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１２０８５ ５月１３日 晴 良 （２４京都３）第８日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走９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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

８１５ パールブロッサム 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎中野芳太郎氏 中尾 秀正 日高 福満牧場 ４２０＋ ６１：２４．２ ２．６�

５９ サンクフルネス 牡３青 ５６ 国分 優作小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 ４５４＋ ４１：２４．７３ ３９．６�
１１ ミッキーヘネシー 牡３栃栗 ５６

５３ ▲中井 裕二野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 B４８０＋ ２１：２４．９１� １２．９�
３６ マサノボラーレビア 牡３鹿 ５６ 幸 英明中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 ５２４ ―１：２５．４３ ２２．２�
７１４ カ ラ ヤ ン 牡３栃栗５６ 藤岡 康太 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７６＋ ８１：２６．２５ １１．０�
２３ フミノメルキオール 牡３栗 ５６ 小林 徹弥谷 二氏 目野 哲也 日高 山際 辰夫 ４８４± ０１：２６．４� ７．０�
４７ アークイクシオン 牡３黒鹿５６ 柴田 大知門野 文典氏 清水 久詞 浦河 向別牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ １９８．１	
３５ ヒシタイフーン 牡３青鹿５６ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット ４７０－ ８１：２６．８２� ３．０

８１６ トムエピソード 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大半田 勉氏 西橋 豊治 日高 千葉飯田牧場 ５１４＋ ２１：２７．８６ ４０４．２�
６１１ ペガサスピッコロ 牡３栗 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ５０４＋ ４１：２７．９クビ ４５．８�
５１０ メイショウダンジリ 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 貞憲 ４８８－ ６ 〃 クビ ２３２．５
６１２ スズカパートナー 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 ４２８＋ ６１：２８．６４ １１９．１�
２４ ワンダージェニアル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ５１０ ―１：２８．８� ２５．８�
７１３ ワキノネクサス 牝３鹿 ５４ 小牧 太脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４２４－ ８１：２９．１１� ３４．０�
４８ メイショウイックウ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 ４５４ ―１：２９．８４ １５５．０�
１２ エーシンストーリー 牝３青鹿５４ 浜中 俊�栄進堂 沖 芳夫 浦河 小島牧場 ４６０－ ６１：５３．１大差 ２９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９２５，５００円 複勝： ２４，１１７，１００円 枠連： １１，０３２，２００円

馬連： ３５，１６９，８００円 馬単： ２５，３８３，６００円 ワイド： １７，０３８，１００円

３連複： ５６，５４２，２００円 ３連単： ８４，５５９，７００円 計： ２６８，７６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １７０円 � ６６０円 � ４４０円 枠 連（５－８） ４，８５０円

馬 連 �� ５，０９０円 馬 単 �� ８，０２０円

ワ イ ド �� １，７７０円 �� ９８０円 �� ３，５３０円

３ 連 複 ��� １５，９８０円 ３ 連 単 ��� ７６，９５０円

票 数

単勝票数 計 １４９２５５ 的中 � ４６８７９（１番人気）
複勝票数 計 ２４１１７１ 的中 � ４９６０５（２番人気）� ７８７２（７番人気）� １２５９９（５番人気）
枠連票数 計 １１０３２２ 的中 （５－８） １６８０（１５番人気）
馬連票数 計 ３５１６９８ 的中 �� ５１０４（１７番人気）
馬単票数 計 ２５３８３６ 的中 �� ２３３７（２７番人気）
ワイド票数 計 １７０３８１ 的中 �� ２３６７（１７番人気）�� ４４１３（８番人気）�� １１５８（３１番人気）
３連複票数 計 ５６５４２２ 的中 ��� ２６１２（３９番人気）
３連単票数 計 ８４５５９７ 的中 ��� ８１１（１９４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．７―１２．４―１２．７―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．７―４７．１―５９．８―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パールブロッサム �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 タバスコキャット デビュー ２０１１．１１．２７ 京都１０着

２００９．３．２０生 牝３鹿 母 ヒ シ メ ロ ウ 母母 ヒシレイホウ ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔その他〕 エーシンストーリー号は，競走中に疾病〔左第３手根骨板状骨折並びに心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーに

よる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウイックウ号は，平成２４年６月１３日まで平地競走に出走できない。
※スズカパートナー号・メイショウダンジリ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２０８６ ５月１３日 晴 良 （２４京都３）第８日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時２０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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２３ エーシングッデイ 牡３黒鹿５６ 幸 英明�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 川端 英幸 ４６６± ０１：５４．４ １．６�

５９ ベストウィッシュ 牡３青鹿５６ 小牧 太 �グリーンファーム 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ５６６＋ ４１：５４．５� ６．１�

６１２ シゲルブルーベリー 牡３鹿 ５６ 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４５４－ ２１：５４．７１� １７．１�
４８ マイネルボンド 牡３青鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B４９４＋ ６１：５４．８� １０．５�
２４ テイエムベンケイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 大柳ファーム ４９４＋ ６ 〃 ハナ １２．０�
６１１ ユウキタカラオー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ５０４＋ ４１：５４．９� ４１．０	
３６ チョウインパクト 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 渡辺牧場 ４８８－ ２１：５５．０クビ ２０９．９

１２ スズカゴクウ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４３８± ０１：５５．１� ８７．９�
５１０ デンタルボーイ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介安田 光則氏 柴田 光陽 新冠 川筋 克幸 ４７８± ０１：５５．２� ８０．７�
１１ スリートップガン 牡３栗 ５６ 和田 竜二永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 ４９４± ０１：５５．３� ７．７
８１６ ト ラ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 漆原 一也 ４７６－ ４１：５５．５１� １２１．６�
３５ シゲルメロン 	３黒鹿５６ 国分 恭介森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 長谷川 一男 ４６４－ ８１：５５．７� １６６．０�
７１３ ワンダフルフェロー 牡３黒鹿５６ 中村 将之岩� 僖澄氏 谷 潔 新冠 清水 克則 ４５０＋ ８１：５６．３３� １７０．６�
７１４ サンレイホーム 牡３栗 ５６ 武 幸四郎永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 ４９２－ ４１：５６．６１� ７４．５�
４７ ヤマカツメビウス 牡３栗 ５６ 北村 友一山田 和夫氏 武田 博 浦河 久保 時夫 ５１６－ ８１：５６．８１� １４４．８�
８１５ カシノアラシ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 ４６８± ０１：５８．１８ ２９８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，３５９，０００円 複勝： ２７，８９０，１００円 枠連： ９，７１０，４００円

馬連： ２６，１５７，７００円 馬単： ２２，２０３，４００円 ワイド： １３，７８６，５００円

３連複： ４０，２９０，１００円 ３連単： ７６，２９２，２００円 計： ２２８，６８９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２８０円 枠 連（２－５） ４１０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ４２０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� ５，０２０円

票 数

単勝票数 計 １２３５９０ 的中 � ６２１０２（１番人気）
複勝票数 計 ２７８９０１ 的中 � １６２７７１（１番人気）� ２８６８０（２番人気）� １１７７９（６番人気）
枠連票数 計 ９７１０４ 的中 （２－５） １７４９８（１番人気）
馬連票数 計 ２６１５７７ 的中 �� ４２５５５（１番人気）
馬単票数 計 ２２２０３４ 的中 �� ２６７１６（１番人気）
ワイド票数 計 １３７８６５ 的中 �� ２２６８２（１番人気）�� ７４６４（５番人気）�� ２９６４（１１番人気）
３連複票数 計 ４０２９０１ 的中 ��� １５６２９（７番人気）
３連単票数 計 ７６２９２２ 的中 ��� １１２２３（１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．８―１３．３―１３．１―１２．８―１２．９―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．５―４９．８―１：０２．９―１：１５．７―１：２８．６―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシングッデイ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 Broad Brush デビュー ２０１２．２．４ 京都５着

２００９．４．２０生 牡３黒鹿 母 キングストンガール 母母 Adventurous Di ６戦１勝 賞金 １２，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイショウダンジリ号
（非抽選馬） １頭 スノーウエーブ号

第３回 京都競馬 第８日



１２０８７ ５月１３日 晴 良 （２４京都３）第８日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０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

５８ マキハタテノール 牡３鹿 ５６ 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８６＋ ２２：０１．０ ４．０�

２２ ベ ル ニ ー ニ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７４－ ６ 〃 アタマ ３．７�

７１３ マイネルアイザック 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �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 ４４２－ ２２：０１．２１� ８．４�

６１０ ダイシンハンター 牡３鹿 ５６ 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ １１．８�

３５ ブルータンザナイト 牡３青鹿５６ 幸 英明桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ５４０＋ ４２：０１．３� ５．６�
１１ ユキノサムライ 牡３栗 ５６

５３ ▲菱田 裕二村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４５２＋ ４２：０２．２５ １１．２	
８１５ エイトビート �３鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ２２：０２．４１	 ６．６

６１１ ビコーワンダフル 牝３栗 ５４ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４２８＋ ４２：０２．８２	 ３１５．４�
４７ 
 ジヴェルニーアート 牝３鹿 ５４ 国分 恭介シンボリ牧場 吉田 直弘 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４４０± ０２：０２．９クビ ２８８．１�
３４ ワイルドローズ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 ４６８－ ２２：０３．２２ １２２．８
５９ ラインミッシェル 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 上村 清志 ４６０＋ ８２：０３．３	 ２２１．３�
２３ ビバドルドナ 牡３栗 ５６ 国分 優作北所 直人氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 春雄 ４２０－ ２２：０３．７２	 １８０．８�
７１２ ティンタジェル 牝３黒鹿５４ 浜中 俊吉田 和美氏 荒川 義之 洞爺湖 メジロ牧場 ４３４＋ ２２：０４．０２ １２．５�
４６ エリモゲイル 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも エクセルマネジメント ４７０－ ８２：０４．３１� １０８．５�
８１４ ケイウンニシキ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二鋤元 節夫氏 飯田 雄三 浦河 渡辺牧場 ４２６－ ８ 〃 アタマ ２５０．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，９２５，０００円 複勝： ２３，９６５，７００円 枠連： １０，６５５，５００円

馬連： ３５，９０５，３００円 馬単： ２５，４６３，９００円 ワイド： １６，４１１，８００円

３連複： ５０，６３２，７００円 ３連単： ７７，４３９，３００円 計： ２５４，３９９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（２－５） １，０８０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ６２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，８３０円 ３ 連 単 ��� ９，８８０円

票 数

単勝票数 計 １３９２５０ 的中 � ２７６１０（２番人気）
複勝票数 計 ２３９６５７ 的中 � ３５０４２（３番人気）� ４３５５８（１番人気）� ３１１５４（４番人気）
枠連票数 計 １０６５５５ 的中 （２－５） ７２８７（４番人気）
馬連票数 計 ３５９０５３ 的中 �� ２６６０２（２番人気）
馬単票数 計 ２５４６３９ 的中 �� ９３０９（４番人気）
ワイド票数 計 １６４１１８ 的中 �� １０６２４（１番人気）�� ６２８６（８番人気）�� ９５８５（４番人気）
３連複票数 計 ５０６３２７ 的中 ��� ２０４７９（２番人気）
３連単票数 計 ７７４３９３ 的中 ��� ５７８５（１３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．１―１３．０―１２．５―１２．７―１２．２―１１．９―１１．１―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．０―３６．１―４９．１―１：０１．６―１：１４．３―１：２６．５―１：３８．４―１：４９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マキハタテノール �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２０１１．９．１８ 阪神１３着

２００９．３．１３生 牡３鹿 母 マキハタサーバー 母母 マキハタビューティ １０戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
※ビコーワンダフル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２０８８ ５月１３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都３）第８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

３４ ヴァンダライズ 牡５栗 ６０ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４７６－ ２３：１３．７ １．７�

５７ � モ ル エ ラ ン �７青鹿６０ 草野 太郎 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４７４－ ８３：１４．０２ ２９．０�
４６ � コブラボール 牡８青鹿６０ 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４７８－ ８３：１４．２１� １８．６�
７１１� シシャモフレンド 牝７鹿 ５８ 白浜 雄造阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４８０－ ２３：１５．４７ ４．７�
８１３ ジールドリル 牡５鹿 ６０ 山本 康志前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２４－１６３：１５．６１� ３４．３�
６９ ドラゴンハンター 牡５青鹿６０ 五十嵐雄祐櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４８８－ ４３：１６．０２� １０．８�
６１０� モエレマジックマン 牡７黒鹿６０ 大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ５１０＋ ４３：１６．２１� ２５９．９	
７１２ アドマイヤスコール 牡４鹿 ５９ 西谷 誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９４＋１２３：１６．８３� ７．２

４５ � エーシンイグアス 牡４鹿 ５９ 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 ５２０＋ ４３：１７．４３� ６９．４�
１１ オープンセサミ 牡９鹿 ６０ 今村 康成松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ６ 〃 ハナ ３６．５
８１４� メイショウダイクン 牡６鹿 ６０ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ５１０＋１０３：２２．６大差 １５７．８�
５８ スナークツバサ 牡６芦 ６０ 北沢 伸也杉本 豊氏 野中 賢二 様似 清水スタッド ４９０± ０ （競走中止） ９６．４�
２２ メイショウイッキ 牡７鹿 ６０ 小坂 忠士松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４８６± ０ （競走中止） ２１．６�
３３ � スイートゲイナー 牝５黒鹿５８ 平沢 健治シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 シンボリ牧場 ４６２± ０ （競走中止） １９８．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，２１３，０００円 複勝： １８，８０７，７００円 枠連： １２，２６０，８００円

馬連： ３１，０３５，４００円 馬単： ２７，２７３，７００円 ワイド： １４，６４７，７００円

３連複： ４５，９５４，９００円 ３連単： ８８，３５６，８００円 計： ２５２，５５０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ４４０円 � ４１０円 枠 連（３－５） １，５５０円

馬 連 �� １，７１０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ６４０円 �� ２，４６０円

３ 連 複 ��� ５，７５０円 ３ 連 単 ��� １８，５８０円

票 数

単勝票数 計 １４２１３０ 的中 � ６６２７８（１番人気）
複勝票数 計 １８８０７７ 的中 � ７６２３９（１番人気）� ７３４８（７番人気）� ８１１７（６番人気）
枠連票数 計 １２２６０８ 的中 （３－５） ５８６９（５番人気）
馬連票数 計 ３１０３５４ 的中 �� １３４４２（６番人気）
馬単票数 計 ２７２７３７ 的中 �� ８８３１（８番人気）
ワイド票数 計 １４６４７７ 的中 �� ５４７７（８番人気）�� ５８４６（６番人気）�� １３８２（２５番人気）
３連複票数 計 ４５９５４９ 的中 ��� ５９０２（１９番人気）
３連単票数 計 ８８３５６８ 的中 ��� ３５１１（４８番人気）

上り １マイル １：４５．６ ４F ５０．９－３F ３７．５
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴァンダライズ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００９．１０．１８ 東京４着

２００７．５．１生 牡５栗 母 ピンクタートル 母母 Turtle Cove 障害：２戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走中止〕 スイートゲイナー号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，転倒したため競走中止。

メイショウイッキ号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，転倒したため競走中止。なお，同馬は疾病〔鼻出血
（２回目）〕を発症。
スナークツバサ号は，２周目５号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。

〔鼻出血による出走制限〕 メイショウイッキ号は，平成２４年７月１３日まで出走できない。



１２０８９ ５月１３日 晴 良 （２４京都３）第８日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１１ ケージーハヤブサ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ４９４＋ ８１：１１．１ ２．０�

８１４ スイートジュエリー 牝３黒鹿５４ 和田 竜二下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５０４－ ６１：１１．９５ ６．７�
５８ エーシンブランコス 牡３芦 ５６ 小牧 太�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４０６＋ ２ 〃 クビ ５．１�
６１０� セ イ ラ 牝３栗 ５４ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４３０－ ２１：１２．１１� １３．３�
７１３ カシノインカローズ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３４＋ ４１：１２．２� １３４．０�
３４ オ リ ー ブ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４４４＋ ４１：１２．６２� ２６．７	
８１５ グランプリブルー 牡３栗 ５６ 安藤 勝己�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４８０± ０１：１２．７� ２１．５

７１２ キングヒーロー 牡３黒鹿５６ 北村 友一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ５００＋ ２１：１２．８� ２６．２�
４７ メイショウマサシゲ 牡３栗 ５６ 川田 将雅松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 新冠橋本牧場 ４７６＋ ４１：１２．９	 ８６．３�
４６ シューサクオー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７６± ０１：１３．２２ ９．７
２２ トウショウハマー 牡３栗 ５６ 幸 英明トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５６６＋ ８１：１３．３	 １８．４�
５９ ナムラビーム 牝３芦 ５４ 柴田 大知奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 ４４８＋ ４１：１３．５１� ３９．７�
３５ ヴィーガトウショウ 牝３鹿 ５４ 国分 優作トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５２＋１０１：１３．８１	 １７４．０�
６１１� スプリームブルー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４８６± ０１：１４．０	 ３３８．３�
２３ ジ ェ ノ ア 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三大社 聡氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４５０＋ ４１：１４．１� ２７７．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，１３３，８００円 複勝： ３６，００２，０００円 枠連： １３，８００，０００円

馬連： ４６，７１２，０００円 馬単： ３６，４４５，１００円 ワイド： ２２，７８１，３００円

３連複： ６５，９７４，８００円 ３連単： １２２，３２７，３００円 計： ３６４，１７６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（１－８） ４３０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２００円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ４，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２０１３３８ 的中 � ８０２８７（１番人気）
複勝票数 計 ３６００２０ 的中 � １２９６７５（１番人気）� ４３８４１（３番人気）� ６１３９８（２番人気）
枠連票数 計 １３８０００ 的中 （１－８） ２４０７８（１番人気）
馬連票数 計 ４６７１２０ 的中 �� ５５５４０（２番人気）
馬単票数 計 ３６４４５１ 的中 �� ２５５７３（２番人気）
ワイド票数 計 ２２７８１３ 的中 �� １８９８２（２番人気）�� ３３３６６（１番人気）�� ６７３６（８番人気）
３連複票数 計 ６５９７４８ 的中 ��� ４０２８６（２番人気）
３連単票数 計１２２３２７３ 的中 ��� ２１３１７（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１１．８―１２．０―１２．５

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．３
３ １，９－（２，１１）（４，１４）１２（５，７，１０）－６，３（１３，１５）－８ ４ １，９，２，１４，４（１１，１０）（５，１２）（７，６）（３，１５）（１３，８）

勝馬の
紹 介

ケージーハヤブサ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．７．１６ 新潟８着

２００９．３．１８生 牡３鹿 母 ケージーレインボー 母母 ケージービューティ ７戦２勝 賞金 １９，６００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※ナムラビーム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２０９０ ５月１３日 晴 良 （２４京都３）第８日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５５ ゴーイングストーン 牡３栗 ５６ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４５８－ ４１：４７．３ １５．４�

２２ フレージャパン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５６＋ ６１：４７．４� ２．１�
１１ クリスマスマーベル 牡３青鹿５６ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４７４＋ ６１：４７．７１� ３５．７�
３３ サカジロオー 牡３栗 ５６ 幸 英明ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 ４５０－ ２１：４７．８� ３．１�
６６ カシノエルフ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 ４６０－ ４１：４８．０１� ２４．６�
８８ アズマリュウセイ 牡３黒鹿５６ 国分 優作東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ５０４＋ ４１：４８．２１� １６．７�
４４ ブラボープリンス 牡３栗 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ４．１	
７７ � セフティーフライト 牡３栗 ５６ 中村 将之原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４３０－ ６１：４８．６２	 ６６．４


（８頭）

売 得 金

単勝： １６，３４４，０００円 複勝： １７，９５８，０００円 枠連： 発売なし

馬連： ３２，９４１，４００円 馬単： ２７，４９３，２００円 ワイド： １２，６６４，４００円

３連複： ４４，１８８，３００円 ３連単： １２３，３２５，５００円 計： ２７４，９１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ２９０円 � １２０円 � ４８０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，９４０円 馬 単 �� ５，２１０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ２，４３０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� １０，８４０円 ３ 連 単 ��� ７５，２２０円

票 数

単勝票数 計 １６３４４０ 的中 � ８４０３（４番人気）
複勝票数 計 １７９５８０ 的中 � １１９６０（４番人気）� ６９３０１（１番人気）� ６４５３（７番人気）
馬連票数 計 ３２９４１４ 的中 �� １２５７７（４番人気）
馬単票数 計 ２７４９３２ 的中 �� ３８９８（１５番人気）
ワイド票数 計 １２６６４４ 的中 �� ４７０４（５番人気）�� １２２６（２０番人気）�� ３３３５（１３番人気）
３連複票数 計 ４４１８８３ 的中 ��� ３０１０（２５番人気）
３連単票数 計１２３３２５５ 的中 ��� １２１０（１３７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．３―１２．０―１２．５―１２．６―１２．２―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．０―４７．０―５９．５―１：１２．１―１：２４．３―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴーイングストーン �
�
父 クーリンガー �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２０１１．７．１０ 京都２着

２００９．４．１０生 牡３栗 母 グランドグリーン 母母 メタモルフォース １４戦２勝 賞金 １７，３５０，０００円



１２０９１ ５月１３日 晴 良 （２４京都３）第８日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０分 （芝・右・外）

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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

６１２ メイショウコウセイ 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９８－ ２１：２１．１ ６．０�

７１４ アイムヒアー 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４６８＋ ８１：２１．２� ３１．４�
７１５ アドマイヤコリン 牡４青鹿５７ 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４４４＋１０１：２１．４１� ５．２�
８１６ ユキノサイレンス 牡５鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二ロイヤルパーク 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４７６＋ ８ 〃 クビ ４０．８�
１２ アマルフィターナ 牝５黒鹿５５ 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 ４６２＋ ４１：２１．５	 ３４．０�
２４ 
 シゲルハンベイ 牡５栗 ５７ 和田 竜二森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 ５０４＋１２ 〃 ハナ ４０．２�
１１ リバーハイランド 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４８２± ０１：２１．６クビ ４．９	
３５ 
 イクゼギンギラギン 牡４青鹿５７ 武 幸四郎佐々木完二氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ９１：２１．７� ２１．６

５９ ハギノトラスト 牝６栃栗５５ 安藤 勝己安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５０＋ ２１：２１．８	 ８．１�
５１０
 コパノハリケーン 牡４鹿 ５７ 国分 恭介小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４９０± ０ 〃 アタマ ２０２．５�
８１７ パイクスピーク 牝４鹿 ５５ 幸 英明 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ５１２＋１４１：２１．９� ２９．３
４７ サクラプリエール 牝４黒鹿５５ 川田 将雅�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ ３．７�
６１１ アフロディシアス 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新冠 村本牧場 ４４０＋ ２ 〃 ハナ ２５．２�
８１８ カナエチャン 牝４青鹿５５ 国分 優作長井 純一氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 ４４４＋ ４１：２２．４３ ６９．４�
２３ ウルトラファイン 牡４栗 ５７ 柴田 大知井山 登氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B５０６－ ８１：２２．６１� １４２．４�
４８ 
 エムアイボニータ 牝５栗 ５５ 北村 友一馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 B４６４－ ４１：２２．７	 １７８．６�
３６ 
 カシノハクリュウ 牡５芦 ５７

５４ ▲花田 大昂柏木 務氏 梅内 忍 様似 中村 俊紀 ５３２＋ ６１：２３．２３ ３９１．４�
７１３� タツフラッシュ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock ４８０＋ ４１：２３．５２ ２５．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，２１８，８００円 複勝： ３４，７２１，１００円 枠連： １６，９５６，４００円

馬連： ５６，８３３，３００円 馬単： ３５，９２７，５００円 ワイド： ２５，８５３，６００円

３連複： ７９，１７５，８００円 ３連単： １１８，７６９，７００円 計： ３８７，４５６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２５０円 � ７４０円 � ２４０円 枠 連（６－７） １，２１０円

馬 連 �� ８，３１０円 馬 単 �� １５，３００円

ワ イ ド �� ２，５６０円 �� １，０３０円 �� ２，９７０円

３ 連 複 ��� １８，３３０円 ３ 連 単 ��� １１３，１００円

票 数

単勝票数 計 １９２１８８ 的中 � ２５５６７（４番人気）
複勝票数 計 ３４７２１１ 的中 � ４００６９（４番人気）� １０３２６（９番人気）� ４３１８７（３番人気）
枠連票数 計 １６９５６４ 的中 （６－７） １０３８３（６番人気）
馬連票数 計 ５６８３３３ 的中 �� ５０５３（３３番人気）
馬単票数 計 ３５９２７５ 的中 �� １７３３（５３番人気）
ワイド票数 計 ２５８５３６ 的中 �� ２４５８（２９番人気）�� ６４０７（１０番人気）�� ２１０５（３５番人気）
３連複票数 計 ７９１７５８ 的中 ��� ３１８８（６５番人気）
３連単票数 計１１８７６９７ 的中 ��� ７７５（３５０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．７―１１．６―１１．５―１１．１―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．４―４７．０―５８．５―１：０９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．１
３ １４，１６（４，１３）（５，１２）（３，２）１８（１，９，１７）（８，１１，１５）（７，１０）６ ４ １４，１６（４，１３）（５，１２，１７）（３，２）（１，１８，１５）９（８，１１，１０）７－６

勝馬の
紹 介

メイショウコウセイ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 El Gran Senor デビュー ２００８．６．２９ 阪神６着

２００６．３．９生 牡６鹿 母 ハイパスチャー 母母 Summer Retreat ２８戦３勝 賞金 ３４，０３０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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 キャロルロゼ号・ツカサリボン号

１２０９２ ５月１３日 晴 良 （２４京都３）第８日 第８競走 ��
��１，９００�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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

４４ ゴールドルースター 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ８２：００．４ １４．０�

７１０ シゲルダイセン 牡６鹿 ５７ 国分 恭介森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４８２－ ２ 〃 アタマ ４３．２�
５５ � メイショウピゴット 牡５黒鹿５７ 川田 将雅松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６４－ ２２：００．５� ８．７�
７９ オズフェスト 牡４芦 ５７ 小牧 太�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 ５０４± ０２：００．６クビ ５．０�
８１１ ゼ ロ セ ン 	４鹿 ５７ 秋山真一郎長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム ４５４＋ ６２：００．７
 ６１．７�
６８ ブライトジェム 牡４栗 ５７ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ５．１�
２２ シーズガレット 牝４栗 ５５ 藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５４＋ ６２：００．８
 ２．０	
３３ � オグリシュンコー 牡４芦 ５７

５４ ▲中井 裕二小栗 孝一氏 鹿戸 明 新冠 中村農場 ４７６± ０２：０１．２２
 ３５６．０

５６ � コイスキャーレ 牡５黒鹿５７ 国分 優作浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５３６－ ２ 〃 アタマ ４７．７�
６７ シンワカントリー 牡４黒鹿５７ 和田 竜二若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム ５０２＋ ６２：０１．８３
 １５３．５�
８１２ エーシンギガウイン 牡４鹿 ５７ 浜中 俊栄進堂 沖 芳夫 浦河 多田 善弘 ５２４＋１０２：０１．９クビ １１．５�
１１ � アロハタワー 牡５栗 ５７ 北村 友一細川祐季子氏 藤岡 健一 平取 稲原牧場 ４９６＋ ８２：０３．２８ ６０．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，０３２，４００円 複勝： ２９，３９７，５００円 枠連： １２，３３５，９００円

馬連： ５２，００７，０００円 馬単： ３９，８１１，０００円 ワイド： ２０，７３４，７００円

３連複： ６７，１６１，１００円 ３連単： １４３，１３６，１００円 計： ３８８，６１５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４００円 複 勝 � ３５０円 � ８６０円 � ２６０円 枠 連（４－７） ２，７６０円

馬 連 �� ２２，１１０円 馬 単 �� ３５，９７０円

ワ イ ド �� ２，７６０円 �� １，１３０円 �� ３，９００円

３ 連 複 ��� ４０，６７０円 ３ 連 単 ��� ３１４，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２４０３２４ 的中 � １３５９５（６番人気）
複勝票数 計 ２９３９７５ 的中 � ２２５６１（５番人気）� ７８８９（８番人気）� ３３５９７（４番人気）
枠連票数 計 １２３３５９ 的中 （４－７） ３３０５（１２番人気）
馬連票数 計 ５２００７０ 的中 �� １７３６（３７番人気）
馬単票数 計 ３９８１１０ 的中 �� ８１７（６４番人気）
ワイド票数 計 ２０７３４７ 的中 �� １８２９（２３番人気）�� ４６８８（１３番人気）�� １２８４（３３番人気）
３連複票数 計 ６７１６１１ 的中 ��� １２１９（７７番人気）
３連単票数 計１４３１３６１ 的中 ��� ３３６（４９２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．２―１８．５―３０．３―４３．５―５６．４―１：０９．５―１：２２．４―１：３５．０―１：４７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．０
１
３
１－１１－（３，５）－（６，７）（４，８）－（１０，１２）２－９
１（３，１１）５（４，７）（１０，６，８，１２）２－９

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

勝馬の
紹 介

ゴールドルースター �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．８．１ 函館７着

２００８．４．２７生 牡４鹿 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー ２０戦２勝 賞金 ２２，１２０，０００円



１２０９３ ５月１３日 晴 良 （２４京都３）第８日 第９競走 ��
��１，８００�パールステークス

発走１４時１５分 （芝・右・外）

牝，４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４４ シースナイプ 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４１：４６．４ ６．０�

６９ ラ ブ フ ー ル 牝５黒鹿５５ 北村 友一小林竜太郎氏 梅田 智之 池田 新田牧場 ４８０＋１２ 〃 クビ １０．３�
８１３ スマートシルエット 牝５鹿 ５５ 小牧 太大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：４６．５クビ ３．９�
５７ ベストクルーズ 牝５芦 ５５ 安藤 勝己飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３６－ ６ 〃 クビ １１．２�
２２ ギンザボナンザ 牝５青 ５５ 佐藤 哲三有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２１：４６．６� ３０．５�
４５ サクラクローバー 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４６２＋ ４１：４６．７クビ ５５．４�
７１１ メルヴェイユドール 牝５黒鹿５５ 幸 英明 	サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６＋ ４ 〃 ハナ ２５．２

８１２ ビッグスマイル 牝４黒鹿５５ 川田 将雅大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 B４４６＋ ４ 〃 アタマ ４．２�
１１ マイネオーチャード 牝４栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４５２± ０１：４６．８� ５７．９�
７１０ ワルキューレ 牝８青 ５５ 和田 竜二岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 インターナシヨナル牧場 ５００－ ２１：４６．９� ４０．８
６８ アドマイヤセプター 牝４栗 ５５ 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７６＋２６ 〃 ハナ ５．４�
５６ リトルダーリン 牝４黒鹿５５ 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４１４－ ２ 〃 アタマ １７．９�
３３ コウエイオトメ 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４８２＋ ２１：４７．０� ２８．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３３，８８６，０００円 複勝： ６０，６３８，８００円 枠連： ２８，８４９，５００円

馬連： １０８，５９６，５００円 馬単： ６０，３０９，４００円 ワイド： ３９，４９４，４００円

３連複： １３２，１９２，９００円 ３連単： ２２９，４５８，１００円 計： ６９３，４２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １９０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（４－６） １，２８０円

馬 連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ５，１６０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� ４２０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ３，４５０円 ３ 連 単 ��� ２５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３３８８６０ 的中 � ４４６８３（４番人気）
複勝票数 計 ６０６３８８ 的中 � ８２９１０（３番人気）� ５０４９６（６番人気）� １３０４８９（１番人気）
枠連票数 計 ２８８４９５ 的中 （４－６） １６７１０（６番人気）
馬連票数 計１０８５９６５ 的中 �� ２８８９７（１４番人気）
馬単票数 計 ６０３０９４ 的中 �� ８６２９（２０番人気）
ワイド票数 計 ３９４９４４ 的中 �� ９７００（１２番人気）�� ２５０７２（２番人気）�� １１３３２（９番人気）
３連複票数 計１３２１９２９ 的中 ��� ２８３００（８番人気）
３連単票数 計２２９４５８１ 的中 ��� ６６１１（６８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１１．８―１２．６―１２．５―１１．７―１１．２―１１．０―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．０―４８．６―１：０１．１―１：１２．８―１：２４．０―１：３５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シースナイプ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１０．２．１４ 京都６着

２００７．２．２８生 牝５鹿 母 マニフィカート 母母 ミ ュ ン シ ー １９戦５勝 賞金 ９３，７６１，０００円

１２０９４ ５月１３日 晴 良 （２４京都３）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�

あおい

葵 ス テ ー ク ス
発走１４時５０分 （芝・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１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

６１１ マコトナワラタナ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４３６± ０１：０８．０ ７．２�

８１４ ゴールデンムーン 牝３栗 ５４ 浜中 俊�G１レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 ４５６＋ ６１：０８．２１� １４．１�
５８ マイネルアダマス 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B４０２± ０ 〃 アタマ ７９．４�
５９ ヒシワイルド 牡３鹿 ５６ 国分 恭介阿部雅一郎氏 河内 洋 新冠 飛渡牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ ４８．９�
７１３ アースソニック 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４６８＋ ４１：０８．４１� １２．８�
７１２ レディーメグネイト 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ５０６＋ ６１：０８．６１� ３８．３	
４７ ニシノスタイル 牡３鹿 ５６ 小牧 太西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 川上牧場 ４８２＋ ４ 〃 アタマ ４．０

１１ ファインチョイス 牝３鹿 ５５ 川田 将雅宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 ４５２＋ ６１：０８．７� ５．６�
２２ ハクサンムーン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎河� 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 ４５２＋ ８１：０８．９１� ３．３�
２３ ゴーイングパワー 牡３鹿 ５７ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６２－ ４１：０９．０	 ３８．０
３５ アグネスハビット 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４５８± ０ 〃 クビ ２１．３�
３４ メイショウヒデタダ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４６６＋ ２１：０９．２１ １６．４�
８１５ モズベラベラ 牡３栗 ５６ 北村 友一北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ ７５．３�
４６ レーザーインパクト 牡３鹿 ５６ 幸 英明杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４４２＋ ８１：０９．３	 ６０．６�
６１０ ヒ ー ラ 牝３鹿 ５４ 国分 優作平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 ４２４－ ２１：０９．７２	 ８８．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，４９４，１００円 複勝： ５７，８３５，２００円 枠連： ２５，１９１，５００円

馬連： １２０，９７１，４００円 馬単： ６６，６７８，６００円 ワイド： ４３，１２９，３００円

３連複： １５５，３８９，４００円 ３連単： ２６１，９２０，３００円 計： ７６８，６０９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２６０円 � ３３０円 � １，３９０円 枠 連（６－８） ２，４３０円

馬 連 �� ３，３６０円 馬 単 �� ５，８３０円

ワ イ ド �� １，３３０円 �� ６，４２０円 �� ８，７７０円

３ 連 複 ��� ８０，７６０円 ３ 連 単 ��� ３６３，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３７４９４１ 的中 � ４１３５３（４番人気）
複勝票数 計 ５７８３５２ 的中 � ６７５３４（４番人気）� ４７４８１（５番人気）� ９２５５（１２番人気）
枠連票数 計 ２５１９１５ 的中 （６－８） ７６５４（１４番人気）
馬連票数 計１２０９７１４ 的中 �� ２６６２１（１３番人気）
馬単票数 計 ６６６７８６ 的中 �� ８４４５（２５番人気）
ワイド票数 計 ４３１２９３ 的中 �� ８２５６（１３番人気）�� １６３１（６６番人気）�� １１８９（７７番人気）
３連複票数 計１５５３８９４ 的中 ��� １４２０（１９２番人気）
３連単票数 計２６１９２０３ 的中 ��� ５３２（８９９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．０―１１．４―１１．３―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３３．９―４５．３―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトナワラタナ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．１５ 小倉４着

２００９．１．２７生 牝３鹿 母 マコトキンラン 母母 ブゼンキャンドル ６戦３勝 賞金 ３４，１２９，０００円
〔発走状況〕 ヒーラ号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。

ニシノスタイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 ヒーラ号・ニシノスタイル号は，発走調教再審査。

１レース目



１２０９５ ５月１３日 晴 良 （２４京都３）第８日 第１１競走 ��
��１，４００�

りっとう

栗東ステークス
発走１５時３０分 （ダート・右）

４歳以上，２３．５．１４以降２４．５．６まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
栗東市長賞（１着）

賞 品
本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

８１５� ファリダット 牡７青鹿５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Management ４８２＋ ４１：２３．１ ７．６�

６１１ トウショウカズン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５３２－ ３１：２３．４１� ３．７�
３５ ナムラタイタン 牡６栗 ５８．５ 太宰 啓介奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５１４± ０１：２３．６１� ３．４�
４８ スリーアリスト 牡７栗 ５３ 中井 裕二永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ５０６－ ２１：２３．７� １３５．３�
２３ � シゲルソウサイ 牡４鹿 ５５ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments ５０６＋ ６ 〃 クビ １２．４�
８１６� インオラリオ 牡７鹿 ５７ 浜中 俊藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita ５２２± ０１：２３．８クビ ７．１�
４７ アイアムアクトレス 牝４鹿 ５４ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８４＋ ５１：２４．２２� ２８．１	
６１２ アンノルーチェ 牡７鹿 ５４ 小坂 忠士
ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５２－ ２ 〃 クビ １５５．７�
５９ タイセイレジェンド 牡５栗 ５７ 藤岡 康太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B５２６－ ８１：２４．３� １０．７�
５１０ ケイアイテンジン 牡６栗 ５７ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４７８＋ ４１：２４．４� １４．７
３６ メイショウデイム 牝５黒鹿５３ 渡辺 薫彦松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４６６＋ ４１：２４．６１	 ４７．６�
２４ ニシオドリーム 牡４黒鹿５５ 小牧 太西尾 午郎氏 鹿戸 明 浦河 中島牧場 ４６８－ ４１：２４．９１� １８．１�
１１ クリスタルボーイ 牡５芦 ５５ 和田 竜二ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４９２－ ８１：２５．０� ３５．４�
１２ シャイニングアワー 牡７栗 ５３ 柴田 大知 
ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ４９８＋ ８１：２５．１クビ ２１６．７�
７１４ エアティアーモ 牝５青鹿５２ 石橋 守 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：２５．８４ １２５．１�
７１３ ニシノステディー 牝４栗 ５２ 国分 優作西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７６－ ６１：２６．４３� １４６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，５２９，８００円 複勝： ６６，２８４，３００円 枠連： ５８，２７６，６００円

馬連： ２２４，１５４，８００円 馬単： １２２，０１７，５００円 ワイド： ６５，９５８，６００円

３連複： ２８１，０２９，８００円 ３連単： ５３４，１７７，１００円 計： １，４００，４２８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １４０円 枠 連（６－８） ７２０円

馬 連 �� １，６５０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ６２０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，７７０円 ３ 連 単 ��� １４，４８０円

票 数

単勝票数 計 ４８５２９８ 的中 � ５０９６１（４番人気）
複勝票数 計 ６６２８４３ 的中 � ７４２２４（３番人気）� １３７０８６（１番人気）� １３５６８０（２番人気）
枠連票数 計 ５８２７６６ 的中 （６－８） ５９８１１（２番人気）
馬連票数 計２２４１５４８ 的中 �� １００３５７（５番人気）
馬単票数 計１２２０１７５ 的中 �� ２３４０１（１４番人気）
ワイド票数 計 ６５９５８６ 的中 �� ２８７１４（３番人気）�� ２４３６５（６番人気）�� ６６１８５（１番人気）
３連複票数 計２８１０２９８ 的中 ��� １１７２６９（２番人気）
３連単票数 計５３４１７７１ 的中 ��� ２７２２８（２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．４―１１．９―１２．１―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．６―４６．５―５８．６―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ファリダット �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Sunday Silence デビュー ２００７．１２．１ 阪神１着

２００５．１．２８生 牡７青鹿 母 Believe 母母 Great Christine ３４戦４勝 賞金 ２０２，４９８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１８頭 アドマイヤコマンド号・アドマイヤロイヤル号・インペリアルマーチ号・オウケンサクラ号・カリバーン号・

ガンマーバースト号・ゴールドバシリスク号・サウンドアクシス号・ジェネラルノブレス号・スタッドジェルラン号・
トウショウブリッツ号・トーホウチェイサー号・ナニハトモアレ号・ピースオブパワー号・ブライトアイザック号・
マイネルフォーグ号・マルカベンチャー号・ロードバリオス号

１２０９６ ５月１３日 晴 良 （２４京都３）第８日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

８１３ アルマリンピア 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４７４± ０１：０７．９ ２．２�

４５ ミヤジエムジェイ 牡４鹿 ５７ 小牧 太曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ５００＋ ２１：０８．０� ６．４�
５７ ウインドジャズ 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４８８＋ ６１：０８．１� ５７．６�
７１１ ルアーズストリート 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４５６－ ２１：０８．３１� ５．２�
１１ アルーリングムーン 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋１０１：０８．４� ６８．２�
４４ ビットスターダム 牡４芦 ５７ 北村 友一馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ２１．７�
６９ グッドルッキング 牝６芦 ５５

５２ ▲菱田 裕二長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８± ０１：０８．５クビ １３．１	

５６ ナムラドリーミー 牝４鹿 ５５ 幸 英明奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ４０．５

７１０ ダンシングロイヤル 牝４鹿 ５５ 川田 将雅藤田 浩氏 大竹 正博 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 ４６８－ ４１：０８．６	 １０．６�
６８ メイショウバレーヌ 牝８栗 ５５

５２ ▲中井 裕二松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ２１４．２�
３３ モ ト ヒ メ 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二黒澤 尚氏 清水 久詞 新ひだか 岡田スタツド ４５２＋１０１：０８．７	 １４．６
２２ ロードハリアー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 ４７４＋ ６１：０９．０１� ９．７�

（１２頭）
８１２
 マヤノリュウジン 牡５栗 ５７ 浜中 俊田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４６，５０３，０００円 複勝： ６０，７５２，３００円 枠連： ３３，０５１，８００円

馬連： １３４，４４６，４００円 馬単： ７８，９１０，６００円 ワイド： ４５，８８８，３００円

３連複： １５５，４９４，５００円 ３連単： ３２３，９６７，４００円 計： ８７９，０１４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ８２０円 枠 連（４－８） ７４０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ２，１２０円 �� ３，０５０円

３ 連 複 ��� １０，３４０円 ３ 連 単 ��� ３９，８１０円

票 数

単勝票数 差引計 ４６５０３０（返還計 ２４６２） 的中 � １７０６１３（１番人気）
複勝票数 差引計 ６０７５２３（返還計 １９６０） 的中 � １６５０９４（１番人気）� ７２２５６（３番人気）� １３１７９（１０番人気）
枠連票数 差引計 ３３０５１８（返還計 ２３６３） 的中 （４－８） ３３００９（２番人気）
馬連票数 差引計１３４４４６４（返還計 ２３７２６） 的中 �� １０５４６９（２番人気）
馬単票数 差引計 ７８９１０６（返還計 １５４６６） 的中 �� ３４１４９（３番人気）
ワイド票数 差引計 ４５８８８３（返還計 ５８３９） 的中 �� ３３１０９（２番人気）�� ５０３３（３１番人気）�� ３４５２（３８番人気）
３連複票数 差引計１５５４９４５（返還計 ４０７９９） 的中 ��� １１１０１（３９番人気）
３連単票数 差引計３２３９６７４（返還計 ８１９３６） 的中 ��� ６００６（１３２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．０―１１．３―１１．１―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．２―４５．５―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマリンピア �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．３．２６ 小倉１着

２００８．３．１１生 牝４鹿 母 テイクザレインズ 母母 クラシックダンサー １０戦３勝 賞金 ４０，９１８，０００円
〔出走取消〕 マヤノリュウジン号は，疾病〔左後肢挫創〕のため出走取消。

４レース目



（２４京都３）第８日 ５月１３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 １７０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

２２１，３６０，０００円
４，３２０，０００円
１，３９０，０００円
２０，２３０，０００円
５９，０３１，５００円
５，０９４，８００円
１，６３２，０００円

勝馬投票券売得金
３０１，５６４，４００円
４５８，３６９，８００円
２３２，１２０，６００円
９０４，９３１，０００円
５６７，９１７，５００円
３３８，３８８，７００円
１，１７４，０２６，５００円
２，１８３，７２９，５００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 ６，１６１，０４８，０００円

総入場人員 ２４，２４２名 （有料入場人員 ２２，３４２名）


