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１２０９７ ５月１９日 晴 良 （２４京都３）第９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 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

７１４ メイショウユメゴゼ 牝３栃栗５４ 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４５６＋ ２１：１１．７ ２．７�

３５ マリントウショウ 牝３青鹿５４ 浜中 俊トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６２＋１０１：１２．８７ ９．６�
５１０ ラプターフィリー 牝３栗 ５４ 小牧 太佐藤 恭永氏 羽月 友彦 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋ ８１：１２．９� １８．５�
１２ キタサンテンニョ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�大野商事 鹿戸 明 新冠 �渡 信義 ４５８＋ ４１：１３．１１� １０２．７�
２４ ダブルプライム 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４５０± ０ 〃 クビ ５．０	
４８ シゲルライム 牝３栗 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 中村 雅明 ４１２± ０１：１３．３１� ５９．３

６１１ ローザロッチェ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太�川美枝子氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ５００± ０１：１３．４� ３５．２�
１１ テイケイフロックス 牝３黒鹿５４ 幸 英明兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４８８－ ６１：１３．５クビ ７．８�
６１２ ワンサイドゲーム 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ４１：１３．７� ３．６
５９ レガシーゴールド 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６０－１０ 〃 クビ ３４．６�
２３ ストラルビー 牝３栗 ５４ 北村 友一水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ４９０ ―１：１４．７６ １４４．０�
８１６ タカノベンチャー 牝３栃栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二山口多賀司氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 ４８６＋１０１：１４．９１� １０６．９�
８１５ ロングレナーテ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム ４７６ ―１：１５．０� １２６．５�
７１３ アイアンムガール 牝３青 ５４

５１ ▲中井 裕二池上 一馬氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ５２２－ ４１：１５．４２� ２９６．２�
３６ テイエムオオヒ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ４６６ ―１：１５．８２� ２１０．４�
４７ ナムラクーガー 牝３黒鹿５４ 石橋 守奈村 信重氏 松永 昌博 日高 賀張三浦牧場 ４６８ ―１：１５．９� ２７９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８５９，３００円 複勝： ２７，８７５，９００円 枠連： ９，４２６，０００円

馬連： ３６，４８２，７００円 馬単： ２４，６４０，４００円 ワイド： １８，４４４，２００円

３連複： ５５，２２０，２００円 ３連単： ８６，３７４，７００円 計： ２７４，３２３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ２５０円 � ３９０円 枠 連（３－７） １，５８０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，２９０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ９２０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ６，０３０円 ３ 連 単 ��� ２３，７６０円

票 数

単勝票数 計 １５８５９３ 的中 � ４６４８３（１番人気）
複勝票数 計 ２７８７５９ 的中 � ６７３０５（１番人気）� ２７７７１（５番人気）� １４６８９（６番人気）
枠連票数 計 ９４２６０ 的中 （３－７） ４４１４（７番人気）
馬連票数 計 ３６４８２７ 的中 �� １８７５２（６番人気）
馬単票数 計 ２４６４０４ 的中 �� ７９５１（８番人気）
ワイド票数 計 １８４４４２ 的中 �� ９２３９（５番人気）�� ４９１７（１１番人気）�� ２９９２（１８番人気）
３連複票数 計 ５５２２０２ 的中 ��� ６７５９（１９番人気）
３連単票数 計 ８６３７４７ 的中 ��� ２６８３（７４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．５―１１．９―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．７―３５．２―４７．１―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウユメゴゼ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１２．４．７ 阪神４着

２００９．４．８生 牝３栃栗 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン ３戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 レガシーゴールド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムオオヒ号・ナムラクーガー号は，平成２４年６月１９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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スリーベルクイン号
（非抽選馬） ３頭 ヴォワドランジュ号・シゲルヤマモモ号・ペプチドヒノトリ号

１２０９８ ５月１９日 晴 良 （２４京都３）第９日 第２競走 ��１，９００�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 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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

５１０ メイショウキラリ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４６６＋ ２２：００．５ ９．１�

４８ タマモライオン 牡３栗 ５６ 和田 竜二タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 B４５８＋ ２２：００．９２� １４．２�
７１３ プリンストロイア 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ５２６＋ ６２：０１．６４ ６２．５�
８１６ ショウナンハヤブサ 牡３栗 ５６ 浜中 俊国本 哲秀氏 中村 均 日高 下河辺牧場 ５０８＋ ４２：０１．７� ７．２�
８１５ デンコウアクティブ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 ４８６＋ ６２：０１．８� ４．６�
２３ カ ー バ 牡３青鹿５６ 松岡 正海�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B４９６＋ ４２：０２．０� ２３．５	
６１２ ブードゥーロア 牡３芦 ５６ C．ウィリアムズ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ５２６± ０ 〃 アタマ ９．３


（豪）

２４ サトノローレル 牡３芦 ５６ 福永 祐一里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５６４ ―２：０２．３１� ５．６�
５９ リアライズバリメタ 牡３芦 ５６ 武 豊工藤 圭司氏 千田 輝彦 日高 三城牧場 ４９４－ ４ 〃 ハナ ８．６�
６１１ シュタインガーデン �３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ５１２－ ４２：０３．４７ ３６．６
３５ ジプシーキング 牡３青鹿５６ 幸 英明吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２２：０３．７１� ５．５�
３６ ドラゴンフライ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 井高牧場 ４７０－ ２２：０４．２３ １７６．１�
７１４ マスターズキング 牡３鹿 ５６ 川島 信二�リーヴァ 矢作 芳人 日高 シンボリ牧場 ４８８＋１２ 〃 ハナ ２４４．８�
１１ トーホウレッドワン 牡３栗 ５６

５３ ▲菱田 裕二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４４４－１６ 〃 クビ ３２９．６�
４７ シーウェーヴ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 野中 賢二 千歳 社台ファーム ５２６＋２６２：０４．３クビ ２８．９�
１２ サ ル タ ヒ コ 牡３栗 ５６ 北村 友一松田 整二氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５２６＋ ６２：０４．５１� １２９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７２３，０００円 複勝： ２９，１６６，７００円 枠連： １３，４２９，７００円

馬連： ３７，４０１，４００円 馬単： ２２，３９４，２００円 ワイド： １８，１９４，０００円

３連複： ５３，３１４，７００円 ３連単： ７５，５９４，５００円 計： ２６４，２１８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ３３０円 � ３２０円 � １，０９０円 枠 連（４－５） ２，１１０円

馬 連 �� ６，６１０円 馬 単 �� １３，５７０円

ワ イ ド �� １，８７０円 �� ５，８００円 �� ５，３３０円

３ 連 複 ��� ７１，４１０円 ３ 連 単 ��� ３８７，４３０円

票 数

単勝票数 計 １４７２３０ 的中 � １２８５６（６番人気）
複勝票数 計 ２９１６６７ 的中 � ２４９４２（７番人気）� ２５５９２（６番人気）� ６２１４（１２番人気）
枠連票数 計 １３４２９７ 的中 （４－５） ４７１１（１１番人気）
馬連票数 計 ３７４０１４ 的中 �� ４１８２（２８番人気）
馬単票数 計 ２２３９４２ 的中 �� １２１８（５６番人気）
ワイド票数 計 １８１９４０ 的中 �� ２４３９（２８番人気）�� ７６５（５９番人気）�� ８３３（５６番人気）
３連複票数 計 ５３３１４７ 的中 ��� ５５１（１７０番人気）
３連単票数 計 ７５５９４５ 的中 ��� １４４（９４３番人気）

ハロンタイム ７．３―１０．９―１１．７―１３．６―１３．４―１２．８―１２．７―１２．７―１２．６―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．３―１８．２―２９．９―４３．５―５６．９―１：０９．７―１：２２．４―１：３５．１―１：４７．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウキラリ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１２．３．１１ 阪神４着

２００９．５．２生 牝３鹿 母 ウッドスペル 母母 Beat ４戦１勝 賞金 ６，６５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スカイウエイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 京都競馬 第９日



１２０９９ ５月１９日 晴 良 （２４京都３）第９日 第３競走 ��１，８００�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 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

４８ ドリームチャージ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 ４３８－ ２１：５４．１ ３．５�

８１６ ワンダーフィヌマン 牡３鹿 ５６ 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 永田 克之 ４５２－ ８１：５４．２� １９．５�
３５ リーノレオン 牡３栗 ５６ 川島 信二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４７６＋ ６１：５４．３クビ １８０．２�
８１５ ショウナンバッカス 牡３栗 ５６ 川田 将雅国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０－ ２ 〃 ハナ ５５．６�
１１ チキリリキオー 牡３黒鹿５６ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム ４７８－ ２ 〃 アタマ １８４．８�
１２ ヒシサイクロン 牡３青 ５６ 武 豊阿部雅一郎氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：５４．４� ４．１�
７１３ プリティホワイト 牝３芦 ５４ 川須 栄彦長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 ４５２＋ ２１：５４．５� ２５．５�
５９ ハードチョンホ �３鹿 ５６ 渡辺 薫彦津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか 前田牧場 ４２６± ０１：５４．６クビ ７１．１	
５１０ セルリアンラビット 牡３鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二
イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４３６＋ ４１：５５．０２� ３５４．８�
４７ シゲルキョホウ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B４８０± ０１：５５．２１� １８．７
６１１ スリートップガン 牡３栗 ５６ 松岡 正海永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 ４９４± ０１：５５．４１� １１．１�
６１２ カネトシスタチュー 牡３青鹿５６ 秋山真一郎兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 宮内牧場 ４７６－ ２１：５５．９３ ７７．２�
７１４ モンテビアンコ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４６８－ ４１：５６．２１� ６２．０�
３６ グ ル ト ッ プ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 
サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６６ ―１：５６．６２� ８．５�
２３ カリブストーリー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２ 〃 クビ ３．８�
２４ マイネルマイティ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 日高 天羽牧場 ５４０－ ２１：５７．９８ ３０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６０３，３００円 複勝： ３１，２７２，４００円 枠連： １１，５７７，１００円

馬連： ４０，５５９，５００円 馬単： ２５，５７７，１００円 ワイド： ２１，３８６，４００円

３連複： ５７，３７７，８００円 ３連単： ８６，１５３，５００円 計： ２９１，５０７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ４７０円 � ３，５５０円 枠 連（４－８） １，８２０円

馬 連 �� ３，５６０円 馬 単 �� ５，３５０円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ９，５００円 �� ４６，２６０円

３ 連 複 ��� １３１，９２０円 ３ 連 単 ��� ４８９，０９０円

票 数

単勝票数 計 １７６０３３ 的中 � ４０４５６（１番人気）
複勝票数 計 ３１２７２４ 的中 � ７３５３９（１番人気）� １５２３０（６番人気）� １７２３（１５番人気）
枠連票数 計 １１５７７１ 的中 （４－８） ４６９８（５番人気）
馬連票数 計 ４０５５９５ 的中 �� ８４１３（１４番人気）
馬単票数 計 ２５５７７１ 的中 �� ３５３１（２２番人気）
ワイド票数 計 ２１３８６４ 的中 �� ４８４１（１１番人気）�� ５４４（６５番人気）�� １１１（１０６番人気）
３連複票数 計 ５７３７７８ 的中 ��� ３２１（２０３番人気）
３連単票数 計 ８６１５３５ 的中 ��� １３０（９４２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１２．６―１２．７―１３．１―１２．６―１３．０―１３．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．４―４９．１―１：０２．２―１：１４．８―１：２７．８―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．３
１
３
７－１６，１１（３，１３）１４（８，１２）５，１５，２，６（１，９）－１０，４
７，１６，１４，１１（５，８）３（１３，１５）（９，１２）２（１，６）－４，１０

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

勝馬の
紹 介

ドリームチャージ �
�
父 シーキングザダイヤ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１１．１２．１８ 阪神３着

２００９．６．１２生 牡３鹿 母 サンクイーン 母母 ループスキークロス ９戦１勝 賞金 １６，５００，０００円
〔発走状況〕 カネトシスタチュー号は，枠入り不良。

ハードチョンホ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ハードチョンホ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トラ号

１２１００ ５月１９日 晴 良 （２４京都３）第９日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

４７ バ ー バ ラ 牝３黒鹿５４ 武 豊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 ４２０－ ２１：０８．５ ４．１�

３６ メイショウコウボウ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 ４６４＋ ４１：０８．８２ ９．３�
６１２ グランシャルム 牝３栗 ５４ 北村 友一 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７６＋２６１：０８．９クビ １４．１�
８１５ テストマッチ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ２１：０９．０� ４．８�
１１ ツルマルサンチャン 牝３鹿 ５４ 川田 将雅鶴田 鈴子氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６０＋ ４ 〃 ハナ １９．２�
２３ マ ル ー チ 牝３黒鹿５４ 幸 英明 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４± ０１：０９．１� ２８６．５	
２４ コスモリトス 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 坂本 勝美 浦河 栄進牧場 ４４４＋ ２ 〃 アタマ ４７．８

７１４ ウインブリーザ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 村上 欽哉 ４２６＋ ６１：０９．３� ８７．１�
６１１ サカジロスイセイ 牡３鹿 ５６ 国分 恭介ロイヤルパーク 武 宏平 日高 長谷部牧場 ４６２± ０１：０９．４� ６．５�
１２ ナムラダンサー 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４４８＋ ２ 〃 アタマ ３０．６
５９ タイキプリマドンナ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊�大樹ファーム 高橋 義忠 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４３６＋ ４ 〃 クビ １８．３�
３５ ブレイムレスリー �３鹿 ５６ 福永 祐一�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６－ ２１：０９．６１� ３．８�
８１６ アドマイヤマグマ 牡３芦 ５６

５５ ☆高倉 稜近藤 利一氏 梅田 智之 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２＋ ８ 〃 クビ １９２．３�

７１３ モンゴールド 牝３芦 ５４ 和田 竜二水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 B４５８－ ６１：１０．５５ ６１．３�
４８ コンパルソリー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５０２ ―１：１０．９２� ７０．１�
５１０ シュガーハートコン 牝３栗 ５４ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４１８－ １１：１１．３２� ５６６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３２２，９００円 複勝： ３１，６７７，７００円 枠連： １３，３２９，６００円

馬連： ３９，４０６，２００円 馬単： ２５，８７２，３００円 ワイド： １８，７８８，４００円

３連複： ５３，１６１，５００円 ３連単： ８１，８２５，５００円 計： ２８２，３８４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １９０円 � ３１０円 � ４５０円 枠 連（３－４） ４８０円

馬 連 �� １，９９０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� ２，３９０円 �� ４，０２０円

３ 連 複 ��� ２０，５４０円 ３ 連 単 ��� ７９，７８０円

票 数

単勝票数 計 １８３２２９ 的中 � ３５２５４（２番人気）
複勝票数 計 ３１６７７７ 的中 � ５３９１１（２番人気）� ２６０２３（５番人気）� １６１０８（６番人気）
枠連票数 計 １３３２９６ 的中 （３－４） ２０６７７（１番人気）
馬連票数 計 ３９４０６２ 的中 �� １４６７８（７番人気）
馬単票数 計 ２５８７２３ 的中 �� ６４１７（１１番人気）
ワイド票数 計 １８７８８４ 的中 �� ５５７１（９番人気）�� １９０６（２９番人気）�� １１１９（３９番人気）
３連複票数 計 ５３１６１５ 的中 ��� １９１１（６１番人気）
３連単票数 計 ８１８２５５ 的中 ��� ７５７（２４１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．１―１１．４―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．１―４５．５―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ー バ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２０１２．５．５ 京都４着

２００９．６．５生 牝３黒鹿 母 ディキシーランドジェム 母母 Allusion ２戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 シゲルアンズ号・スズカサリュート号・タケカバルバロッサ号・ヒラルダ号



１２１０１ ５月１９日 晴 良 （２４京都３）第９日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

６１２ クイーンリヴィエラ 牝３黒鹿５４ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４１６＋ ２１：３３．６ ５．１�

４７ ワタシマッテルワ 牝３鹿 ５４ 北村 友一�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 ４２８－ ６１：３３．７� １３．３�
８１７ マイネルクルタナ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 ４６２－ ２ 〃 クビ １７．５�
１２ � ダディーズクール 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ 加藤 守氏 中竹 和也 米 Ocala Stud ４６６＋ ２１：３３．８クビ ２．９�

（豪）

３６ ヴァンヘルシング 牡３青鹿５６ 川田 将雅市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３０± ０１：３３．９� ２９．４�
８１５ トウカイメリー 牝３青鹿５４ 池添 謙一内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４２８＋ ２ 〃 クビ ４．０	
３５ ツキミハナミ 牡３芦 ５６ 和田 竜二木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 ４６０＋ ２１：３４．０クビ １９．７

８１６ チョウリバイバル 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 ４５０－ ２１：３４．３１� ３１．２�
１１ スナークデュラン 牡３栗 ５６ 小坂 忠士杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 昭和牧場 ４６０± ０１：３４．４� １３１．８�
７１３ ランブロティタ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４－ ６１：３４．６１	 ４１９．７
２３ アイミーマイン 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４４＋１６１：３４．９２ ２０１．１�
７１４ カ ナ ッ タ リ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一小田切有一氏 音無 秀孝 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６＋ ６１：３５．０� ５．６�
４８ タニノユニヴァース 牝３青鹿５４ 小林 徹弥谷水 雄三氏 日吉 正和 安平 ノーザンファーム ４３４－１４１：３５．２１	 ２５４．３�
６１１ メイショウバシリス 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 多田 善弘 ４８６＋１０１：３５．５２ ２９５．１�
２４ オースミホイップ 牡３鹿 ５６ 幸 英明�オースミ 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム ４６２ ―１：３５．６� １０８．３�
５９ トリックスター 牡３黒鹿５６ 川島 信二岡田 牧雄氏 宮 徹 様似 澤井 義一 ４６８－ ４１：３６．３４ ２７０．９�
５１０ アキノサフラン 牝３青鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 松田牧場 ４３８＋１０１：３６．５１	 ４６１．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １８，９０７，２００円 複勝： ３６，５６４，１００円 枠連： １４，０２７，７００円

馬連： ４３，１０８，４００円 馬単： ２８，４３０，２００円 ワイド： ２０，８２８，４００円

３連複： ６１，３４５，１００円 ３連単： ９６，５４０，０００円 計： ３１９，７５１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２２０円 � ４１０円 � ３７０円 枠 連（４－６） ３，１６０円

馬 連 �� ３，５００円 馬 単 �� ６，２１０円

ワ イ ド �� １，１２０円 �� １，０５０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� １１，６９０円 ３ 連 単 ��� ５５，８８０円

票 数

単勝票数 計 １８９０７２ 的中 � ２９２６３（３番人気）
複勝票数 計 ３６５６４１ 的中 � ５２１６９（３番人気）� ２１６３９（６番人気）� ２４３５８（５番人気）
枠連票数 計 １４０２７７ 的中 （４－６） ３２８１（１３番人気）
馬連票数 計 ４３１０８４ 的中 �� ９１００（１３番人気）
馬単票数 計 ２８４３０２ 的中 �� ３３８３（２４番人気）
ワイド票数 計 ２０８２８４ 的中 �� ４６４０（１２番人気）�� ４９４１（１１番人気）�� ２９９７（２２番人気）
３連複票数 計 ６１３４５１ 的中 ��� ３８７５（４０番人気）
３連単票数 計 ９６５４００ 的中 ��� １２７５（１７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．７―３５．４―４７．４―５９．１―１：１０．６―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クイーンリヴィエラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy デビュー ２０１２．３．３ 阪神５着

２００９．２．５生 牝３黒鹿 母 フレンチリヴィエラ 母母 Actinella ４戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔制裁〕 ワタシマッテルワ号の騎手北村友一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番への進路影響）

ダディーズクール号の騎手C．ウィリアムズは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番への進路
影響）

※出走取消馬 ボールドマックス号（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） １頭 サイレンスドリーム号
（非抽選馬） １頭 タマモクロステッチ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２１０２ ５月１９日 晴 良 （２４京都３）第９日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

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

２４ ナムラビクター 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４９４＋ ２１：５２．７ ４．８�

３５ ヴォーグトルネード 牡３栗 ５６ 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６４± ０１：５２．８� ６．４�

５９ コウエイチャンス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６４＋ ６１：５２．９� ９．５�
１１ シュガーシャック 牡３栗 ５６ 幸 英明吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ６ 〃 クビ ２２．５�
４８ メイショウグラハム 牡３栗 ５６ 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 ４７６－ ６１：５３．１１� ５．２�
２３ � リアライズナマステ 牡３栗 ５６ 北村 友一工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

４５０＋ ４１：５３．２	 １３８．３�
７１３ タガノジョイナー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６２＋ ６１：５３．８３� ３０．４�
８１６ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５５０＋ ４１：５３．９クビ ２２．６	
７１４ ブリスコーラ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二グリーンスウォード 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 ４９６－ ６ 〃 クビ ４３．４

４７ ハワイアンソルト 牡３芦 ５６ 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：５４．３２� ６２．７�
６１１ ワイルドフラッパー 牝３黒鹿５４ 川田 将雅吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ５０６± ０ 〃 クビ ３．６
１２ 
 アイファーカラーズ 牡３鹿 ５６ 小牧 太中島 稔氏 飯田 雄三 浦河 木村牧場 ４７２＋ ２１：５４．５１ １９８．９�
５１０ レッドバビロン 牡３青鹿５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７８± ０ 〃 クビ ２２．６�
６１２ スマートマーズ 牡３栗 ５６ 浜中 俊大川 徹氏 大久保龍志 浦河 大島牧場 ４６４＋ ８１：５５．７７ １３．３�
８１５ トーブプリンセス 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 ４６６＋ ６１：５５．８� ２５９．４�
３６ マ ナ ウ ス 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 鈴木 義孝氏 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 ４８０－ ２１：５９．０大差 ３６．５�

（豪）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６６７，８００円 複勝： ４１，４８４，７００円 枠連： １５，２５４，４００円

馬連： ５１，５９４，０００円 馬単： ３０，６８５，３００円 ワイド： ２４，７７２，９００円

３連複： ７４，３７２，２００円 ３連単： １０５，５９５，２００円 計： ３６７，４２６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � ２６０円 枠 連（２－３） １，３８０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ８４０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ３，３７０円 ３ 連 単 ��� １６，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２３６６７８ 的中 � ３８９１３（２番人気）
複勝票数 計 ４１４８４７ 的中 � ６１７６８（２番人気）� ６１７０９（３番人気）� ３８６７５（５番人気）
枠連票数 計 １５２５４４ 的中 （２－３） ８２０３（５番人気）
馬連票数 計 ５１５９４０ 的中 �� ２９６１５（３番人気）
馬単票数 計 ３０６８５３ 的中 �� ８７０７（４番人気）
ワイド票数 計 ２４７７２９ 的中 �� １０３４６（４番人気）�� ７１４３（１０番人気）�� ９９９０（５番人気）
３連複票数 計 ７４３７２２ 的中 ��� １６２８９（６番人気）
３連単票数 計１０５５９５２ 的中 ��� ４６３３（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．５―４９．７―１：０２．５―１：１５．４―１：２７．７―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

ナムラビクター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１２．４．１５ 阪神１６着

２００９．５．１６生 牡３鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー ３戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔制裁〕 コウエイチャンス号の騎手和田竜二は，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５０，０００円。（１１番への進

路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マナウス号は，平成２４年６月１９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 ミルクディッパー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１２１０３ ５月１９日 晴 良 （２４京都３）第９日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１７ スターコレクション 牝４青 ５５ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４５０＋ ４１：４６．４ １０．９�

５１０� メイショウテッサイ 牡４鹿 ５７
５６ ☆高倉 稜松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４８６＋ ８１：４６．６１� １６．８�

６１２ ジャニアリシックス 牡４栗 ５７ 藤田 伸二深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４４４－ ４１：４６．８１� １３．２�
１１ マイティースコール 牡４栗 ５７

５４ ▲菱田 裕二小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ４ 〃 クビ １５．７�

３５ インパクトゲーム 牝４黒鹿５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２１：４６．９クビ ３．１�
７１４� タ ー フ ェ ル 牡４栗 ５７ 和田 竜二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ４．９	
２３ エナジーハート 牝５鹿 ５５ 小牧 太�グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４４４＋ ２１：４７．２２ １０２．６

６１１ レオパルドゥス 牡４栗 ５７ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４８２＋２０ 〃 ハナ ６．４�

（豪）

３６ デーヴァローカ 牡４栗 ５７ 松岡 正海吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５０８± ０１：４７．３� ２８．９�
４７ � タマモマーブル �４栗 ５７ 川須 栄彦タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ １１．９
８１８ オーシャンビーナス 牝４栗 ５５ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５４＋１０１：４７．５� ９．０�
４８ ヒカリトリトン 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４９８＋１２１：４７．７１� ２２０．３�
２４ � トウショウドライヴ 牡４鹿 ５７ 川島 信二野島 春男氏 田島 良保 新ひだか 片岡 博 ４３８＋１２ 〃 クビ ２０６．１�
７１３ タッチドヘヴンリー 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ５００－ ９ 〃 ハナ １６２．５�
１２ アルドワーズ 牡４芦 ５７ 藤岡 康太 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム ４４６－ ６ 〃 アタマ １２２．９�
７１５ ザ ル グ ー ン 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介 �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 ４４０－１０１：４７．９１� ６２．９�
８１６� ダッシュソング 牡４鹿 ５７ 国分 恭介奈良�孝一郎氏 坪 憲章 浦河 高村牧場 ４６８＋ ６１：４８．０� ４３２．９�
５９ � アイファーコラソン 牝４鹿 ５５ 幸 英明中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４６２－ ２１：４８．８５ ２８２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，２４９，１００円 複勝： ４３，６００，１００円 枠連： １６，１０１，０００円

馬連： ５４，５８１，２００円 馬単： ３２，２３４，０００円 ワイド： ２３，６１１，７００円

３連複： ７０，１９２，９００円 ３連単： １０８，７８１，１００円 計： ３７１，３５１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ３４０円 � ６３０円 � ４３０円 枠 連（５－８） ４，５００円

馬 連 �� １０，９９０円 馬 単 �� ２３，０８０円

ワ イ ド �� ３，１２０円 �� ２，４５０円 �� ３，８８０円

３ 連 複 ��� ４３，３５０円 ３ 連 単 ��� ２７３，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２２２４９１ 的中 � １６２１５（５番人気）
複勝票数 計 ４３６００１ 的中 � ３６３５３（５番人気）� １７１４７（８番人気）� ２６７６９（７番人気）
枠連票数 計 １６１０１０ 的中 （５－８） ２６４２（１７番人気）
馬連票数 計 ５４５８１２ 的中 �� ３６６８（３５番人気）
馬単票数 計 ３２２３４０ 的中 �� １０３１（７３番人気）
ワイド票数 計 ２３６１１７ 的中 �� １８６３（３６番人気）�� ２３９５（２９番人気）�� １４９１（３９番人気）
３連複票数 計 ７０１９２９ 的中 ��� １１９５（１１２番人気）
３連単票数 計１０８７８１１ 的中 ��� ２９４（６８６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．５―１２．４―１２．５―１１．９―１１．６―１１．３―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．３―４７．７―１：００．２―１：１２．１―１：２３．７―１：３５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターコレクション �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１１．２７ 京都５着

２００８．４．２０生 牝４青 母 シンコウエトワール 母母 ダイナフラツグ ７戦２勝 賞金 １３，６２０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２１０４ ５月１９日 晴 良 （２４京都３）第９日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

２３ スマイリングムーン 牝４黒鹿５５ 川田 将雅吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ４９６－ ８１：２５．０ ９．４�

５９ � メイショウオウヒ 牝４黒鹿５５ 武 豊松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ １０．７�
８１６ ラ パ ヌ イ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B４８０＋ ４１：２５．１� ６．０�
１２ ブランシェール 牝４鹿 ５５ 和田 竜二山本 剛史氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６０± ０ 〃 クビ ３６．３�
４８ � ピンクデージー 牝５黒鹿５５ 国分 恭介野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４８８＋ ４１：２５．３� ４．０�
８１５ アルボランシー 牝４栗 ５５

５２ ▲中井 裕二 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４７２± ０１：２５．７２� ４２．５�
５１０ ジョウノルビー 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ １２８．７	
３５ ミニーバローズ 牝５鹿 ５５ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４８０＋ ２１：２５．９１� ２３．９

７１４ アラマサスチール 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３６－１０１：２６．０クビ ９４．０�
２４ ド ナ リ サ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４７０＋ ２１：２６．２１� ８０．０
４７ プリンセスエリー 牝５黒鹿５５ 畑端 省吾�ターフ・スポート吉村 圭司 浦河 谷川牧場 ５０４＋ ６１：２６．５１� ６．８�
１１ キクノキアラ 牝４黒鹿５５ 川須 栄彦菊池 五郎氏 坪 憲章 新ひだか フクダファーム ４５６＋２０ 〃 クビ １０７．９�
６１２� ロブストニケ 牝４鹿 ５５ 小坂 忠士��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４４０－ ６１：２６．６� １７７．６�
３６ アースソング 牝４鹿 ５５ C．ウィリアムズ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２＋ ２１：２６．７� ４．６�
（豪）

６１１ アドマイヤクイーナ 牝４芦 ５５ 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４７８－ ６１：２６．８クビ ７．６�
７１３� エーシンディーバ 牝４芦 ５５ 北村 友一�栄進堂 沖 芳夫 浦河 室田 千秋 ４８０＋ ３１：２７．５４ １８４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３５３，６００円 複勝： ３５，７９３，８００円 枠連： １６，７３４，３００円

馬連： ５２，７２３，４００円 馬単： ３０，５０６，３００円 ワイド： ２３，６２５，９００円

３連複： ６７，５３５，０００円 ３連単： １０９，２１４，３００円 計： ３５５，４８６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ３１０円 � ３９０円 � ２２０円 枠 連（２－５） ５，４４０円

馬 連 �� ６，７１０円 馬 単 �� １３，８４０円

ワ イ ド �� １，９９０円 �� ８２０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� １５，１４０円 ３ 連 単 ��� １２３，２５０円

票 数

単勝票数 計 １９３５３６ 的中 � １６３４３（６番人気）
複勝票数 計 ３５７９３８ 的中 � ２９３９１（６番人気）� ２２２３６（７番人気）� ４９１２９（３番人気）
枠連票数 計 １６７３４３ 的中 （２－５） ２２７４（１７番人気）
馬連票数 計 ５２７２３４ 的中 �� ５８０５（２６番人気）
馬単票数 計 ３０５０６３ 的中 �� １６２７（５０番人気）
ワイド票数 計 ２３６２５９ 的中 �� ２８６８（２３番人気）�� ７３３７（１１番人気）�� ３８０５（１８番人気）
３連複票数 計 ６７５３５０ 的中 ��� ３２９２（４６番人気）
３連単票数 計１０９２１４３ 的中 ��� ６５４（３６５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．０―１２．８―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．５―４６．５―５９．３―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイリングムーン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Bianconi デビュー ２０１１．２．１９ 東京７着

２００８．２．１３生 牝４黒鹿 母 スプレッドスマイル 母母 Horah １５戦２勝 賞金 ２１，０４０，０００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） ２頭 ダンスインザスカイ号・ツカサリボン号
（非抽選馬） １頭 コーリングオブラブ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１２１０５ ５月１９日 晴 良 （２４京都３）第９日 第９競走 ��
��２，４００�か き つ ば た 賞

発走１４時２５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

１１ ユウキソルジャー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ４４０＋ ６２：２５．８ １４．１�

７７ サンライズトゥルー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 ４５０－ ４２：２５．９� ６．３�
３３ ク ロ ー チ ェ 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５３６＋ ４２：２６．２１� ５．４�
２２ ククイナッツレイ 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４３０＋ ６ 〃 ハナ １．９�

（豪）

５５ プロフェッサー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 ４５４± ０２：２６．３� １９．３�
８８ マイネアルナイル 牝３青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋１６ 〃 クビ ３０．６	
４４ テイエムオペラドン 牡３鹿 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４４２－ ８２：２６．４� ７．０

６６ シゲルササグリ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４９２＋１６２：２６．６１� ５０．３�
８９ トニーポケット 牡３鹿 ５６ 幸 英明藤田 浩氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 ４６８－ ８２：２７．５５ ２１．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３３，０５８，０００円 複勝： ４９，７５６，５００円 枠連： １４，２０５，８００円

馬連： ６８，１４９，５００円 馬単： ５２，７９４，９００円 ワイド： ２８，４０７，３００円

３連複： ８５，３２８，１００円 ３連単： ２２８，７２０，３００円 計： ５６０，４２０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ４００円 � ２２０円 � ２３０円 枠 連（１－７） ３，２７０円

馬 連 �� ３，０００円 馬 単 �� ８，４２０円

ワ イ ド �� ９８０円 �� １，１１０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ６，４５０円 ３ 連 単 ��� ５８，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３３０５８０ 的中 � １８６０３（５番人気）
複勝票数 計 ４９７５６５ 的中 � ２８５７１（５番人気）� ６３６８２（２番人気）� ６０５６７（３番人気）
枠連票数 計 １４２０５８ 的中 （１－７） ３２１０（１２番人気）
馬連票数 計 ６８１４９５ 的中 �� １６７８５（１１番人気）
馬単票数 計 ５２７９４９ 的中 �� ４６２９（２７番人気）
ワイド票数 計 ２８４０７３ 的中 �� ７０７３（１２番人気）�� ６１３９（１３番人気）�� １２６０５（６番人気）
３連複票数 計 ８５３２８１ 的中 ��� ９７６９（１９番人気）
３連単票数 計２２８７２０３ 的中 ��� ２８８８（１５７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．６―１２．６―１２．８―１２．８―１３．２―１２．９―１２．２―１１．４―１１．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．７―３５．３―４７．９―１：００．７―１：１３．５―１：２６．７―１：３９．６―１：５１．８―２：０３．２―２：１４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．２―３F３４．０
１
３
７，２（１，９）５，３，６（４，８）
７（２，９）１（５，８）３，６，４

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

勝馬の
紹 介

ユウキソルジャー 
�
父 トーセンダンス 

�
母父 オースミタイクーン デビュー ２０１１．７．３１ 函館７着

２００９．４．８生 牡３鹿 母 オースミエルフ 母母 オークアップル ７戦２勝 賞金 １７，２８８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２１０６ ５月１９日 晴 良 （２４京都３）第９日 第１０競走 ��２，０００�
お む ろ

御 室 特 別
発走１５時００分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
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 １９６，０００円 ５６，０００円 ２８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．８
１：５６．１

良

良

１１ クリスマスキャロル 牝５栗 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２２：０１．０ ４．０�

５５ アマファソン 牝５黒鹿５５ 川田 将雅吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７０－ ８２：０１．１� ３．９�
３３ メ ー デ イ ア 牝４鹿 ５５ 浜中 俊 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム ４９６－ ２ 〃 クビ ７．７�
４４ マコトサンパギータ 牝４栗 ５５ 池添 謙一眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４５８± ０２：０１．３１� １１．４�
２２ ビーチパレード 牝４黒鹿５５ 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８６－ ４ 〃 アタマ １８．３�
７７ ロ ベ ル タ 牝４栗 ５５ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６０± ０２：０１．５１� ２．３�
８８ キンショーオトヒメ 牝７栗 ５５ 川須 栄彦礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４５０± ０２：０１．７１� ７３．１	
６６ アンプレシオネ 牝７芦 ５５ 幸 英明 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４６０± ０ 〃 クビ ４１．１�

（８頭）

売 得 金

単勝： ３５，１９４，１００円 複勝： ４８，１０２，０００円 枠連： 発売なし

馬連： ８８，５０３，４００円 馬単： ５９，４４３，５００円 ワイド： ３０，４７８，２００円

３連複： ９７，５７３，４００円 ３連単： ２５６，９２６，３００円 計： ６１６，２２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １９０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ３２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� ８，１７０円

票 数

単勝票数 計 ３５１９４１ 的中 � ６９５３３（３番人気）
複勝票数 計 ４８１０２０ 的中 � ８７０２９（３番人気）� １０１５２３（２番人気）� ５８５０５（４番人気）
馬連票数 計 ８８５０３４ 的中 �� ９８５６２（３番人気）
馬単票数 計 ５９４４３５ 的中 �� ３４１８３（５番人気）
ワイド票数 計 ３０４７８２ 的中 �� ３３４８０（３番人気）�� ２３９１８（４番人気）�� １３４０６（８番人気）
３連複票数 計 ９７５７３４ 的中 ��� ３８９３３（８番人気）
３連単票数 計２５６９２６３ 的中 ��� ２３２１４（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．４―３７．２―５０．１―１：０２．９―１：１５．８―１：２７．７―１：３９．０―１：４９．９

コーナー
通過順位

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

２
４

・（３，６）（２，４）１，８（５，７）・（３，６，４）２（１，７）（５，８）
勝馬の
紹 介

クリスマスキャロル �

父 アグネスタキオン �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１１．７ 京都３着

２００７．４．８生 牝５栗 母 クリスマスツリー 母母 オークツリー １６戦３勝 賞金 ５１，３３５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 メーデイア号の騎手浜中俊は，決勝線手前での御法について戒告。



１２１０７ ５月１９日 晴 良 （２４京都３）第９日 第１１競走 ��
��１，９００�第２９回東海ステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２３．５．２１以降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，２３．５．２０以前のGⅠ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 ５１，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，７００，０００円 ５，１００，０００円
付 加 賞 １，１３４，０００円 ３２４，０００円 １６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

３４ ソリタリーキング 牡５黒鹿５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２１：５６．４ ６．９�

６１０ ニホンピロアワーズ 牡５青鹿５７ 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 ５２６± ０ 〃 クビ ６．３�
１１ サイレントメロディ 牡５青 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：５６．５� ４３．０�
７１２ デスペラード 牡４鹿 ５６ 武 豊市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４９２＋ ２１：５６．６� １３．７�
７１３ ミラクルレジェンド 牝５栗 ５４ C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４０＋ ５ 〃 ハナ ４．１�

（豪）

３５ シビルウォー 牡７鹿 ５７ 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０－ ３１：５７．０２� ７４．４�
６１１ リバティバランス 牡５黒鹿５６ 小牧 太吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B５４４＋ ２１：５７．１� ８３．５	
４７ アイファーソング 牡４青鹿５６ 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 ４８８＋ ２ 〃 ハナ ２１．５

５８ バーディバーディ 牡５黒鹿５６ 松岡 正海里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 B５０２＋ ８１：５７．２� ２７．４�
８１５ ワンダーアキュート 牡６鹿 ５７ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５２２＋１２１：５７．３クビ ３．０�
２２ グリッターウイング 牡５栗 ５６ 四位 洋文吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１８± ０ 〃 クビ ３４．４
５９ タマモクリエイト 牡７鹿 ５６ 川島 信二タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１６－ ４１：５７．５１	 ３１３．０�
８１４ プリンセスペスカ 牝６栗 ５４ 秋山真一郎山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４６４＋ ６１：５７．６� ３６０．４�
４６ トウショウフリーク 牡５鹿 ５６ 池添 謙一トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７０＋ ２１：５７．７クビ １６．９�
２３ ヒラボクキング 牡５鹿 ５６ 藤岡 佑介�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５３８＋１０１：５８．１２� １２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９３，６９７，５００円 複勝： １６２，４３７，８００円 枠連： ７３，６４９，２００円

馬連： ３８０，２６３，７００円 馬単： １９８，８７８，８００円 ワイド： １４３，４４１，３００円

３連複： ５４０，３７１，２００円 ３連単： ９６９，８６０，５００円 計： ２，５６２，６００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２９０円 � ２００円 � １，１６０円 枠 連（３－６） ２，３９０円

馬 連 �� ２，４１０円 馬 単 �� ４，９４０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� ５，５４０円 �� ４，９３０円

３ 連 複 ��� ３５，７１０円 ３ 連 単 ��� １５９，３８０円

票 数

単勝票数 計 ９３６９７５ 的中 � １０７５７１（４番人気）
複勝票数 計１６２４３７８ 的中 � １５３９７５（４番人気）� ２５９６６７（３番人気）� ２９５１４（１１番人気）
枠連票数 計 ７３６４９２ 的中 （３－６） ２２７９２（１１番人気）
馬連票数 計３８０２６３７ 的中 �� １１６７０１（８番人気）
馬単票数 計１９８８７８８ 的中 �� ２９７３９（１７番人気）
ワイド票数 計１４３４４１３ 的中 �� ３８０３１（９番人気）�� ６２２８（５５番人気）�� ７０１０（５０番人気）
３連複票数 計５４０３７１２ 的中 ��� １１１６９（１０９番人気）
３連単票数 計９６９８６０５ 的中 ��� ４４９１（４８０番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．４―１２．７―１２．７―１２．９―１２．３―１２．０―１１．９―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１７．９―２９．３―４２．０―５４．７―１：０７．６―１：１９．９―１：３１．９―１：４３．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソリタリーキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．６ 阪神１着

２００７．４．１１生 牡５黒鹿 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ １８戦７勝 賞金 １６３，６２９，０００円
〔制裁〕 アイファーソング号の騎手川須栄彦は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２１０８ ５月１９日 晴 良 （２４京都３）第９日 第１２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

８１６ ユメノキラメキ 牝５栗 ５５ 川島 信二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７８－ ８１：２３．６ ２５．６�

６１２ ゴールデンジャガー 牡４鹿 ５７ 北村 友一西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 ４９８－ ２１：２３．７� ２１．３�
４８ エーシンポルックス 牡５芦 ５７ C．ウィリアムズ �栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B５０６＋ ４１：２３．８クビ ３．０�

（豪）

２３ セブンサミッツ 牡６栗 ５７ 和田 竜二 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１６－ ４１：２３．９� ４．２�

２４ ダイヤモンドムーン 牝５黒鹿５５ 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 B５２２＋１０１：２４．１１� ５．９�
８１５ シンコープリンス 牡５青鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４６８± ０１：２４．３１� ３０．６	
５１０ ツルマルスピリット 牡５青鹿５７ 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：２４．６１� ９．９

１２ シルバーキセキ 牝５黒鹿５５ 浜中 俊小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 ４５４－ ６１：２４．８� １２．８�
７１３ トイボックス 牡５黒鹿５７ 国分 恭介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４７８＋ ８ 〃 ハナ ７．５�
４７ トップオブザヘヴン 牝５黒鹿５５ 幸 英明�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４７０＋ ６１：２５．０１	 １８．１
３６ コ ロ ナ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎下河邉 博氏 中尾 秀正 静内 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４５８＋ ４１：２５．１� １７３．０�
１１ タガノガルーダ 牝５栗 ５５ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７０＋ ６ 〃 ハナ １９０．０�
５９ 
 ヴィルマール 牡６鹿 ５７ 川須 栄彦吉田 和美氏 武藤 善則 豪 Paulyn Invest-

ments Pty Ltd ４８０＋ ２１：２５．３１� ２０５．２�
７１４ プントバンコ 牝４青鹿５５ 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４５２－ ４１：２５．４� ６８．９�
６１１� ホクザンアロマ 牝５栗 ５５ 小坂 忠士木本 弘孝氏 境 直行 浦河 �原 敏明 ４５０－ ６１：２６．１４ ３９２．６�

（１５頭）
３５ ミッキーデジタル 牡５栗 ５７ 四位 洋文野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４４０－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３４，５６８，４００円 複勝： ６３，３２４，７００円 枠連： ３５，８６６，０００円

馬連： １０８，１７０，１００円 馬単： ６４，１４２，５００円 ワイド： ４６，３８２，４００円

３連複： １４２，７５６，２００円 ３連単： ２６１，３８２，１００円 計： ７５６，５９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５６０円 複 勝 � ６９０円 � ５１０円 � １５０円 枠 連（６－８） ６，２８０円

馬 連 �� １４，２００円 馬 単 �� ２６，３２０円

ワ イ ド �� ４，０４０円 �� ２，０６０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ２４，９２０円 ３ 連 単 ��� １９６，８４０円

票 数

単勝票数 差引計 ３４５６８４（返還計 ５０７４） 的中 � １０６５０（９番人気）
複勝票数 差引計 ６３３２４７（返還計 １０２９２） 的中 � １９０２７（９番人気）� ２６７６８（８番人気）� １６０６２７（１番人気）
枠連票数 差引計 ３５８６６０（返還計 ３１３） 的中 （６－８） ４２２１（１９番人気）
馬連票数 差引計１０８１７０１（返還計 ４２０００） 的中 �� ５６２４（３８番人気）
馬単票数 差引計 ６４１４２５（返還計 ２６１６５） 的中 �� １７９９（７３番人気）
ワイド票数 差引計 ４６３８２４（返還計 ２０９５４） 的中 �� ２７８４（３８番人気）�� ５５８１（２２番人気）�� ７０４４（１９番人気）
３連複票数 差引計１４２７５６２（返還計１１０６８２） 的中 ��� ４２２８（７４番人気）
３連単票数 差引計２６１３８２１（返還計１８９５９５） 的中 ��� ９８０（５０３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．７―１２．４―１２．３―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．９―４７．３―５９．６―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユメノキラメキ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００９．８．１５ 札幌１着

２００７．３．１２生 牝５栗 母 ツ ァ リ ー ヌ 母母 ランフォアロージス ２２戦４勝 賞金 ４５，２２０，０００円
〔競走除外〕 ミッキーデジタル号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 キングコーリンオー号・マジックアロー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２４京都３）第９日 ５月１９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 １７８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

２４８，５１０，０００円
２，０８０，０００円
７，４９０，０００円
２，２４０，０００円
２２，７６０，０００円
６２，５２１，５００円
４，８８３，０００円
１，７０８，８００円

勝馬投票券売得金
３４７，２０４，２００円
６０１，０５６，４００円
２３３，６００，８００円
１，０００，９４３，５００円
５９５，５９９，５００円
４１８，３６１，１００円
１，３５８，５４８，３００円
２，４６６，９６８，０００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 ７，０２２，２８１，８００円

総入場人員 １８，７３１名 （有料入場人員 １７，０３４名）


