２０１：３５．３クビ ６．０

（兵庫）

３４ � リッシンイロハ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介小原 該一氏 作田 誠二 浦河 金成吉田牧場 ４４０－ ２ 〃 ハナ ２８７．４�
５７ シゲルアケビ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 ４４２＋ ２１：３５．５１� １２３．４�
６９ ロマンスリップ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 B４５８＋１０１：３５．６� ４８．９�
４５ オードゥルルド 牝３青鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５４－ ６１：３５．９１� ３９．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，０４９，６００円 複勝： ３０，２４５，２００円 枠連： １３，００２，０００円

馬連： ４４，３０５，５００円 馬単： ２８，４４６，０００円 ワイド： １９，９７２，９００円

３連複： ６０，９４０，７００円 ３連単： ９６，５２８，３００円 計： ３１１，４９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ２９０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（４－７） １，８３０円

馬 連 �� ２，１３０円 馬 単 �� ５，１２０円

ワ イ ド �� ７７０円 �� ６９０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，９１０円 ３ 連 単 ��� ２４，１００円

票 数

単勝票数 計 １８０４９６ 的中 � １３２２８（６番人気）
複勝票数 計 ３０２４５２ 的中 � ２２３８４（６番人気）� ５１２９４（２番人気）� ５３２４５（１番人気）
枠連票数 計 １３００２０ 的中 （４－７） ５２５９（９番人気）
馬連票数 計 ４４３０５５ 的中 �� １５３７７（１０番人気）
馬単票数 計 ２８４４６０ 的中 �� ４１０３（２２番人気）
ワイド票数 計 １９９７２９ 的中 �� ６２２６（９番人気）�� ６９８７（６番人気）�� １２４６１（１番人気）
３連複票数 計 ６０９４０７ 的中 ��� １５４９６（６番人気）
３連単票数 計 ９６５２８３ 的中 ��� ２９５６（７０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．８―１２．５―１２．０―１１．８―１１．１―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．５―４８．０―１：００．０―１：１１．８―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルクイーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１２．１．９ 京都５着

２００９．３．２３生 牝３栗 母 ミスサイベリア 母母 Miss Tobacco ５戦２勝 賞金 １３，３５０，０００円
〔制裁〕 サマールナ号の騎手佐藤哲三は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
※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。



１２１１５ ５月２０日 曇 良 （２４京都３）第１０日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

７１４ ジークジオン 牡３栗 ５６ 川須 栄彦幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４７６－ ２１：０８．２ ７．４�

１２ ボストンサクラ 牝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 ４４０－ ２１：０８．３� ７．０�
５１０ ヤマニンプチガトー 牝３栗 ５４ 鮫島 良太土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４７０＋ ６１：０８．９３� ４．８�
４７ フレンチトースト 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４２８＋ ４ 〃 クビ １１．４�
８１５� サウンドマンデュロ 牡３青鹿５６ 幸 英明増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd ４６２± ０１：０９．０� １７．５�
６１２ トロピカルメジャー 牡３黒鹿５６ 国分 優作小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４５６± ０ 〃 クビ １５．７�
４８ アグネスマチュア 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４９４＋ ８ 〃 ハナ ４．３	
６１１ ドナメデューサ 牝３黒鹿５４ 国分 恭介山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４６６± ０１：０９．１� ５．２

３５ ミ ス ネ バ ー 牝３栗 ５４ 小坂 忠士澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４５６＋ ２１：０９．２クビ １９２．２�
２４ コパノツイテル 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ９１．５�
３６ シゲルシバグリ 牡３栗 ５６ 川島 信二森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 ４９０＋１４１：０９．３クビ ４５．４
２３ � バージンロード 牝３鹿 ５４ 木村 健泉 一郎氏 平松 徳彦 新ひだか 坂本牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ ４９．１�

（兵庫） （兵庫）

１１ ツーオブアス 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太�前川企画 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ １５．０�
５９ � タケマルドン 牡３栗 ５６ 坂本 和也竹内 勝之氏 長倉 功 新ひだか 荒谷 英俊 ４７２＋ １ 〃 クビ ２９５．８�

（兵庫） （兵庫）

８１６ ミ チ シ ル ベ 牝３鹿 ５４ 小牧 太小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４４２± ０１：０９．５１� １０５．０�
７１３ タイセイクインス 牝３青鹿５４ 芹沢 純一田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 ４６４＋ ２１：１０．７７ ２９５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３０７，１００円 複勝： ３３，２２１，３００円 枠連： １６，４０５，６００円

馬連： ５６，０２４，６００円 馬単： ３３，６９３，１００円 ワイド： ２４，４１６，２００円

３連複： ７６，０２７，３００円 ３連単： １１６，７８１，８００円 計： ３７６，８７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２３０円 � ２００円 � １８０円 枠 連（１－７） １，９２０円

馬 連 �� ２，６４０円 馬 単 �� ５，６４０円

ワ イ ド �� １，０２０円 �� ６１０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 ��� ２８，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２０３０７１ 的中 � ２１８９６（５番人気）
複勝票数 計 ３３２２１３ 的中 � ３５９９０（５番人気）� ４３６６６（４番人気）� ５５８７６（１番人気）
枠連票数 計 １６４０５６ 的中 （１－７） ６３１３（１０番人気）
馬連票数 計 ５６０２４６ 的中 �� １５６７６（１２番人気）
馬単票数 計 ３３６９３１ 的中 �� ４４１２（２４番人気）
ワイド票数 計 ２４４１６２ 的中 �� ５７２６（１２番人気）�� １００８４（６番人気）�� １０１３７（５番人気）
３連複票数 計 ７６０２７３ 的中 ��� １４２７４（９番人気）
３連単票数 計１１６７８１８ 的中 ��� ３０１９（６５番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．２―１１．０―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３４．２―４５．２―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３４．０
３ ・（１１，１５）（７，１０，１２）（２，８）１４（４，９）（１，１６）５（３，６，１３） ４ １１，１５，１２（７，１０，８）（２，１４）（４，９）１，１６（３，５，６）－１３

勝馬の
紹 介

ジークジオン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２０１１．７．１６ 京都６着

２００９．３．１３生 牡３栗 母 ウインクルアーリー 母母 レディダンジグ １３戦２勝 賞金 １４，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 サクラエミネント号・ダンツミュータント号・テイエムシシオー号・ニコールバローズ号・フランベルジェ号
※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。

１２１１６ ５月２０日 曇 良 （２４京都３）第１０日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１３� サイモンロード 牡４黒鹿５７ 四位 洋文澤田 昭紀氏 友道 康夫 日高 ヤナガワ牧場 ５１０－１５１：５３．１ ４．８�

３６ アドマイヤケルソ 牡４栗 ５７ 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４９２－ ８ 〃 クビ ４１．６�
１２ �� ロットトゥウィン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二前田 幸治氏 宮本 博 米

The Robert B.
and Beverly J.
Lewis Trust

４８８＋ ２１：５３．２クビ ２．９�
１１ � サダルメリク 牡５鹿 ５７ 北村 友一前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４８８＋ ２１：５３．３	 １０．１�
８１６ ヒミノキンカメ 牡４鹿 ５７ 丸山 元気佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 ４８０± ０１：５３．７２	 １７２．４�
６１１ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４８８＋ ６１：５３．９１
 ７．４�
３５ アルデュイナ 牝５鹿 ５５ 川島 信二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ６１：５４．０クビ ８．７�
６１２ キングウェリナ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７４＋ ２１：５４．２１ １０．５	
２４ アドマイヤスキップ 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦近藤 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 ４８２＋ ４１：５４．３	 ９．７

５１０ スズカブリザード 牡６鹿 ５７ 国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ５１６＋ ２１：５４．５１	 ２２．１�
８１５ ツィンクルブーケ 牝４芦 ５５ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４６２＋１０１：５４．８１� １６８．８�
４８ ドリームボンバー 牡４鹿 ５７ 幸 英明セゾンレースホース 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４７２－ ２１：５４．９クビ ２５．４�
４７ キングダンサー 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 B４７４－ ４１：５５．３２	 ７９．３�
７１４ メジロマリシテン 牝４鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二岩� 伸道氏 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４８０＋ ２１：５６．２５ ７４．８�
５９ � リバースターリング 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 ４８４＋１８１：５６．４１ ２７１．３�
２３ � ヤマカツクライム 牡４栗 ５７ 木村 健山田 和夫氏 武 宏平 浦河 鮫川 啓一 ５２２＋ ２１：５６．７１� １０７．４�

（兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９９０，１００円 複勝： ３６，９２９，３００円 枠連： １８，７２１，６００円

馬連： ６０，５０２，４００円 馬単： ３９，３７２，３００円 ワイド： ２６，３６３，６００円

３連複： ８２，８２５，６００円 ３連単： １３５，８７８，５００円 計： ４２４，５８３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １９０円 � ７６０円 � １４０円 枠 連（３－７） １，８２０円

馬 連 �� １４，０１０円 馬 単 �� ２１，８４０円

ワ イ ド �� ４，０１０円 �� ３６０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� １３，５３０円 ３ 連 単 ��� １２４，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２３９９０１ 的中 � ３９４８３（２番人気）
複勝票数 計 ３６９２９３ 的中 � ５０９７３（２番人気）� ８６８０（１０番人気）� ９３９３２（１番人気）
枠連票数 計 １８７２１６ 的中 （３－７） ７６０８（８番人気）
馬連票数 計 ６０５０２４ 的中 �� ３１８８（４０番人気）
馬単票数 計 ３９３７２３ 的中 �� １３３１（７１番人気）
ワイド票数 計 ２６３６３６ 的中 �� １４８９（４４番人気）�� ２０９６６（１番人気）�� ３０１８（２７番人気）
３連複票数 計 ８２８２５６ 的中 ��� ４５２１（５０番人気）
３連単票数 計１３５８７８５ 的中 ��� ８０３（３９４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３７．１―４９．４―１：０２．１―１：１４．７―１：２７．１―１：３９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．４
１
３
１，１０（２，１３）－（７，１１，１４）（３，４）９，８－１２（６，１５）－５－１６・（１，１０，１３）－２，１１（７，１４）（３，４，９）（１５，８）（６，１２）５－１６

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

勝馬の
紹 介

�サイモンロード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００８．４．２９生 牡４黒鹿 母 ヒガシリンクス 母母 ビッグラブリー ５戦１勝 賞金 １３，１５０，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ヒミノキンカメ号の騎手太宰啓介は，負傷のため丸山元気に変更。
※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） １頭 メイショウシャイン号
（非抽選馬） ２頭 シーズガレット号・テーオーダンシング号
※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。



１２１１７ ５月２０日 曇 良 （２４京都３）第１０日 第９競走 ��
��２，４００�

からすま

烏丸ステークス
発走１４時１５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．５．２１以降２４．５．１３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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

３４ ダ コ ー ル 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋１０２：２４．０ ３．１�

５８ カ フ ナ 牡４黒鹿５６ 小牧 太金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２２：２４．２１� ４．７�

５７ タニノエポレット 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５０６＋１０２：２４．３� １０．４�
８１３ ロードオブザリング 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �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 ５０６＋ ４２：２４．４クビ ３．１�
８１４ ダノンマックイン 牡４黒鹿５５ 木村 健�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ２ 〃 ハナ ２１．０�

（兵庫）

４６ モ ズ 牡５青 ５５ 高倉 稜�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４８８＋１２２：２４．５� １０５．９�
６１０ ザサンデーフサイチ 牡８黒鹿５５ 秋山真一郎林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ２２：２４．７１� ６３．９	
４５ トモロポケット 牡６栗 ５５ 藤田 伸二戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４８２－ ８２：２４．８クビ ５５．７

２２ タガノファントム 牡８栗 ５４ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７８＋ ４ 〃 クビ １４０．１�
７１２ ナムラオウドウ 牡４黒鹿５６ 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７２＋ ２２：２５．０� １８．６�
７１１ ヤマニンシャスール 牡５鹿 ５５ 和田 竜二土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４８４＋ ６２：２５．３２ ４３．９
６９ ワンダームシャ 牡７鹿 ５６ 幸 英明山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４８４＋ ４２：２５．８３ １２．７�
１１ カリスマミッキー 牡４栗 ５５ 丸山 元気三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４８８＋１６２：２６．１１� ７８．３�
３３ ヤマカツゴールド 牡６栗 ５５ 四位 洋文山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４７０＋ ８２：２６．２� ２５．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３２，８２０，０００円 複勝： ５５，３５２，７００円 枠連： ２４，０９５，９００円

馬連： １０１，３０９，４００円 馬単： ６０，４０６，３００円 ワイド： ３８，１３１，２００円

３連複： １３４，２３０，２００円 ３連単： ２４４，８３６，１００円 計： ６９１，１８１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ２３０円 枠 連（３－５） ５２０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ４８０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� ８，５９０円

票 数

単勝票数 計 ３２８２００ 的中 � ８４０４８（２番人気）
複勝票数 計 ５５３５２７ 的中 � １４６６１３（１番人気）� ７４８３２（３番人気）� ５２７２９（４番人気）
枠連票数 計 ２４０９５９ 的中 （３－５） ３４３２３（３番人気）
馬連票数 計１０１３０９４ 的中 �� ９５２０７（３番人気）
馬単票数 計 ６０４０６３ 的中 �� ２９９６２（４番人気）
ワイド票数 計 ３８１３１２ 的中 �� ３０２４８（２番人気）�� １９５７８（４番人気）�� １１６７９（６番人気）
３連複票数 計１３４２３０２ 的中 ��� ４１４０６（５番人気）
３連単票数 計２４４８３６１ 的中 ��� ２１０５１（１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１１．５―１２．６―１２．１―１１．９―１２．３―１２．５―１２．２―１１．８―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．３―２３．７―３５．２―４７．８―５９．９―１：１１．８―１：２４．１―１：３６．６―１：４８．８―２：００．６―２：１２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダ コ ー ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．１０．３１ 京都１着

２００８．３．１７生 牡４鹿 母 アジアンミーティア 母母 Trolley Song １７戦４勝 賞金 １０２，４７１，０００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。

１２１１８ ５月２０日 曇 良 （２４京都３）第１０日 第１０競走 ��
��１，４００�

しょうりゅう

昇竜ステークス
発走１４時５０分 （ダート・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１，４００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １８，０００，０００円 ７，２００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，８００，０００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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

５９ レッドクラウディア 牝３栗 ５４ 北村 友一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７０－ ４１：２３．１ ５．５�

３６ キ ズ マ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 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 ４８８＋ ４ 〃 クビ ５．４�

６１１ ナガラオリオン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 ４４６－ ４１：２３．４２ ５．９�
７１３ タイセイシュバリエ 牡３芦 ５６ 藤岡 康太田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ２１：２３．５クビ ４．６�
２３ サトノジョリー 牝３青鹿５４ 四位 洋文里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４３０± ０１：２３．８１� ７．３�
２４ エスジーブルーム 牝３鹿 ５４ 国分 恭介窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６２± ０１：２３．９� ４５．５�
５１０ キンシザイル 牡３鹿 ５６ 幸 英明若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 ４７２－ ４ 〃 クビ ９３．８	
７１４ ドリームコンサート 牡３栗 ５６ 高倉 稜松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 ４８４＋１０１：２４．０� ５５．５

３５ メイショウゾンビ 牡３鹿 ５６ 小牧 太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４７４＋１０１：２４．１� ７．０�
１２ テイエムハエンカゼ 牡３栗 ５６ 池添 謙一竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５８＋ ２１：２４．３１	 １１７．３�
４７ ヴェルティゴ 牡３青鹿５６ 丸山 元気島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 ５０４± ０１：２４．５１	 ４８．２
１１ ヴェアリアスムーン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三小林 秀樹氏 田島 良保 新冠 三村 卓也 ４８８± ０１：２４．６� １１６．７�
６１２ マウンテンファスト 牡３鹿 ５６ 国分 優作山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４５４＋ ４１：２４．９１� ７０．３�
８１６ フェスティヴタロー 牡３栗 ５６ 川須 栄彦臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 ４７８－ ４１：２５．０� ４８．０�
８１５ マコトリヴァーサル 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎尾田左知子氏 須貝 尚介 様似 出口 繁夫 ５００－ ２１：２５．３２ １４．４�
４８ サトノインスパイア 牡３栗 ５６ 木村 健里見 治氏 村山 明 日高 下河辺牧場 ４６０－１０ （競走中止） ３０．５�

（兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，２０７，３００円 複勝： ６２，５６１，９００円 枠連： ２９，７０２，０００円

馬連： １３２，７１１，８００円 馬単： ７１，８８３，０００円 ワイド： ４６，６４５，８００円

３連複： １６４，２９１，６００円 ３連単： ２７２，７０７，２００円 計： ８１７，７１０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（３－５） ８４０円

馬 連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，８１０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ８１０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３，９２０円 ３ 連 単 ��� １７，８３０円

票 数

単勝票数 計 ３７２０７３ 的中 � ５４２４８（３番人気）
複勝票数 計 ６２５６１９ 的中 � ９６７６２（２番人気）� ８４５２２（３番人気）� ７７１３９（４番人気）
枠連票数 計 ２９７０２０ 的中 （３－５） ２６３０７（２番人気）
馬連票数 計１３２７１１８ 的中 �� ６９９３８（３番人気）
馬単票数 計 ７１８８３０ 的中 �� １８９０７（７番人気）
ワイド票数 計 ４６６４５８ 的中 �� １９３５９（５番人気）�� １４０９１（１１番人気）�� １２１９８（１４番人気）
３連複票数 計１６４２９１６ 的中 ��� ３０９７７（１３番人気）
３連単票数 計２７２７０７２ 的中 ��� １１２８９（３９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．３―１１．７―１２．０―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．２―４５．９―５７．９―１：１０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．２
３ ・（１４，１５）１３（６，１２）（１０，１６）４，９（１１，３）（２，５，７）１ ４ ・（１４，１５）（６，１３）（１０，１２）１６，４，９，１１，３，５（２，７）１

勝馬の
紹 介

レッドクラウディア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．７．３ 京都３着

２００９．４．４生 牝３栗 母 シェアザストーリー 母母 ディアブロズストーリー ６戦３勝 賞金 ３９，６２４，０００円
〔騎手変更〕 テイエムハエンカゼ号の騎手太宰啓介は，負傷のため池添謙一に変更。
〔競走中止〕 サトノインスパイア号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 サクラインザスカイ号・フリスコベイ号
※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。

１レース目



１２１１９ ５月２０日 曇 良 （２４京都３）第１０日 第１１競走 ��
��１，２００�

ふかくさ

深草ステークス
発走１５時３０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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１２ タンジブルアセット 牡５鹿 ５７ 丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４９０－ ２１：１１．１ ７．７�

１２ スノードラゴン 牡４芦 ５７ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ５０４＋ ２１：１１．２� ４．３�
３６ ハンマープライス 牡６栗 ５７ 秋山真一郎 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：１１．３� ５０．４�
８１６ メトロノース 牡６芦 ５７ 木村 健 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ４１：１１．５１	 ２０．３�

（兵庫）

５９ 
 コパノカチーノ 牡６栗 ５７ 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５４２＋１０ 〃 クビ ７４．９�
２４ アイディンパワー 牡６鹿 ５７ 池添 謙一米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７８＋ ２ 〃 アタマ ４２．２�
４８ ト ラ バ ン ト 牡４栗 ５７ 北村 友一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ６１：１１．６� ４．６	
２３ シュテルンターラー 牝５芦 ５５ 佐藤 哲三 
グリーンファーム 高野 友和 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：１１．７クビ ５９．２�
４７ 
 キングオブヘイロー 牡６鹿 ５７ 小牧 太鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 B４８６＋１２ 〃 クビ １４．５�
７１４ ヤマノサファイア 牡４栗 ５７ 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４５６＋ ２ 〃 アタマ １５．８
１１ キョウエイカルラ 牝５栗 ５５ 鮫島 良太田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４８２＋ ４１：１１．９１ １１０．４�
７１３ ハッピーカオル 牡５青 ５７ 川須 栄彦芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ２１：１２．０クビ ８．６�
５１０ サダムグランジュテ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７４＋ ２ 〃 クビ １６．５�
６１１� エーシンリードオー 牝６黒鹿５５ 川島 信二
栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm B４８０－１０１：１２．１クビ １１９．１�
８１５
 ジートップキセキ 牡７栗 ５７ 小林 徹弥
南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド B５０６－１０１：１２．３１	 ２７２．９�
３５ メイショウツチヤマ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８０＋ ２１：１２．４� ４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，６８１，５００円 複勝： ６３，３２２，０００円 枠連： ４４，３９５，６００円

馬連： １９２，１８５，０００円 馬単： １０２，８００，９００円 ワイド： ５７，５９３，５００円

３連複： ２４５，９３４，９００円 ３連単： ４５４，７４４，９００円 計： １，１９９，６５８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２４０円 � ２００円 � ８７０円 枠 連（１－６） １，７３０円

馬 連 �� １，６２０円 馬 単 �� ３，３９０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ４，０５０円 �� ３，２６０円

３ 連 複 ��� ２５，６３０円 ３ 連 単 ��� １２６，４１０円

票 数

単勝票数 計 ３８６８１５ 的中 � ３９８０４（４番人気）
複勝票数 計 ６３３２２０ 的中 � ７４５０５（４番人気）� ９９６５１（３番人気）� １５１３７（１１番人気）
枠連票数 計 ４４３９５６ 的中 （１－６） １８９５１（９番人気）
馬連票数 計１９２１８５０ 的中 �� ８７８６１（６番人気）
馬単票数 計１０２８００９ 的中 �� ２２３８９（１０番人気）
ワイド票数 計 ５７５９３５ 的中 �� ２０７５９（７番人気）�� ３３９５（４６番人気）�� ４２３３（３７番人気）
３連複票数 計２４５９３４９ 的中 ��� ７０８４（７７番人気）
３連単票数 計４５４７４４９ 的中 ��� ２６５５（３５８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．７―１１．８―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．１―３４．８―４６．６―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．３
３ １（７，８）１２（２，９，１６）（３，１３）１５，５（６，１１）（４，１０）１４ ４ ・（１，７）（８，１２）（２，９，１６）（３，１３）（６，５，１５）（４，１１）（１０，１４）

勝馬の
紹 介

タンジブルアセット �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００９．８．１５ 新潟１４着

２００７．２．２７生 牡５鹿 母 ノースミッチー 母母 ノースエンゼル ２８戦５勝 賞金 ９１，３１０，０００円
〔制裁〕 ハンマープライス号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（５番・１５番への進路影

響）
ハッピーカオル号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（５番・１５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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アキノモーグル号・ウッドシップ号・カフェマーシャル号・キョウエイバサラ号・シセイオウジ号・ズンダモチ号・

トシギャングスター号・ハードウォン号・ファンドリカップ号・ミトラ号
※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。

１２１２０ ５月２０日 曇 良 （２４京都３）第１０日 第１２競走 ��
��１，６００�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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７１３ ダノンプログラマー �６青鹿５７ 北村 友一�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム ４６６－ ２１：３３．１ ３．５�

１１ ダブルイーグル 牡４鹿 ５７ 和田 竜二田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４６８＋ ２１：３３．５２� ４．８�
５９ ナリタスレンダー �７鹿 ５７ 藤田 伸二�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４９４± ０１：３３．６クビ ５．３�
３５ ネオファンタジア 牡５鹿 ５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４９８－１８１：３３．７� ２０．６�
８１６ テーオーケンジャ 牡５栗 ５７ 藤岡 康太小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ５１０－ ８ 〃 クビ ２０４．８�
８１５ アグネスサクラ 牝６鹿 ５５ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：３３．８クビ １９．１	
４７ イ デ ア 牡４鹿 ５７ 国分 優作畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ ５．０

６１１ カネトシディオス 牡５黒鹿５７ 丸山 元気兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４５４＋１４１：３３．９	 １９．１�
６１２ パープルタイヨー 牡６鹿 ５７ 幸 英明中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４８－ ２１：３４．０� １０．９�
４８ ピースフルアース 牡４鹿 ５７ 国分 恭介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４６０＋ ８１：３４．１� ３１．４
５１０
 キングコーリンオー �６鹿 ５７ 小坂 忠士伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４３８－ ２１：３４．３１� １６８．２�
３６ アーセナルゴール 牡４鹿 ５７ 小牧 太渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２ 〃 ハナ ３９．８�
８１７ ドリームバロン 牡４栗 ５７

５４ ▲菱田 裕二セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４６８＋ ２ 〃 アタマ １５０．６�
１２ ビーチパーティー 牝５芦 ５５ 木村 健吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６１：３４．５１� ３２．７�

（兵庫）

７１４ ワキノブライアン �６栗 ５７ 川島 信二脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ５０４＋１０ 〃 クビ １８６．８�
２４ フェイズシフト 牝６黒鹿５５ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４８０± ０ 〃 アタマ ７５．８�
２３ パワーエース 牡６鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４９４－ ４１：３４．７１� １８２．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３４，７９３，７００円 複勝： ５８，９８６，８００円 枠連： ３６，１２１，９００円

馬連： １３０，２１９，２００円 馬単： ７２，７０３，２００円 ワイド： ４６，５２８，４００円

３連複： １７４，３９６，２００円 ３連単： ３２３，９７２，７００円 計： ８７７，７２２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（１－７） ９２０円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ３５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ７，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３４７９３７ 的中 � ７９７０９（１番人気）
複勝票数 計 ５８９８６８ 的中 � １１３１４４（１番人気）� ８８０６５（２番人気）� ８７７７８（３番人気）
枠連票数 計 ３６１２１９ 的中 （１－７） ２９１０６（３番人気）
馬連票数 計１３０２１９２ 的中 �� ９４０１９（２番人気）
馬単票数 計 ７２７０３２ 的中 �� ２８９３５（３番人気）
ワイド票数 計 ４６５２８４ 的中 �� ２８７８９（２番人気）�� ３４０７２（１番人気）�� ２８３４１（３番人気）
３連複票数 計１７４３９６２ 的中 ��� ７９０８５（１番人気）
３連単票数 計３２３９７２７ 的中 ��� ３３８３３（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．６―３５．１―４７．１―５８．７―１：１０．３―１：２１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンプログラマー �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．２ 京都４着

２００６．２．４生 �６青鹿 母 クリックヒア 母母 ニュースヴァリュー ２０戦４勝 賞金 ６５，１３３，０００円
〔騎手変更〕 イデア号の騎手太宰啓介は，負傷のため国分優作に変更。
〔制裁〕 パープルタイヨー号の騎手幸英明は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金１０，０００円。
※キングコーリンオー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（２４京都３）第１０日 ５月２０日（日曜日） 曇 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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０９，５９０，０００円
２，０８０，０００円
５，６６０，０００円
１，４９０，０００円
１８，９７０，０００円
６５，０４７，５００円
５，３６６，２００円
１，７８５，６００円

勝馬投票券売得金
２７９，１８０，７００円
４６５，８１２，２００円
２４２，１９１，３００円
８８７，３２８，６００円
５４０，４５５，８００円
３４６，５３９，６００円
１，２００，９９０，０００円
２，１０６，４６２，４００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 ６，０６８，９６０，６００円

総入場人員 ２５，１９６名 （有料入場人員 ２３，２２５名）


