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１２０７３ ５月１２日 晴 良 （２４京都３）第７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 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

２２ メテオーリカ 牝３黒鹿５４ 小牧 太吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４３０－ ２１：５４．４ １６．１�

４６ エーシンルクソール 牝３栗 ５４ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４６２ ―１：５４．７１� ９．３�
３４ アッパレオリュウ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４８０－１２ 〃 クビ ２８．０�
７１２ アグネスダリム 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２１：５４．８� ３．１�
８１４ ウインアルエット 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ８１：５５．５４ ５．６�
４５ ケンブリッジアリス 牝３栗 ５４ 幸 英明中西 宏彰氏 牧田 和弥 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４４－２４ 〃 クビ ６８．０�
８１３ フェアリーロンド 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 	サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４９２± ０１：５５．８１� ２．５

６１０ サダムクックパイン 牝３鹿 ５４ 尾島 徹大西 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 ４２０＋ ８１：５６．４３� １５７．６�
（笠松）

５７ ギブアリーズン 牝３鹿 ５４
５１ ▲菱田 裕二�ノースヒルズ 武田 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２＋ ４１：５６．７１� ２１２．３�

１１ サンレイキンキー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４４６－ ２１：５６．９１� １０．６
７１１ フミノアマゾン 牝３青 ５４ 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４５４－１０１：５８．０７ １５０．４�
３３ ニホンピロフラッペ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 ５１４ ―１：５８．２� １５３．８�
５８ サファイアヒロイン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介有限会社シルク鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４５４＋１０１：５９．０５ １２３．７�
６９ コールミーシュガー 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂 	三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 ４４２± ０１：５９．９５ １６６．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，２５３，０００円 複勝： ２６，９６８，９００円 枠連： １１，１０８，７００円

馬連： ３２，１２９，２００円 馬単： ２３，２５６，３００円 ワイド： １６，５８４，７００円

３連複： ４８，２９２，０００円 ３連単： ８８，９４９，３００円 計： ２５９，５４２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ５２０円 � ４６０円 � ８５０円 枠 連（２－４） ３，８６０円

馬 連 �� ３，８３０円 馬 単 �� ９，８６０円

ワ イ ド �� １，９００円 �� ３，２５０円 �� ２，６５０円

３ 連 複 ��� ２６，３５０円 ３ 連 単 ��� ２３６，９９０円

票 数

単勝票数 計 １２２５３０ 的中 � ６００７（６番人気）
複勝票数 計 ２６９６８９ 的中 � １３８００（５番人気）� １６１９４（４番人気）� ７９８８（７番人気）
枠連票数 計 １１１０８７ 的中 （２－４） ２１２６（１１番人気）
馬連票数 計 ３２１２９２ 的中 �� ６２０５（１２番人気）
馬単票数 計 ２３２５６３ 的中 �� １７４２（３０番人気）
ワイド票数 計 １６５８４７ 的中 �� ２１７４（１７番人気）�� １２４８（２３番人気）�� １５３８（２０番人気）
３連複票数 計 ４８２９２０ 的中 ��� １３５３（４９番人気）
３連単票数 計 ８８９４９３ 的中 ��� ２７７（３０８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１３．１―１３．１―１３．３―１３．２―１２．７―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３６．７―４９．８―１：０３．１―１：１６．３―１：２９．０―１：４１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メテオーリカ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hernando デビュー ２０１２．４．７ 阪神１４着

２００９．４．２５生 牝３黒鹿 母 アルヴァーダ 母母 Lalindi ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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〕 コールミーシュガー号は，平成２４年６月１２日まで平地競走に出走できない。
※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。

１２０７４ ５月１２日 晴 良 （２４京都３）第７日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時２５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

１：２０．５
１：１９．０

良

良

３６ キタサンエピソード 牡３栗 ５６ 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 ４７８＋ ４１：２１．０ ４．３�

４８ インクレセント 牝３青鹿 ５４
５１ ▲中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム ４３６＋ ４ 〃 ハナ ３．１�

７１３ ゴールドベル 牡３黒鹿５６ 四位 洋文松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４６８－ ４１：２１．３２ ６．５�
７１５ アルティメイト 牝３青鹿５４ 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 ４２６＋ ２１：２１．５１� ８３．３�
１２ エリモヴィエント 牡３栗 ５６ 太宰 啓介山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４８６＋ ８１：２１．９２� ３８．７�
８１６ タガノショコラ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４１６－ ４１：２２．０� ２５２．７�
６１２ ニホンピロシトリン 牝３黒鹿５４ 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４１６－ ６１：２２．１� ３９．９	
４７ テラノココロ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４１０＋１６１：２２．６３ ６６．５

５９ トーホウビート 牡３鹿 ５６ 和田 竜二東豊物産� 本田 優 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４６２ ―１：２２．７クビ ５０．５�
２４ ロゼッタストーン 牡３鹿 ５６ 丸野 勝虎太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４５４＋ ４１：２３．０１� １１．９

（愛知）

１１ アースワンシャープ 牝３栗 ５４ 尾島 徹松山 増男氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム ４９０＋１０１：２３．１� ８２．０�
（笠松）

６１１ サ フ ァ ー ガ 牝３栗 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ６ 〃 クビ ６．３�
７１４ メイショウヒメユリ 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４２０－ ２１：２３．２� ９．７�
２３ 	 ヴィクタシア 牝３黒鹿５４ 池添 謙一前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida ５００＋１４１：２３．３� ８１．６�
８１８ ナリタスカイ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４０２－ ６１：２３．４� １６．２�
３５ ビコークラウン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４５０＋ ８１：２４．２５ ２５９．２�
５１０ ペッシュボンボン 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋伊達 大雄氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４２６＋１０ 〃 ハナ ２３４．７�
８１７	 エーシングリフォン 牝３黒鹿５４ 北村 友一�栄進堂 坂口 正則 米 Colts and Fillies

Investments,LLC ４７２± ０１：２４．３� １５８．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，１４１，６００円 複勝： ２７，４３７，５００円 枠連： １０，６３５，５００円

馬連： ３４，６６４，２００円 馬単： ２０，７５２，０００円 ワイド： １６，０４９，９００円

３連複： ４８，９７６，３００円 ３連単： ６９，９９６，８００円 計： ２４２，６５３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（３－４） ６９０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ４９０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ６，４５０円

票 数

単勝票数 計 １４１４１６ 的中 � ２６００４（２番人気）
複勝票数 計 ２７４３７５ 的中 � ５４６１９（２番人気）� ７３７６１（１番人気）� ３１９３０（３番人気）
枠連票数 計 １０６３５５ 的中 （３－４） １１３８０（２番人気）
馬連票数 計 ３４６６４２ 的中 �� ３６７５２（１番人気）
馬単票数 計 ２０７５２０ 的中 �� １０４３３（２番人気）
ワイド票数 計 １６０４９９ 的中 �� １６８３９（１番人気）�� ７６０６（５番人気）�� ９８８１（２番人気）
３連複票数 計 ４８９７６３ 的中 ��� ２９０３９（１番人気）
３連単票数 計 ６９９９６８ 的中 ��� ８０１２（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．８―３４．２―４５．６―５７．２―１：０９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．４
３ ６（１２，１４）（１，４，１１）（７，１３）（２，８，１７）－（１５，１８）１６，９，３，１０，５ ４ ６（１２，１４）（４，１１）（１，１３）７（２，８）１５，１７（９，１６，１８）－３＝（１０，５）

勝馬の
紹 介

キタサンエピソード �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 キングヘイロー デビュー ２０１２．２．１９ 京都３着

２００９．４．５生 牡３栗 母 キタサンメッセージ 母母 グリーンベリー ４戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。
（非抽選馬） ３頭 アイミーマイン号・スズカサリュート号・トリックスター号
※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。

第３回 京都競馬 第７日



１２０７５ ５月１２日 晴 良 （２４京都３）第７日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５分 （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 ミヤジチョビ 牡３栗 ５６ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 B４４８－１０１：１２．８ ２５．６�

６１２ サクラルモンド 牡３黒鹿５６ 浜中 俊�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４９２－ ４１：１３．０１ ４．２�
２４ エーシンプロースト 牡３栗 ５６ 川田 将雅�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４５０＋ ６１：１３．２１� ７．６�
５１０ マーティンバローズ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新冠 石郷岡 雅樹 ４６８－ ８ 〃 アタマ ３．９�
８１６ ショウナンアルプ 牝３鹿 ５４ 幸 英明国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４７０＋１２ 〃 クビ ２３．８�
３５ シゲルパパイア �３黒鹿５６ 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 浦河 中村 雅明 ４６８－１０１：１３．７３ ２５４．８�
１２ エリモガスト 牡３黒鹿５６ 北村 友一山本 慎一氏 安達 昭夫 えりも エクセルマネジメント ４８０－ ４１：１３．９１ ２０．２	
５９ ダ イ モ ス 牡３栗 ５６ 丸野 勝虎山上 和良氏 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ４８０＋ ２１：１４．０� ２６．７


（愛知）

８１５ ウォーターオアシス 牡３栗 ５６
５３ ▲中井 裕二山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４８８± ０ 〃 同着 ３６．５�

７１４ メイショウヒナゲシ 牝３栗 ５４ 尾島 徹松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 赤田牧場 ４８４＋ ８１：１４．１� ６８．２�
（笠松）

４７ タニノマイルストン 牝３栗 ５４ 芹沢 純一谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４２８＋１２１：１４．５２� １４６．６
３６ ヤマニンリンクス 牡３青鹿５６ 小牧 太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B４１６－ ８１：１４．７１� ３７．１�
２３ ミッキーワールド 牡３青鹿５６ 池添 謙一三木 久史氏 中村 均 浦河 �桁牧場 ４８０ ― 〃 クビ ２．８�
４８ シゲルピスタチオ 牝３栗 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４８８＋１４１：１５．０１� １０４．０�
７１３ シアワセノカネ 牡３栗 ５６ 古川 吉洋キャピタルクラブ 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ４８６＋ ４１：１５．１� ８６．６�
１１ シゲルキイチゴ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 山田牧場 ４４６＋ ６１：１８．７大差 ２５３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５５２，３００円 複勝： ２６，２９４，５００円 枠連： １２，１２２，１００円

馬連： ３８，６５３，９００円 馬単： ２４，６７９，０００円 ワイド： １７，５２２，４００円

３連複： ５３，５６２，７００円 ３連単： ８１，８１３，１００円 計： ２７２，２００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５６０円 複 勝 � ４２０円 � １６０円 � ２４０円 枠 連（６－６） １，７６０円

馬 連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ７，４００円

ワ イ ド �� ８７０円 �� １，８７０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ７，１７０円 ３ 連 単 ��� ６４，０３０円

票 数

単勝票数 計 １７５５２３ 的中 � ５４０６（７番人気）
複勝票数 計 ２６２９４５ 的中 � １３０８９（６番人気）� ５８０９３（１番人気）� ２８０８６（４番人気）
枠連票数 計 １２１２２１ 的中 （６－６） ５１０７（６番人気）
馬連票数 計 ３８６５３９ 的中 �� １００３７（１０番人気）
馬単票数 計 ２４６７９０ 的中 �� ２４６４（２５番人気）
ワイド票数 計 １７５２２４ 的中 �� ５００１（７番人気）�� ２２１８（１９番人気）�� ６３１１（６番人気）
３連複票数 計 ５３５６２７ 的中 ��� ５５１５（１９番人気）
３連単票数 計 ８１８１３１ 的中 ��� ９４３（１７７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．６―１２．４―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．１―４７．５―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジチョビ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．７．２３ 京都５着

２００９．３．１生 牡３栗 母 プレンティオブラヴ 母母 マニックサンデー ９戦１勝 賞金 １０，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルキイチゴ号は，平成２４年６月１２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） ３頭 エクストラトーン号・タカノベンチャー号・メイショウカワカゼ号
（非抽選馬） ２頭 アストゥリアス号・アラタマライト号
※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。

１２０７６ ５月１２日 晴 良 （２４京都３）第７日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５分 （芝・右・外）

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

８１６ サンライズメジャー 牡３栗 ５６ 四位 洋文松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４９２± ０１：４８．８ ２．１�

７１３ マイネルアルティマ 牡３芦 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 ４５４＋ ６１：４９．２２� １３．４�

８１５ トーコーレガーロ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ６１：４９．３� ７．９�
５９ アイファーファルコ 牡３栗 ５６ 丸野 勝虎中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 ４３８＋ ４１：４９．４� ３１１．４�

（愛知）

４７ トウカイジョイフル 牡３栗 ５６ 国分 優作内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４６８＋ ８１：４９．５クビ ６．２�
６１２ リュウシンアクシス 牡３栗 ５６ 川田 将雅桑畑 �信氏 橋口弘次郎 浦河 ダイヤモンドファーム ４８６＋ ４１：４９．７１� １０．０	
２４ オリーブジュエル 牝３青鹿５４ 小牧 太 
社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム ４４６＋ ６１：４９．８� ４．５�
３６ アクシーバンダム 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４６２＋ ８１：４９．９クビ ８３．２�
２３ エルマカロン �３鹿 ５６ 尾島 徹三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか グランド牧場 ４４４－ ２１：５０．１１� ２６８．１

（笠松）

１２ スリーエンペラー 牡３鹿 ５６ 武 英智永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ ９６．５�
６１１ メイショウタービン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４５２＋ ６１：５０．４１� １０５．８�
３５ タマモスターライト 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４０６± ０１：５０．５� ３１９．４�
５１０ ワンダービジュー 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 浦河 帰山 清貴 ４０８－ ２１：５０．８１� １３６．０�
４８ エスジーアール 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１６－ ４ 〃 クビ ４３９．４�
７１４ ローレルハイウェイ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二 �ローレルレーシング 松永 幹夫 新冠 高瀬牧場 ４２４－ ４１：５１．１２ ２９３．５�
１１ キクカバウンダー 牡３鹿 ５６ 幸 英明飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ５１６ ―１：５１．６３ ５３．０�
８１７ ナムラオーキッド 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４３２＋ ２１：５１．７クビ ７７．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １８，８４４，８００円 複勝： ２９，８８９，３００円 枠連： １１，４５３，１００円

馬連： ３５，３０３，３００円 馬単： ２７，１１１，６００円 ワイド： １７，３７８，１００円

３連複： ５２，３９９，９００円 ３連単： ８７，０８９，３００円 計： ２７９，４６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ２６０円 � ２００円 枠 連（７－８） ８３０円

馬 連 �� １，３８０円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ３５０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� １０，２９０円

票 数

単勝票数 計 １８８４４８ 的中 � ７２９６３（１番人気）
複勝票数 計 ２９８８９３ 的中 � １０３８０６（１番人気）� ２２４７２（６番人気）� ３１８２７（４番人気）
枠連票数 計 １１４５３１ 的中 （７－８） １０２７９（５番人気）
馬連票数 計 ３５３０３３ 的中 �� １８９４１（６番人気）
馬単票数 計 ２７１１１６ 的中 �� １０３６８（７番人気）
ワイド票数 計 １７３７８１ 的中 �� ８４４１（６番人気）�� １３５９０（３番人気）�� ４０５０（１３番人気）
３連複票数 計 ５２３９９９ 的中 ��� １４４４０（９番人気）
３連単票数 計 ８７０８９３ 的中 ��� ６２４９（２８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．５―１２．８―１３．３―１３．０―１２．０―１１．３―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．１―４７．９―１：０１．２―１：１４．２―１：２６．２―１：３７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３４．６
３ ９，１２（１，１５）（３，１６）７（１３，１７）（２，５）１０（６，８）１１（１４，４） ４ ・（９，１２，１５，１６）４（３，７，１３）１（２，５，１０，１７）１１（６，８）１４

勝馬の
紹 介

サンライズメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１２．３．１８ 阪神３着

２００９．４．６生 牡３栗 母 ティファニータッチ 母母 Careless Heiress ３戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
※出走取消馬 ガレットデロワ号（疾病〔感冒〕のため）
※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 ビコーワンダフル号・ホッコーキンツル号
※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。



１２０７７ ５月１２日 晴 良 （２４京都３）第７日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時１５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

８１２ ハギノタイクーン 牡３鹿 ５６ 川田 将雅日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１２± ０１：５１．９ ２．４�

１１ ピンウィール 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４＋ ４１：５２．０� ８．７�
３３ ポップアイコン 牝３栗 ５４ 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 シンコーファーム ４７０－ ４１：５２．６３� ４．４�
４４ クレバーペガサス 牡３鹿 ５６ 国分 恭介田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４６６－ ６１：５３．０２� ６０．６�
２２ シルクラングレー 牡３栗 ５６ 竹之下智昭有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム ４８２± ０ 〃 ハナ １３．１�
６８ スタンドバイミー 牡３鹿 ５６ 北村 友一石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４５０＋ ２１：５３．２１� ６．６	
７１０ スターマイン 牡３青 ５６ 小牧 太�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－１０１：５３．７３ ７．７

７９ シルクアポロン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 ５００± ０１：５４．６５ １６．２�
５６ シゲルアーモンド 牡３青 ５６ 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５３６＋ ２１：５４．７クビ ７２．６�
５５ テイエムセイリュウ 牡３青鹿５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 ４７８＋１０１：５５．２３ ７５．３
６７ タイセイクインス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 ４６２＋ ２１：５５．７３ ６７．０�
８１１ ザプレジデント 牡３鹿 ５６ 幸 英明服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム ４５６＋ ４１：５７．９大差 ５６．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，９４４，０００円 複勝： ２９，１８０，１００円 枠連： １０，３４２，４００円

馬連： ３８，３８４，８００円 馬単： ２９，６０８，３００円 ワイド： １８，８５２，６００円

３連複： ５７，１２４，７００円 ３連単： １０５，０７７，２００円 計： ３０４，５１４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � １５０円 枠 連（１－８） ８８０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２４０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 ��� ５，２６０円

票 数

単勝票数 計 １５９４４０ 的中 � ５３４０７（１番人気）
複勝票数 計 ２９１８０１ 的中 � ８４３７７（１番人気）� ２９７４５（５番人気）� ５２１９２（２番人気）
枠連票数 計 １０３４２４ 的中 （１－８） ８７５７（４番人気）
馬連票数 計 ３８３８４８ 的中 �� ３２０１４（３番人気）
馬単票数 計 ２９６０８３ 的中 �� １４７８２（５番人気）
ワイド票数 計 １８８５２６ 的中 �� １１０４１（４番人気）�� ２１８５５（１番人気）�� ９３１６（５番人気）
３連複票数 計 ５７１２４７ 的中 ��� ３８９３５（１番人気）
３連単票数 計１０５０７７２ 的中 ��� １４７５０（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１２．６―１２．５―１２．９―１２．４―１２．５―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３６．２―４８．７―１：０１．６―１：１４．０―１：２６．５―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．９
１
３
１０，７（３，１２）（４，５，１１）－２（６，９）（１，８）・（１０，３）１２（７，４）（５，１１）－（２，１，９）６，８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハギノタイクーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rainbow Corner デビュー ２０１１．１０．１６ 京都１０着

２００９．３．２６生 牡３鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria ６戦２勝 賞金 １７，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ザプレジデント号は，平成２４年６月１２日まで平地競走に出走できない。

１２０７８ ５月１２日 晴 良 （２４京都３）第７日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時４５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：２０．５
１：１９．０

良

良

５７ ウインスラッガー 牡３栗 ５６ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ５００＋ ２１：２０．８ ７．９�

１１ シルクドリーマー 牡３鹿 ５６ 北村 友一有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 ４６４＋１０１：２０．９� ２５．７�
５６ イントゥザブルー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二木村 直樹氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６２－ ６ 〃 ハナ ３．３�
４５ ピサノベッテル 牝３黒鹿５４ 四位 洋文市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム ４３８＋ ６１：２１．３２� ９．６�
６８ タツストロング 牡３栗 ５６ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４８６＋ ６ 〃 ハナ ３．７�
４４ ニシノカチヅクシ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ ３０．７�
７１１ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５６ 幸 英明 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４７４＋ ２１：２１．５１� ９．９	
８１３ マイネボヌール 牝３青鹿５４ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４４６± ０１：２１．８１� ４．２

７１０ カシノラピス 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４２８＋１２１：２２．０１� １９８．７�
３３ 	 ラブミークリーム 牝３芦 ５４ 芹沢 純一小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４４８＋ ２ 〃 ハナ ２２０．４�
６９ 
 カ ツ ゲ キ 牡３芦 ５６ 尾島 徹野々垣正義氏 柴田 高志 新冠 浜口牧場 ４４２－ ２１：２３．１７ ２３２．９

（笠松） （笠松）

２２ ペガサスフォース 牡３栗 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－ ４ 〃 アタマ ４２．７�

８１２
 リ フ レ イ ン 牝３栗 ５４ 丸野 勝虎�ホースケア 安部 弘一 日高 白井牧場 ４１２－ ３１：２３．８４ ２９９．９�
（愛知） （愛知）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，２２８，５００円 複勝： ３３，２４９，２００円 枠連： １１，５７９，４００円

馬連： ４２，７４４，７００円 馬単： ２７，３５６，１００円 ワイド： １９，０８１，４００円

３連複： ５６，８５９，８００円 ３連単： ９４，４７５，８００円 計： ３０３，５７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２４０円 � ３４０円 � １５０円 枠 連（１－５） ３，３８０円

馬 連 �� ９，１７０円 馬 単 �� １４，４１０円

ワ イ ド �� ２，０００円 �� ４２０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� ９，４３０円 ３ 連 単 ��� ７２，１８０円

票 数

単勝票数 計 １８２２８５ 的中 � １８３４８（４番人気）
複勝票数 計 ３３２４９２ 的中 � ３４２９１（５番人気）� ２０９４５（７番人気）� ７７４８０（１番人気）
枠連票数 計 １１５７９４ 的中 （１－５） ２５２９（１２番人気）
馬連票数 計 ４２７４４７ 的中 �� ３４４１（２３番人気）
馬単票数 計 ２７３５６１ 的中 �� １４０２（４５番人気）
ワイド票数 計 １９０８１４ 的中 �� ２２１４（２２番人気）�� １２４１４（４番人気）�� ２９８２（１８番人気）
３連複票数 計 ５６８５９８ 的中 ��� ４４５１（２９番人気）
３連単票数 計 ９４４７５８ 的中 ��� ９６６（２１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．２―１１．４―１１．７―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．７―３３．９―４５．３―５７．０―１：０８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．５
３ ５（６，８）１１（４，７）（１０，１３）－１－（３，９）＝（２，１２） ４ ５，６（８，１１）（４，７）（１０，１３）１（３，９）＝（２，１２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインスラッガー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー ２０１１．１１．２７ 京都２着

２００９．３．４生 牡３栗 母 グリーリーランド 母母 Miss Dreamland ６戦２勝 賞金 １７，５５０，０００円
〔制裁〕 ニシノカチヅクシ号の騎手中井裕二は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※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。



１２０７９ ５月１２日 晴 良 （２４京都３）第７日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１５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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

４７ キングブラーボ 牡４黒鹿５７ 幸 英明村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５１０－ ２１：２４．１ ４．４�

１１ ホクセツキングオー 牡５鹿 ５７ 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ５１２＋ ６ 〃 ハナ ２．０�
３５ � メモリーパーミット 牡５栗 ５７ 古川 吉洋�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 ５１４± ０１：２４．３１� ６．１�
３４ ブラックイレブン 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４５２＋ ６１：２４．９３� １２．０�
２３ エリモレインボー 牝５鹿 ５５ 国分 優作山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４６６＋１６１：２５．０� ２７．６�
４６ リズミックビート 牡５栗 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５２２＋ ２ 〃 クビ １３．２�
８１５� ピエナセレブ 牡４黒鹿５７ 国分 恭介本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４３０－１０１：２５．２� ５７．９	
６１０ ネオエピック 牡５青鹿５７ 小牧 太小林 仁幸氏 田所 秀孝 新ひだか 元道牧場 B４３４＋ ４１：２５．５１� ２９．８

５９ ローズリパブリック 牡６芦 ５７ 北村 友一 �サンデーレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム ４７２－１６ 〃 クビ ５３．２�
２２ アスールアラテラ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B４３６± ０１：２５．７１� ２０．３
６１１ サンレイワイルド 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 ５０６＋ ２ 〃 アタマ １７７．６�
７１２ エリモミヤビ 牝４栗 ５５

５２ ▲菱田 裕二山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４６８＋ ８１：２５．８クビ ２７．３�
５８ � エンジェルパレード 牝４鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂 �ワイ・アール・シー 西橋 豊治 新ひだか 三石橋本牧場 ４６６＋１６１：２５．９� ２４６．８�
８１４� アサケマックス 牡４栗 ５７ 丸野 勝虎大橋 堯氏 大橋 勇樹 浦河 荻伏三好フ

アーム ４３８－ ８１：２６．２１� １４０．８�
（愛知）

７１３� ワンダーソング 牝５鹿 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 新ひだか 米田牧場 ４３０± ０１：２６．９４ ４０７．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，３２０，４００円 複勝： ２９，７０１，６００円 枠連： １４，７４４，３００円

馬連： ４８，０６６，５００円 馬単： ３１，０９０，５００円 ワイド： ２１，２５９，６００円

３連複： ６１，４８３，７００円 ３連単： １１４，７０７，４００円 計： ３３９，３７４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（１－４） ３３０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ４００円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ４，６００円

票 数

単勝票数 計 １８３２０４ 的中 � ３３０３８（２番人気）
複勝票数 計 ２９７０１６ 的中 � ５１３７１（２番人気）� ８５７０１（１番人気）� ３９４７４（３番人気）
枠連票数 計 １４７４４３ 的中 （１－４） ３３６６０（１番人気）
馬連票数 計 ４８０６６５ 的中 �� ８４０１９（１番人気）
馬単票数 計 ３１０９０５ 的中 �� １９９９４（３番人気）
ワイド票数 計 ２１２５９６ 的中 �� ２７４６８（１番人気）�� １１９４１（４番人気）�� １９３７０（２番人気）
３連複票数 計 ６１４８３７ 的中 ��� ５８７５３（１番人気）
３連単票数 計１１４７０７４ 的中 ��� １８４３３（５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．６―１１．８―１２．１―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３４．９―４６．７―５８．８―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングブラーボ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー ２０１１．４．９ 阪神８着

２００８．４．２６生 牡４黒鹿 母 シェラムール 母母 ニコールモナムール １４戦２勝 賞金 ２１，７７０，０００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。

１２０８０ ５月１２日 晴 良 （２４京都３）第７日 第８競走 ��３，９３０�第１４回京都ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１３時５０分 （ 芝 ）

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

賞 品
本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード４：２３．１良

８１２ エムエスワールド 牡９黒鹿６０ 横山 義行ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４８６＋ ６４：２１．６レコード １１．３�

３３ テイエムハリアー 牡６芦 ６０ 白浜 雄造竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５６＋１２４：２１．７� ４．６�
４４ マーベラスカイザー 牡４栗 ５９ 北沢 伸也笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 ４８８－ ２４：２３．０８ ７．２�
１１ シゲルジュウヤク 牡４栗 ５９ 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４８０± ０４：２３．６３� １４．５�
２２ フサイチアソート �７栗 ６０ 植野 貴也岡田 牧雄氏 佐山 優 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ４４：２５．９大差 １００．５�
５５ オンワードシェルタ 牡６鹿 ６０ 難波 剛健中西 功氏 新川 恵 浦河 オンワード牧場 ５００－ ４４：２８．８大差 ６８．８�
６８ バアゼルリバー 牡６鹿 ６１ 小坂 忠士市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－１０ 〃 クビ １．６�
７１０ テイエムブユウデン 牡５鹿 ６０ 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４６０＋ ８４：２９．６５ ５４．４	
６７ ナムラチェンジ 牡７鹿 ６０ 今村 康成奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４８０± ０４：２９．７� １３７．９

５６ スズマーシャル 牡６栗 ６０ 田村 太雅成田 隆好氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４７４－ ２４：２９．８クビ １８４．９�
７９ アドマイヤテンクウ 牡５鹿 ６０ 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２４－ ４４：３０．３３ １８．５�
８１１� ヤマイチコマンド 牡６黒鹿６０ 黒岩 悠坂本 肇氏 鹿戸 明 宮城 佐々木 隆基 ４８０－ ２４：３２．４大差 １５７．８

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，２４３，６００円 複勝： ３５，７７３，６００円 枠連： １３，０７４，９００円

馬連： ５２，５８８，１００円 馬単： ４４，１６６，１００円 ワイド： ２４，１１８，２００円

３連複： ８３，１０２，１００円 ３連単： １９６，６４７，６００円 計： ４７４，７１４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ２４０円 � １８０円 � ２００円 枠 連（３－８） １，９７０円

馬 連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ５，５１０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ６９０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ３，１５０円 ３ 連 単 ��� ３０，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２５２４３６ 的中 � １７６６４（４番人気）
複勝票数 計 ３５７７３６ 的中 � ３６８５１（４番人気）� ５８３３７（２番人気）� ４７０９７（３番人気）
枠連票数 計 １３０７４９ 的中 （３－８） ４９０３（７番人気）
馬連票数 計 ５２５８８１ 的中 �� １８４１０（７番人気）
馬単票数 計 ４４１６６１ 的中 �� ５９２１（１９番人気）
ワイド票数 計 ２４１１８２ 的中 �� １１３３９（６番人気）�� ８３９９（８番人気）�� １３７４６（５番人気）
３連複票数 計 ８３１０２１ 的中 ��� １９４７９（１０番人気）
３連単票数 計１９６６４７６ 的中 ��� ４７６１（８１番人気）

上り １マイル １：４５．６ ４F ５１．２－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エムエスワールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．８．２０ 小倉１着

２００３．４．２２生 牡９黒鹿 母 トップワールド 母母 キクノコトブキ 障害：８戦３勝 賞金 ８９，８９２，０００円



１２０８１ ５月１２日 晴 良 （２４京都３）第７日 第９競走 ��
��１，８００�

むらさきの

紫 野 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３３ グルヴェイグ 牝４黒鹿５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６０＋１４１：４５．６ ２．４�

５６ ナリタプラチナ 牡６黒鹿５７ 北村 友一�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：４５．７� ６．６�
４４ カレンミロティック �４栗 ５７ 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５２－２４１：４５．８� ８．６�
８１２ サフランディライト 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８６－ ２ 〃 クビ ２６．５�
６８ コアレスドラード 牡４栗 ５７ 幸 英明小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４８＋ ２ 〃 ハナ １７．２�
５５ サクラアルディート 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４７８＋ ２１：４６．０１	 ４．０	
１１ アルティシムス 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ ４９．６

７９ サトノフローラ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４１４－ ８１：４６．２１	 １５．２�
２２ マ イ ネ マ オ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ５００＋ ２１：４６．３� ９．７�
７１０ レッドシェリフ 牡４栗 ５７ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：４６．６１
 ７３．０
８１１ サイドアタック 牡４栗 ５７ 古川 吉洋杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４７６＋ ４１：４６．９１
 ５６．２�
６７ テンシノマズル 牡６鹿 ５７ 大下 智岩� 僖澄氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４６２－ ２１：４７．４３ １１２．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２８，６７４，２００円 複勝： ５３，４８７，４００円 枠連： １９，２８７，４００円

馬連： ８６，６２９，７００円 馬単： ５１，８２８，４００円 ワイド： ３２，０３８，１００円

３連複： １００，９３５，１００円 ３連単： １９８，８２４，５００円 計： ５７１，７０４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（３－５） ３４０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ４８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� ５，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２８６７４２ 的中 � ９４７７８（１番人気）
複勝票数 計 ５３４８７４ 的中 � １５５０８３（１番人気）� ８２３３９（３番人気）� ４８０３２（５番人気）
枠連票数 計 １９２８７４ 的中 （３－５） ４２６４９（１番人気）
馬連票数 計 ８６６２９７ 的中 �� ８８４０２（２番人気）
馬単票数 計 ５１８２８４ 的中 �� ３２８３３（２番人気）
ワイド票数 計 ３２０３８１ 的中 �� ２５２０７（３番人気）�� １６３６９（５番人気）�� １１８９０（８番人気）
３連複票数 計１００９３５１ 的中 ��� ４６１７７（４番人気）
３連単票数 計１９８８２４５ 的中 ��� ２７５９１（７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．３―１１．９―１２．２―１２．０―１１．８―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３４．９―４６．８―５９．０―１：１１．０―１：２２．８―１：３４．１

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

勝馬の
紹 介

グルヴェイグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神１着

２００８．５．１１生 牝４黒鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール ９戦３勝 賞金 ４８，３９３，０００円

１２０８２ ５月１２日 晴 良 （２４京都３）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�

ひ こ ね

彦根ステークス
発走１５時００分 （芝・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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

１１ エーシンヒットマン 牡４栗 ５７ 浜中 俊�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 ４８４－ ４１：０７．９ ２．２�

２４ ジュエルオブナイル 牝５鹿 ５５ 川田 将雅 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：０８．０� １２．０�
６１１ タガノラヴキセキ 牝４黒鹿５５ 池添 謙一八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４６４＋１０ 〃 クビ １８．５�
７１３ ハ ノ ハ ノ 牡４鹿 ５７ 幸 英明�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５８＋ ４１：０８．１クビ １０．１�
２３ マッキーコバルト 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４６０＋ ４ 〃 ハナ ３９．５�
７１４� オールブランニュー 牝６黒鹿５５ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４７４＋ ２１：０８．２	 ８９．１�
８１６ ウインバンディエラ 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４７０－ ６１：０８．３	 ３６．４	
１２ ラインアンジュ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 ４９２＋ ６１：０８．４	 ９．８

６１２ ボーダレスワールド 牡７鹿 ５７ 北村 友一 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ５１４－ ４ 〃 クビ ９７．３�
３６ ダイメイザクラ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４３２＋ ２１：０８．５クビ ５．６
４８ アキノパンチ 牡８鹿 ５７ 尾島 徹穐吉 正孝氏 日吉 正和 静内 松田 三千雄 ５１２＋ ４ 〃 ハナ ２３９．２�

（笠松）

４７ マイネショコラーデ 牝４青鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４８２＋ ４１：０８．７１
 ４３．０�

５１０ ケンブリッジエル 牡６黒鹿５７ 太宰 啓介中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ５１０＋ ４ 〃 クビ １８．６�

５９ アグネスヨジゲン 牡９鹿 ５７ 国分 恭介渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ５０４＋ ４ 〃 ハナ ２６２．５�
８１５� ロードバロック 牡７鹿 ５７ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４３６＋ ４１：０８．９１	 １４．８�
３５ � ファンドリノチカラ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 ４６６＋ ２１：０９．２１� ２１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，８０３，２００円 複勝： ５６，１４５，０００円 枠連： ２９，２６１，６００円

馬連： １１１，４３９，９００円 馬単： ６６，４９９，８００円 ワイド： ４２，７０３，８００円

３連複： １３９，７２０，４００円 ３連単： ２５３，４６４，８００円 計： ７３３，０３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ３３０円 � ４４０円 枠 連（１－２） ８８０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ８５０円 �� ３，１６０円

３ 連 複 ��� ７，１６０円 ３ 連 単 ��� ２２，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３３８０３２ 的中 � １２６７００（１番人気）
複勝票数 計 ５６１４５０ 的中 � １８２８５４（１番人気）� ３４９２２（５番人気）� ２４１９０（８番人気）
枠連票数 計 ２９２６１６ 的中 （１－２） ２４６４７（５番人気）
馬連票数 計１１１４３９９ 的中 �� ６４７４２（４番人気）
馬単票数 計 ６６４９９８ 的中 �� ２４５８６（６番人気）
ワイド票数 計 ４２７０３８ 的中 �� １９０８４（４番人気）�� １２５６７（８番人気）�� ３１２８（３８番人気）
３連複票数 計１３９７２０４ 的中 ��� １４４０３（２４番人気）
３連単票数 計２５３４６４８ 的中 ��� ８２３８（５８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．９―１１．１―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．５―４４．６―５５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンヒットマン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エイシンワシントン デビュー ２０１０．８．２１ 小倉４着

２００８．４．３生 牡４栗 母 エイシンヘーベ 母母 エイシンオープン １２戦４勝 賞金 ６２，６５４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０８３ ５月１２日 晴 良 （２４京都３）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�

みやこおおじ

都大路ステークス
発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，１００万円毎１�増，�：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）

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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１４ ネオヴァンドーム 牡５鹿 ５５ 浜中 俊小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０６＋１４１：４４．９ ３．６�

４８ ス ピ リ タ ス �７栗 ５６ 秋山真一郎 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４８± ０ 〃 ハナ ４７．６�
５１０ タガノエルシコ 牡７栗 ５６ 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２６－ ２１：４５．１１	 １６．２�
４７ タムロスカイ 牡５栗 ５６ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４９６＋ ４１：４５．３１
 ４．０�
８１６ ブレイブファイト 牡７鹿 ５６ 北村 友一�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５２６＋１２１：４５．４クビ １８．５�
１１ ガ ン ダ ー ラ 牡６栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ ９．７	
２４ ミッキーパンプキン 牡６鹿 ５６ 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５６＋ ８ 〃 アタマ ５．８

３６ � スマートステージ �７鹿 ５６ 石橋 守大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B４８６－ ４ 〃 アタマ ９２．８�
３５ ミキノバンジョー 牡５鹿 ５６ 国分 優作谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５１８＋１２１：４５．５	 ４０．４�
２３ ゴールスキー 牡５黒鹿５６ 小牧 太 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４８８＋ ４１：４５．６� ６．６
８１５ オールアズワン 牡４黒鹿５６ 村田 一誠宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４９２＋１０ 〃 クビ １６．８�
６１１ ロードニュースター 牡７鹿 ５６ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 三石 ケイアイファーム ４８８＋１２１：４６．１３ ５８．５�
６１２� チョウカイファイト 牡９栗 ５７ 国分 恭介�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５２６＋１４１：４６．５２	 １８９．６�
７１３ メダリアビート 牡６黒鹿５７ 藤田 伸二門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. ４６８＋ ６１：４６．６クビ ９７．０�
５９ アドマイヤメジャー 牡６青鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２１：４６．７	 ２８．３�
１２ ヒカルカザブエ 牡７黒鹿５５ 幸 英明�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４８４－ ６１：４６．８	 １０８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，３１４，１００円 複勝： ７２，９４９，６００円 枠連： ５２，８６２，５００円

馬連： ２１５，５６０，５００円 馬単： １１０，９５５，７００円 ワイド： ６６，７４２，４００円

３連複： ２７９，３１０，８００円 ３連単： ５０１，８１１，３００円 計： １，３４３，５０６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ９５０円 � ３３０円 枠 連（４－７） ６７０円

馬 連 �� １１，２００円 馬 単 �� １７，５８０円

ワ イ ド �� ３，０００円 �� ８６０円 �� ５，７６０円

３ 連 複 ��� ３０，１４０円 ３ 連 単 ��� １３１，１４０円

票 数

単勝票数 計 ４３３１４１ 的中 � ９５０９０（１番人気）
複勝票数 計 ７２９４９６ 的中 � １３７２２０（２番人気）� １６０６０（１１番人気）� ５６０８２（５番人気）
枠連票数 計 ５２８６２５ 的中 （４－７） ５８７２１（２番人気）
馬連票数 計２１５５６０５ 的中 �� １４２１５（３２番人気）
馬単票数 計１１０９５５７ 的中 �� ４６５８（５３番人気）
ワイド票数 計 ６６７４２４ 的中 �� ５３９０（３３番人気）�� ２０１４３（９番人気）�� ２７６７（５１番人気）
３連複票数 計２７９３１０８ 的中 ��� ６８４１（８１番人気）
３連単票数 計５０１８１１３ 的中 ��� ２８２４（３４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３４．６―４６．４―５８．２―１：０９．８―１：２１．２―１：３２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．１
３ ４－７（１，９）（６，１４）（３，５，１１）（８，１２）２（１０，１６，１３）１５ ４ ４，７，１（９，１４）６（５，１１）（３，８）１２（２，１０）１６（１５，１３）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネオヴァンドーム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１０．１８ 京都２着

２００７．２．１９生 牡５鹿 母 プリンセスカット 母母 ブリリアントカット １８戦４勝 賞金 １１８，７５５，０００円

１２０８４ ５月１２日 晴 良 （２４京都３）第７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 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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２４ エーシンテンモク 牡５鹿 ５７ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ４９２＋ ２１：５２．２ ３．４�

４７ コウユーヒーロー 牡５青 ５７ 国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５３４＋ ４１：５２．４１� ４７．２�
４８ フォルクスオーパー 牝６栗 ５５ 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ５００＋１６ 〃 ハナ ４４．３�
６１２ ウインベルカント 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二�ウイン 佐々木晶三 新ひだか 原口牧場 ４９２＋ ６１：５２．８２� １４．１�
１１ ユジェニックブルー 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５３２＋ ２ 〃 クビ ５．２�
５１０ ロイヤルインパクト 牝４黒鹿５５ 小牧 太藤田 浩氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４７４＋２０ 〃 ハナ ８．０�
３６ 	 ラヴフェアリー 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４５２＋ ８１：５２．９� ８４．８	
１２ ボーカリスト 牡６鹿 ５７ 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２ 〃 ハナ ７．２

６１１ プリティカポレイ 牝５鹿 ５５ 池添 謙一横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ５９．９�
２３ ハ ス ラ ー 牡４黒鹿５７ 国分 優作水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５２０＋ ６１：５３．０クビ ２０．４�
８１６ タマモブラウン 牡４鹿 ５７ 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０８＋ ２１：５３．２
 ４．６
７１３ アイノグロー 牡５黒鹿５７ 小林 徹弥礒川 正明氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５２０＋ ８ 〃 ハナ ２７６．２�
５９ テーオーストーム 牡６鹿 ５７ 浜中 俊小笹 公也氏 藤岡 健一 門別 ヤナガワ牧場 ４９２＋ ８１：５３．４１� １５．１�
３５ マーベラスバロン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４８８－ ４１：５３．６１� ４９．０�
８１５ ブリリアントシチー 牡５栗 ５７ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５３０＋ ６ 〃 ハナ １５５．５�
７１４	 レ ア メ タ ル 牡６栗 ５７ 村田 一誠�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下

ファーム B４８０－ ４１：５３．８１ １７４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，３８１，１００円 複勝： ５３，０７２，４００円 枠連： ３２，７０１，９００円

馬連： １０７，８９６，５００円 馬単： ５６，１７３，０００円 ワイド： ４０，６３８，９００円

３連複： １３０，１６７，１００円 ３連単： ２３４，８５２，４００円 計： ６８５，８８３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � １，０７０円 � ６６０円 枠 連（２－４） ３，６５０円

馬 連 �� ８，３６０円 馬 単 �� １４，６４０円

ワ イ ド �� ３，１３０円 �� ２，４６０円 �� ９，９３０円

３ 連 複 ��� ８４，８７０円 ３ 連 単 ��� ３３３，９６０円

票 数

単勝票数 計 ３０３８１１ 的中 � ７０５４９（１番人気）
複勝票数 計 ５３０７２４ 的中 � １１１１４９（１番人気）� １０５５１（１２番人気）� １８１８５（９番人気）
枠連票数 計 ３２７０１９ 的中 （２－４） ６６１５（１４番人気）
馬連票数 計１０７８９６５ 的中 �� ９５２７（２７番人気）
馬単票数 計 ５６１７３０ 的中 �� ２８３３（５０番人気）
ワイド票数 計 ４０６３８９ 的中 �� ３２１０（３３番人気）�� ４１１９（２４番人気）�� ９９４（７１番人気）
３連複票数 計１３０１６７１ 的中 ��� １１３２（１８７番人気）
３連単票数 計２３４８５２４ 的中 ��� ５１９（７９０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１３．２―１３．２―１２．１―１２．１―１２．５―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３７．３―５０．５―１：０２．６―１：１４．７―１：２７．２―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンテンモク �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 Cryptoclearance デビュー ２００９．７．１１ 阪神１６着

２００７．４．２０生 牡５鹿 母 メンフィスベル 母母 Eishin Tennessee １８戦４勝 賞金 ３５，９４０，０００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。
（非当選馬） １頭 ダヴィンチバローズ号



（２４京都３）第７日 ５月１２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７頭 本 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

２７３，９９０，０００円
５，３６０，０００円
２，０４０，０００円
２５，３００，０００円
６１，３３３，５００円
５，６６０，４００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
２７６，７００，８００円
４７４，１４９，１００円
２２９，１７３，８００円
８４４，０６１，３００円
５１３，４７６，８００円
３３２，９７０，１００円
１，１１１，９３４，６００円
２，０２７，７０９，５００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 ５，８１０，１７６，０００円

総入場人員 １７，０９４名 （有料入場人員 １５，５５０名）


