
１２０４９ ５月６日 晴 良 （１８京都３）第５日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

７１１� インスパイアリング 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦中井商事� 沖 芳夫 浦河 斉藤 英 ４９４＋ ２１：５３．６ １．８�

１１ � シゲルカイノセ 牡３栗 ５６ 小原 義之森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 村下農場 ５００－ ２１：５３．９１� ２５．５�
７１０� アドマイヤグローリ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４８４＋ ２１：５４．３２	 ９．０�
２２ トウカイポリシー 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一内村 正則氏 松元 省一 新冠 長浜牧場 ４５８＋ ４１：５４．５１
 ２．９�
３３ タガノブラスト 牡３鹿 ５６ 和田 竜二八木 良司氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ５０８＋１０１：５４．６クビ ２４．７�
８１３� アッパークラス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介前田 幸治氏 太宰 義人 新冠 競優牧場 ４６６－ ６１：５４．９２ ７４．１�
６８ � マッキーゼネラル 牡３青鹿５６ 石橋 守薪浦 亨氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４３４－ ６１：５５．１１ ４１１．７	
５６ カミンスルーザライ 牡３芦 ５６ 岩崎 祐己
ターフ・スポート古川 平 門別 高橋牧場 ４７８－ ２１：５５．２	 ２２．８�
５７ � コスモハバネーロ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 
ビッグレッドファーム 西園 正都 静内 伊藤 昭次 ４６８＋ ６１：５５．３	 ２３．２�
６９ ナムラベンケイ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二奈村 信重氏 五十嵐忠男 門別 いとう牧場 ５０２± ０１：５６．０４ ６３．５
４４ ゼットユニコーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔
フォーレスト 宮 徹 浦河 赤田牧場 ５１８＋ ２ 〃 アタマ ４７９．４�
８１２ サンドプロミネンス 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４９６± ０１：５６．４２	 ８３．０�

４５ �� チキリスラッガー 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎ちきり組合 西橋 豊治 鵡川 桑原牧場 ４７８± ０１：５６．５	 ８５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，７８３，２００円 複勝： １７，６６４，８００円 枠連： ２１，５６５，２００円

普通馬連： ７４，３４４，９００円 馬単： ７７，５０４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０８７，６００円

３連複： １１０，８０５，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３３９，７５５，８００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ４４０円 � ２２０円 枠 連（１－７） ２，１５０円

普通馬連 �� ２，７２０円 馬 単 �� ３，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ３６０円 �� ２，６２０円

３ 連 複 ��� ５，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４７８３２ 的中 � ６８１０７（１番人気）
複勝票数 計 １７６６４８ 的中 � ６６５５８（１番人気）� ６７３０（６番人気）� １７６０９（３番人気）
枠連票数 計 ２１５６５２ 的中 （１－７） ７４１７（５番人気）
普通馬連票数 計 ７４３４４９ 的中 �� ２０２３５（７番人気）
馬単票数 計 ７７５０４４ 的中 �� １６３６９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０８７６ 的中 �� ６５０７（７番人気）�� １８０８４（２番人気）�� １９７９（２１番人気）
３連複票数 計１１０８０５７ 的中 ��� １５７１６（１３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１２．８―１３．０―１２．９―１２．６―１２．４―１２．６―１３．６

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

�インスパイアリング �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００５．１２．１１ 中京４着

２００３．４．８生 牡３栗 母 ロングオードリイ 母母 タケノコーリー ７戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ゼットユニコーン号は，平成１８年６月６日まで平地競走に出走できない。



１２０５０ ５月６日 晴 良 （１８京都３）第５日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

１１ キーゴースルー 牡３鹿 ５６ 内田 浩一北前孔一郎氏 宮 徹 門別 大平ファーム ４７６± ０１：１３．２ ４．０�

４８ � ラブメッセンジャー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介八木 良司氏 柴田 光陽 浦河 富田牧場 ４８０± ０１：１３．３� １０．２�
３５ デライトホーラー 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松坂 明子氏 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 ５１０＋２０ 〃 ハナ ３３．０�
６１１� パティオパーティー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 門別 下河辺牧場 ４２４－ ４１：１３．４� ６．１�
２４ トップコーナー 牡３栗 ５６ 小坂 忠士�コオロ 境 直行 浦河 盛大牧場 ４７２ ―１：１３．７１� ７５．５�
６１２� ラインフェニックス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４６０－ ２１：１４．１２� １．８	
８１６ エターナルサーガ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明 �ローレルレーシング 田中 章博 静内 畠山牧場 ４４６ ― 〃 アタマ ２４８．５

５９ � ハッピームード 牝３鹿 ５４ 須貝 尚介吉田 照哉氏 須貝 彦三 千歳 社台ファーム ４２６＋ ２ 〃 アタマ ６４．１�
７１３ ジョイゲーム 牡３栗 ５６ 難波 剛健高田 博氏 高橋 成忠 静内 塚尾牧場 ４８４＋ ４１：１４．６３ ２７６．９�
２３ テイエムマイスター 牡３黒鹿５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 静内 千代田牧場 ５１４＋ ２１：１５．２３� ２００．９
７１４ キタサンキングオー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�大野商事 鹿戸 幸治 門別 広中 稔 ５０２－１２１：１５．３クビ ４２．５�
８１５ パ ピ ー ラ ブ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 西橋 豊治 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６－ ２１：１５．４� １５２．５�

４７ � ジャストファイブ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋�佐藤牧場 武田 博 門別 増尾牧場 ４６６＋ ８ 〃 クビ ９４．１�
（法６３４）

１２ � アンゴラシチー 牡３鹿 ５６ 菊地 昇吾 �友駿ホースクラブ 鹿戸 明 静内 出羽牧場 ４１２－ ２ 〃 アタマ ２０１．６�
３６ タ ツ ノ オ ー 牡３栗 ５６ 角田 晃一鈴木 昭作氏 松永 昌博 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター ５０２ ―１：１５．７１� ２９．１�
５１０� ア サ ヒ ダ ケ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志林 千枝子氏 鹿戸 幸治 門別 鹿戸 正幸 ４３４＋２０１：１５．８クビ ８７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７５７，９００円 複勝： １７，６６１，９００円 枠連： ２２，２９９，１００円

普通馬連： ６４，２７５，６００円 馬単： ７２，９９３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５５１，１００円

３連複： １０２，６４４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３１５，１８３，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ２４０円 � ６２０円 枠 連（１－４） １，４７０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ２，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� １，２４０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ８，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４７５７９ 的中 � ２９６２３（２番人気）
複勝票数 計 １７６６１９ 的中 � ２９８９９（２番人気）� １９８８４（４番人気）� ５９９８（６番人気）
枠連票数 計 ２２２９９１ 的中 （１－４） １１２１１（５番人気）
普通馬連票数 計 ６４２７５６ 的中 �� ２９１８２（５番人気）
馬単票数 計 ７２９９３９ 的中 �� １８１９１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５５１１ 的中 �� １０５８２（４番人気）�� ４００７（１０番人気）�� ２２１４（１６番人気）
３連複票数 計１０２６４４２ 的中 ��� ９３５５（２２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．５―１２．３―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．７―４７．０―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．５
３ ５（１，１２）１４，７（９，８）－１０（１１，１３）－（６，３，１５）４－１６，２ ４ ５，１，１２（７，８）（９，１４）１１（１０，１３）６（３，１５）４，１６－２

勝馬の
紹 介

キーゴースルー �
�
父 トレジャーアイランド �

�
母父 ミスターシービー デビュー ２００６．３．１８ 阪神５着

２００３．３．１生 牡３鹿 母 イブキカグヤヒメ 母母 ダイナフランダース ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ジョイゲーム号は，平成１８年６月６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヴィオレッタ号
（非抽選馬） １頭 ミスターキセキ号



１２０５１ ５月６日 晴 良 （１８京都３）第５日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

３４ � テイエムセイラン 牡３青鹿５６ 秋山真一郎竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 岩見牧場 ４７８± ０２：０３．５ １．８�

６１０� バブルガムライト �３栗 ５６ 角田 晃一藤本 幸雄氏 山本 正司 浦河 吉田 又治 ４６４－ ６２：０３．６� ７．４�
５８ � アドマイヤラン 牡３青 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５１４ ― 〃 クビ ７．７�
８１５�� ヨンハライナー 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二三宅 勝俊氏 安田 隆行 浦河 惣田 英幸 ４５６± ０２：０４．１３ １０．７�
１１ � チェリーサウンド 牝３青鹿５４ 川島 信二櫻井倶楽部 梅田 康雄 門別 坂田牧場 ４２２＋ ６ 〃 アタマ ２６４．７�
７１２� トーワスラッガー 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４８８＋ ２２：０４．２� １５．７�
７１３� フィールドマスター 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ４９６ ―２：０４．４１	 ６０．１	
８１４� デンコウミサイル 牡３栗 ５６

５３ ▲上野 翔田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ４８８－ ６２：０４．５クビ ７．８

２２ � チョウビジン 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４２４± ０ 〃 ハナ ５４４．６�
４７ �� スズカボーイ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史永井 啓弍氏 坪 憲章 門別 千葉飯田牧場 ４６６＋ ２２：０４．７１� ２１９．９�
６１１�� マルイチハート 牡３黒鹿５６ 福永 祐一小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 福岡 光夫 ４５４－１６２：０５．２３ １１．４
４６ � タ カ ア ラ シ 牡３鹿 ５６ 川原 正一高木 高彦氏 浜田 光正 浦河 川部 義美 ４８０± ０２：０５．４１	 ４７９．５�

（兵庫）

３５ � マヤノエロイカ 牡３栗 ５６
５３ ▲北村 友一田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４７６－１０２：０５．５クビ ３７８．１�

５９ � トップキララ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 大西ファーム ４３６－ ６２：０６．２４ ７５．９�
２３ � シロキタパレード 牝３鹿 ５４ 柴原 央明小西 勇氏 中尾 秀正 新冠 若林牧場 ４６６± ０２：０６．８３� ６６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，７９２，４００円 複勝： １８，３８９，４００円 枠連： ２７，４１２，０００円

普通馬連： ６７，６１５，６００円 馬単： ７３，２２５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２５６，２００円

３連複： １０３，１７４，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３２４，８６５，２００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（３－６） ３９０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ３５０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６７９２４ 的中 � ７５１４３（１番人気）
複勝票数 計 １８３８９４ 的中 � ７０２６４（１番人気）� ２２５９６（２番人気）� １７０２６（４番人気）
枠連票数 計 ２７４１２０ 的中 （３－６） ５２９６３（２番人気）
普通馬連票数 計 ６７６１５６ 的中 �� ８５４９２（１番人気）
馬単票数 計 ７３２２５６ 的中 �� ６４９４８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２５６２ 的中 �� ２０２２１（１番人気）�� １３１０８（３番人気）�� ４２５９（１１番人気）
３連複票数 計１０３１７４０ 的中 ��� ４８１３３（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１３．３―１３．１―１２．７―１２．５―１２．２―１１．７―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．４―３７．７―５０．８―１：０３．５―１：１６．０―１：２８．２―１：３９．９―１：５１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．３
１
３
１５（４，１０，１２，１３）（３，６，７，９）（１，５）１１，２，８，１４・（１５，１０）（４，１３，７）（３，６，１２）（１，９）（２，５，１１）（８，１４）

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

勝馬の
紹 介

�テイエムセイラン �
�
父 サクラチトセオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１１．２０ 京都３着

２００３．２．２６生 牡３青鹿 母 ファインサンデー 母母 ア ド リ ブ ７戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 スズカボーイ号・タカアラシ号・マヤノエロイカ号・シロキタパレード号は，平成１８年６月６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。



１２０５２ ５月６日 晴 良 （１８京都３）第５日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （芝・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

１：２０．６
１：１９．０

良

良

１１ � チェリーフォレスト 牝３鹿 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 鶴留 明雄 追分 追分ファーム ４５８－ ２１：２２．０ １．６�

１２ � プレシャスレディー 牝３青鹿５４ 角田 晃一 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４２６＋ ６１：２２．４２� １１０．０�
２４ メリフルアスソング 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６０ ―１：２２．５� ７．９�
４８ メイショウハナビ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 邦彦 三石 本桐牧場 ４６０± ０１：２３．０３ ２０８．９�
５９ スターリーワールド 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４９２ ―１：２３．１� ４８．６�
７１５ マルガリータ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４１６－ ２ 〃 アタマ ２３．９	
７１４ テイエムオーカン 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥竹園 正繼氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４１８± ０１：２３．６３ ６３５．１

６１２� ダマスクローズ 牝３栗 ５４ 安藤 勝己池谷 誠一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：２３．７クビ ２．９�
２３ � レディフォルツァ 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４３６ ― 〃 クビ １２１．８�
８１６ マンテンフラワー 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 鹿戸 正幸 ４２８＋ ６１：２３．９１� ４６６．５
４７ サンレイグラス 牝３栗 ５４ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４７４ ―１：２４．０� １９６．０�
８１８ スズカブリーズ 牝３鹿 ５４ 本田 優永井 啓弍氏 西浦 勝一 浦河 辻 牧場 ４６８ ―１：２４．２１� ３３４．４�
３６ トーブトップレディ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋武井 久夫氏 武田 博 様似 中脇 一幸 ３６４－１８ 〃 ハナ ７７９．０�
３５ スマイルビジョン 牝３鹿 ５４ 川原 正一 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１０ ―１：２４．６２� ３２．５�
（兵庫）

６１１ ベルトリック 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦�アカデミー 南井 克巳 新冠 清水 克則 ４８４ ―１：２４．７クビ ３３３．７�
５１０� ハリケンフェアー 牝３鹿 ５４ 柴原 央明小川 洋氏 田中 章博 門別 賀張三浦牧場 ３９６ ―１：２４．９１� ５９４．５�
７１３ ルーミナスハート 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅内田 滋三氏 橋本 寿正 静内 グランド牧場 ４１８＋ ４１：２５．７５ ５１１．８�
８１７� ユ ウ ギ エ ム 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二�アイテツ 鮫島 一歩 門別 浜本牧場 ４７４ ―１：２５．９１� ４３．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，０６７，５００円 複勝： １６，６９０，１００円 枠連： ２３，２８６，３００円

普通馬連： ７５，７２５，２００円 馬単： １０２，５４８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６９６，１００円

３連複： １２５，８１０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３８８，８２３，９００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １２０円 � １，０１０円 � ２３０円 枠 連（１－１） ３，４４０円

普通馬連 �� ３，２００円 馬 単 �� ３，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３００円 �� ３７０円 �� ３，６８０円

３ 連 複 ��� ６，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２００６７５ 的中 � ９９７９４（１番人気）
複勝票数 計 １６６９０１ 的中 � ６０６８５（１番人気）� ２６００（９番人気）� １６０５２（３番人気）
枠連票数 計 ２３２８６３ 的中 （１－１） ５００２（１１番人気）
普通馬連票数 計 ７５７２５２ 的中 �� １７４９４（８番人気）
馬単票数 計１０２５４８２ 的中 �� １９０２８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６９６１ 的中 �� ４４８１（１０番人気）�� １８６０６（２番人気）�� １５２０（２２番人気）
３連複票数 計１２５８１０５ 的中 ��� １４７９０（１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．７―１１．８―１１．７―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．２―３４．９―４６．７―５８．４―１：０９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３５．３
３ １，２，１２（３，８）１５（９，１４，１６，１７）（４，７，１１）１３（６，１８）－１０－５ ４ １，２（３，１２）（９，８，１５）（１４，１６）（４，７）１１（６，１８，１７）１３－１０，５

勝馬の
紹 介

�チェリーフォレスト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Forest Wildcat デビュー ２００６．４．１５ 阪神２着

２００３．６．１０生 牝３鹿 母 フォレストゾーン 母母 Give Me Liberty ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ルーミナスハート号は，平成１８年６月６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エプソムベガ号
※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。



１２０５３ ５月６日 晴 良 （１８京都３）第５日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０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

１２ � カネトシツヨシオー 牡３鹿 ５６ 川原 正一兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４７８－ ８１：４８．６ １６．１�
（兵庫）

４８ ゲイルバニヤン 牡３黒鹿５６ 武 豊津村 靖志氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４９４ ―１：４９．１３ ５．９�
８１５� セレスステーラー 牡３栗 ５６ 和田 竜二岡 浩二氏 宮本 博 新冠 武田 修一 ４４２± ０１：４９．２クビ ８．７�
６１２ エイシンイダテン 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４６２－ ８１：４９．６２� １．８�
６１１ メイショウダンディ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４４６＋ ６１：４９．７� ６．３�
８１７� マイネミニケリー 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５２－ ４１：４９．９１� ７１．４�
３６ � メルシーブロッコ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４４６＋ ４ 〃 クビ １０２．１	
５９ コウエイノホシ 牡３栗 ５６ 武 英智伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４６４± ０１：５０．０クビ ４２３．５

７１４ エルンテフェスト 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 静内 橋本牧場 ４５２ ―１：５０．３１� １７２．５�
１１ � アドマイヤタキオン 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４６２ ― 〃 クビ ３９．７�

（アドマイヤスーパー）

２３ プリンセスバイオ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明バイオ� 坪 憲章 早来 ノーザンファーム B４３８－１０１：５０．４クビ ２１３．０
３５ セイントクラウン 牡３鹿 ５６ 石山 繁中西 宏彰氏 浜田 光正 新冠 グラッドホースパーク ５１８＋ ４１：５０．５� ２０８．７�
４７ ドンコルレオーネ 牡３青鹿５６ 石橋 守家鋪 隆仁氏 河内 洋 浦河 谷川牧場 ４６０ ―１：５０．７１� ４３．５�
２４ ボーンホルム 牡３青 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 長浜 博之 追分 追分ファーム ４４０ ―１：５０．９１� １９．６�
７１３ タガノハッスル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 斉藤 政志 ４８４ ―１：５１．１１� ２５．２�
８１６ マチカネワカナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲上野 翔細川 益男氏 沖 芳夫 門別 待兼牧場 ４６０＋ ６１：５１．４２ ７７８．２�
５１０� タマモセレナーデ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 静内 岡田牧場 ４８０ ―１：５３．０１０ ３４６．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １８，２６８，９００円 複勝： ２１，７５４，５００円 枠連： ２６，９３５，２００円

普通馬連： ７４，４４５，０００円 馬単： ７８，０１３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９６２，２００円

３連複： １１７，２１４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３５８，５９３，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ３９０円 � ２１０円 � ２３０円 枠 連（１－４） ２，２８０円

普通馬連 �� ５，６００円 馬 単 �� １２，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� １，４５０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� １２，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８２６８９ 的中 � ８９６０（５番人気）
複勝票数 計 ２１７５４５ 的中 � １２９３７（５番人気）� ２９６５５（２番人気）� ２６５１９（３番人気）
枠連票数 計 ２６９３５２ 的中 （１－４） ８７４３（８番人気）
普通馬連票数 計 ７４４４５０ 的中 �� ９８２４（１７番人気）
馬単票数 計 ７８０１３４ 的中 �� ４６８９（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９６２２ 的中 �� ３３８９（１６番人気）�� ３６８９（１４番人気）�� ６５８０（８番人気）
３連複票数 計１１７２１４５ 的中 ��� ７０４５（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３５．７―４８．５―１：０１．４―１：１３．９―１：２５．７―１：３７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カネトシツヨシオー �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１．２９ 京都１２着

２００３．３．１９生 牡３鹿 母 リーインフォースト 母母 テ ィ ア ラ ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモセレナーデ号は，平成１８年６月６日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 プリンセスバイオ号は，平成１８年６月６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。



１２０５４ ５月６日 晴 良 （１８京都３）第５日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５９ � ハーベストシーズン 牝３鹿 ５４ 武 豊渡邊 隆氏 伊藤 雄二 米 Takashi
Watanabe ５２０± ０１：２５．７ １．７�

７１４ アレクシオス 牡３栗 ５６ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６６± ０１：２６．０１� ６．６�
２４ メイショウソーラー 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 河内 洋 三石 木下牧場 B４２８－ ４１：２６．２１ １９．８�
４８ � ゼンノジュウシン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三大迫久美子氏 大久保龍志 平取 坂東牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ １３．０�
６１２ ケイアイファンタム 牡３栗 ５６ 太宰 啓介亀田 守弘氏 古川 平 新冠 村田牧場 ５００＋ ４１：２６．４１	 ２５８．０�
３５ ナムラクニヒメ 牝３青鹿５４ 芹沢 純一奈村 信重氏 五十嵐忠男 門別 いとう牧場 ４５０－ ４１：２６．５クビ ２４３．７�
７１３ メジロシリング 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�メジロ牧場 北出 成人 洞爺 メジロ牧場 ５００－ ８１：２７．０３ ５．８	
４７ サンレイコマンド 牡３鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８０＋ ４１：２７．１	 １９．９

６１１� マヤノガニーシュ 牡３栗 ５６ 本田 優田所 英子氏 安達 昭夫 門別 浜本 幸雄 ４９２＋ ５１：２７．２	 ２３５．３�
８１５ ブルーフェアプレー 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋 �荻伏レーシング・クラブ 武田 博 新冠 川上 悦夫 ４６４＋ ４１：２７．３	 ４９．５
１２ 
 スカイルミエール 牡３栗 ５６ 小林 徹弥小林 久義氏 清水 出美 門別 下河辺牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ２４７．３�
２３ 
 メイショウブルドー 牡３青 ５６ 川島 信二松本 好雄氏 田島 良保 静内 安田 豊重 ４８６－ ２１：２７．５１ ２４．６�
３６ � ワンダールビアノ 牡３芦 ５６

５３ ▲上野 翔山本 信行氏 領家 政蔵 米
Belvedere
Farm Inc. &
Jim Moloney

４８２＋ ２ 〃 ハナ ２２．０�
５１０ ビバロングライフ 牝３鹿 ５４ 河北 通池住 安信氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４４２－１２１：２７．６	 ２２３．９�
８１６� サンワードトリッピ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二古谷 敏明氏 白井 寿昭 米 Sally J.

Anderson B４６６＋ ５１：２７．７� １２７．１�
１１ 
 ビッグシャトル 牡３鹿 ５６ 川原 正一�ビッグ 南井 克巳 静内 服部 牧場 ５０４＋ ４１：２７．９１� ４０．０�

（兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４０５，７００円 複勝： ３３，１１９，０００円 枠連： ３６，３１１，６００円

普通馬連： １０２，８８４，１００円 馬単： ９５，９３７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４７９，３００円

３連複： １４２，３９４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４６２，５３１，３００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � ４１０円 枠 連（５－７） ２３０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ５２０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ３，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３４０５７ 的中 � １１１０７８（１番人気）
複勝票数 計 ３３１１９０ 的中 � １１７１９４（１番人気）� ３６１１１（３番人気）� １３８０２（７番人気）
枠連票数 計 ３６３１１６ 的中 （５－７） １１８１９７（１番人気）
普通馬連票数 計１０２８８４１ 的中 �� １１６２１２（２番人気）
馬単票数 計 ９５９３７１ 的中 �� ７６０３９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４７９３ 的中 �� ２５６８３（２番人気）�� １３５１３（４番人気）�� ４２４１（１７番人気）
３連複票数 計１４２３９４５ 的中 ��� ３３７８３（９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．０―１２．６―１２．４―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．９―３５．９―４８．５―１：００．９―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハーベストシーズン �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Easy Goer デビュー ２００５．１１．１９ 京都７着

２００３．２．２４生 牝３鹿 母 Preparation 母母 Oh What a Dance ７戦２勝 賞金 ２０，６９０，０００円
〔制裁〕 ナムラクニヒメ号の騎手芹沢純一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００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。
（非当選馬） ４頭 エステームシチー号・サミーデザート号・ゼンノグッドウッド号・ワーキングボーイ号
※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。



１２０５５ ５月６日 晴 良 （１８京都３）第５日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

１１ � ラッセルバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 静内 今 牧場 ４９６＋ ８１：３４．６ ９．８�

５６ � マクシマール 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２ 〃 クビ ２．６�
８１２� ヴィヴァキセキ 牝３青鹿５４ 武 豊 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７２－ ８１：３４．８１� ４．１�
７９ オースミシャトル 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎�オースミ 武 邦彦 浦河 日の出牧場 ４６２± ０１：３４．９	 ８．８�
８１１ ビヨンドザムーン 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ５１４－ ２１：３５．２１
 ４．１�
７１０ ロ ー タ ス 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８６＋ ２１：３５．３	 １３．２	
６８ � ネイルカイザー 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４３８－ ２１：３５．４クビ ９６．４

２２ � ブラックソフィア 牝３鹿 ５４ 角田 晃一黒岩 晴男氏 安田伊佐夫 門別 白井牧場 ５０２－ ２１：３５．５
 １８６．３�
３３ テンエイヤシャオー 牡３栗 ５６ 福永 祐一熊坂富寿雄氏 北出 成人 福島 農事組合法人

熊坂開発 ４８４± ０１：３５．８１
 ４３．５�
５５ � テイエムトッパズレ 牡３青鹿５６ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５０＋ ２１：３５．９クビ １０４．１
４４ �� ウインフェイム 牝３栗 ５４ 石橋 守�ウイン 浅見 秀一 三石 ヒサイファーム ４６４－ ８１：３６．０	 ２７．５�
６７ �� サクセスタッチ 牡３鹿 ５６ 川原 正一太田 美實氏 曽和 直栄 平取 稲原牧場 ４２８－ ４１：３７．１７ １２５．６�

（兵庫） （兵庫）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，５６１，７００円 複勝： ２５，１３３，７００円 枠連： ３０，０４９，５００円

普通馬連： １０２，１２２，１００円 馬単： ９７，０９０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０６５，４００円

３連複： １３２，８９７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４３４，９２０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（１－５） １，３００円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� ３，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ５３０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５６１７ 的中 � １６５７９（５番人気）
複勝票数 計 ２５１３３７ 的中 � ２３１４４（５番人気）� ６３２１６（１番人気）� ５９７０８（２番人気）
枠連票数 計 ３００４９５ 的中 （１－５） １７１０３（６番人気）
普通馬連票数 計１０２１２２１ 的中 �� ５３００６（５番人気）
馬単票数 計 ９７０９０９ 的中 �� １９１４７（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０６５４ 的中 �� １１９３５（５番人気）�� １１１８５（７番人気）�� ４３２３１（１番人気）
３連複票数 計１３２８９７１ 的中 ��� ６８８７２（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２３．０―３４．５―４６．７―５９．０―１：１０．９―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラッセルバローズ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００５．１２．４ 阪神１３着

２００３．４．９生 牡３鹿 母 チアズダンサー 母母 シヤトーフオモサ ６戦２勝 賞金 １２，７００，０００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。



１２０５６ ５月６日 晴 良 （１８京都３）第５日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （芝・右・外）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．４．８以降４歳５００・５歳以上
１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３５ キョウワノスター 牝５鹿 ５５ 武 豊林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４４６－ ４１：４６．５ ４．９�

５９ � ダンツサクラ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三山元 哲二氏 谷 潔 静内 マークリ牧場 ４３８＋ ４１：４６．７１� １１．５�
２３ ガラディナー 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：４７．３３� ３．４�
６１２ ニホンピロブリュレ 牝５栗 ５５ 川島 信二小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 福岡 清 ４５２＋ ６ 〃 クビ ２６．２�
７１３� タガノヒロイン 牝４鹿 ５５ 福永 祐一八木 良司氏 浅見 秀一 三石 信田牧場 ４５２－ ４１：４７．５１� １７．２�
６１１ テイエムハナフブキ 牝４鹿 ５５ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 冨岡牧場 ４８４＋ ４１：４７．６� ６５．４�
８１６ シルクメガヒット 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠有限会社シルク松元 茂樹 三石 水上 習孝 ４４８＋ ２ 〃 ハナ ３．２�
２４ テイエムヨカオゴ 牝４鹿 ５５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 テイエム牧場 ４３６＋ ６ 〃 クビ ４７８．４	
４８ ナナヨーティアラ 牝４鹿 ５５ 川原 正一尾崎 和助氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４５８＋ ２１：４７．８１� ３２．５


（兵庫）

５１０ ニシノビギン 牝５黒鹿５５ 小林 徹弥西山 茂行氏 佐藤 正雄 鵡川 西山牧場 ４７４± ０１：４８．１２ ６．６�
７１４�� センティーレ 牝４青 ５５ 太宰 啓介藤田 孟司氏 太宰 義人 早来 ノーザンファーム ４５４＋ １１：４８．３１� ３２６．３�
４７ 	 ステレオタイプ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二 社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８４＋ ８１：４８．４� ４３．２�
３６ � アマゾンリリー 牝４黒鹿５５ 河北 通名古屋友豊� 小野 幸治 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ４１：４８．６１� １９３．５�
１１ � ウインクルグラス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲北村 友一塚本 能交氏 田島 良保 門別 日高大洋牧場 ４１８＋ ２１：４８．７クビ １７９．３�
１２ �	 コアレスメッセ 牝４芦 ５５ 須貝 尚介小林 昌志氏 須貝 彦三 平取 清水牧場 ４７４－ ４１：４９．０２ １５９．２�
８１５ ニシノイエロー 牝４鹿 ５５ 和田 竜二西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 B４８８－ ２ 〃 ハナ ６７．７�

（１６頭）
８１７	 アブソルートダンス 牝４栗 ５５

５２ ▲上野 翔 ユートピア牧場 飯田 雄三 三石 前川 正美 ４４２± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，９７０，１００円 複勝： ２２，４３９，８００円 枠連： ２７，８３５，８００円

普通馬連： １０２，９３９，５００円 馬単： ８７，７４５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０３７，４００円

３連複： １４１，１８１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４２５，１４９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １７０円 � ２９０円 � １５０円 枠 連（３－５） １，０３０円

普通馬連 �� ２，７００円 馬 単 �� ４，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ４００円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １７９７０１（返還計 １６４３） 的中 � ２９４７３（３番人気）
複勝票数 差引計 ２２４３９８（返還計 ３５２１） 的中 � ３６８０８（３番人気）� １６３２１（５番人気）� ４７５７１（２番人気）
枠連票数 計 ２７８３５８ 的中 （３－５） １９９９３（５番人気）
普通馬連票数 差引計１０２９３９５（返還計 ２８６９５） 的中 �� ２８２０１（１０番人気）
馬単票数 差引計 ８７７４５２（返還計 ２５８０１） 的中 �� １４２５３（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２５０３７４（返還計 １１０８４） 的中 �� ６３７５（１０番人気）�� １６８７４（３番人気）�� ８９２８（７番人気）
３連複票数 差引計１４１１８１６（返還計 ７６１８４） 的中 ��� ３９４３８（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．７―１２．２―１２．４―１１．９―１１．４―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３５．１―４７．３―５９．７―１：１１．６―１：２３．０―１：３４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワノスター �
�
父 テ ン ビ ー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００４．５．１ 京都３着

２００１．３．１６生 牝５鹿 母 キョウワプラチナ 母母 グレンビーサマー １７戦３勝 賞金 ３０，４５０，０００円
〔競走除外〕 アブソルートダンス号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔３走成績による出走制限〕 センティーレ号・ニシノイエロー号は，平成１８年６月６日まで平地競走に出走できない。
※ニホンピロブリュレ号は，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。



１２０５７ ５月６日 晴 良 （１８京都３）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

ぎ お ん

� 園 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．５．７以降１８．４．３０まで１回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

４７ � ロードアルティマ 牡６黒鹿５７ 武 豊 �ロードホースクラブ 山内 研二 米 Dr. William
O. Reed ４８４－ ２１：２１．６ １．４�

３４ � カリプソパンチ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６４± ０１：２１．７� １３．７�

５８ �	 ストロベリードール 牝７黒鹿５２ 小林 徹弥山口 克己氏 本郷 一彦 門別 沼島 信博 ４６２－１０１：２２．０２ ６１．３�
６１０�
 サンレイフレール 牝６鹿 ５３ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 早来 ノーザンファーム ４９８± ０１：２２．２１ １３５．５�
６１１ トウカイポピー 牝５栗 ５２ 芹沢 純一内村 正則氏 松元 省一 平取 稲原 敬三 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ４４．６�
５９ トーワユメジ 牡４鹿 ５５ 渡辺 薫彦齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４５０± ０ 〃 アタマ ４４．０�
２２ グレイシアブルー 牝４青鹿５４ 福永 祐一吉田 勝己氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２ 〃 クビ ７．４	
８１４ スリーキュート 牝５鹿 ５２ 角田 晃一永井商事� 武 宏平 静内 岡野牧場 ４３８＋ ８１：２２．３� ２４６．８

１１ マヤノスターダム 牡４鹿 ５５ 安藤 勝己田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４７８＋ ２ 〃 アタマ ８．１�
７１２� メイプルロード 牝６栗 ５２ 川島 信二�ターフ・スポート田所 秀孝 浦河 成隆牧場 ４７８＋１０１：２２．４� ２１０．７
７１３� ジョイントスターズ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 及川 幸夫 ４６６－１４ 〃 クビ ３３．６�
３５ 
 アルシャトル 牡５黒鹿５４ 藤田 伸二�エーティー 昆 貢 静内 藤沢牧場 ４６２－ ２１：２２．５� ２５．３�
８１５ ターボフラッシュ 牡５鹿 ５２ 川原 正一釘田 静義氏 谷 潔 鹿児島 釘田フアーム ４８０± ０１：２２．６� ３０３．０�

（兵庫）

２３ レジェンダロッサ 牡４鹿 ５４ 武 幸四郎 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６８± ０１：２２．７� ４０．１�
４６ 
 エムティーエアー 牡４鹿 ５５ 柴原 央明丸山 輝城氏 湯窪 幸雄 静内 出羽牧場 ４８６＋２２１：２３．５５ １７６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，７５４，３００円 複勝： ３６，４４９，５００円 枠連： ３４，６４５，４００円

普通馬連： １４９，９６５，９００円 馬単： １３９，７２３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，８００，４００円

３連複： １４２，２６３，６００円 ３連単： ４２５，０９３，６００円 計： ９９７，６９６，６００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ６６０円 枠 連（３－４） ５００円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ９７０円 �� ５，１９０円

３ 連 複 ��� ８，９４０円 ３ 連 単 ��� ２２，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３１７５４３ 的中 � １８９０５８（１番人気）
複勝票数 計 ３６４４９５ 的中 � １５９７１８（１番人気）� ２７８１７（４番人気）� ８１９６（９番人気）
枠連票数 計 ３４６４５４ 的中 （３－４） ５１９３８（３番人気）
普通馬連票数 計１４９９６５９ 的中 �� １４０８０１（３番人気）
馬単票数 計１３９７２３９ 的中 �� １０８４８９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７８００４ 的中 �� ２８８８９（３番人気）�� ９３３６（１１番人気）�� １６２８（３８番人気）
３連複票数 計１４２２６３６ 的中 ��� １１７５６（２４番人気）
３連単票数 計４２５０９３６ 的中 ��� １４１１８（６１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．０―１１．６―１０．９―１１．４―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．６―３６．６―４８．２―５９．１―１：１０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．０―３F３３．４
３ ７（４，１４，１５）５，９（２，６，１３，１１）１０（８，１２）３，１ ４ ７，１４（４，１５）５（２，９，１１）（６，１３）８（１０，１２）（１，３）

勝馬の
紹 介

�ロードアルティマ �
�
父 Seeking the Gold �

�
母父 Secretariat デビュー ２００２．７．１３ 函館１着

２０００．１．２３生 牡６黒鹿 母 Secrettame 母母 Tamerett ７戦４勝 賞金 ４９，１６１，０００円
※ストロベリードール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



１２０５８ ５月６日 晴 良 （１８京都３）第５日 第１０競走 ��
��１，８００�

か み が も

上賀茂ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．８以降４歳
１，６００・５歳以上３，２００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

７１０ トラストジュゲム 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠菅波 滿氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ５０６－ ４１：５０．１ ４．２�

６９ � ブルーフランカー 牡４鹿 ５７ 川島 信二 �荻伏レーシング・クラブ 安藤 正敏 静内 片岡牧場 ４２４＋ ８１：５０．４１� ４２．０�
８１３ スカーレットベル 牝５鹿 ５５ 武 豊 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４９２± ０１：５０．５� １．６�
２２ メイショウホウオウ 牡５栗 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５４８＋１０１：５１．１３	 １２．２�
３３ 
� ツ ム ジ カ ゼ 牡６栗 ５７ 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 米 Columbi-
ana Farm B５３２＋ ４１：５１．２� ２３．７�

１１ � アグネスギンガ 牡６栗 ５７ 川原 正一渡辺 孝男氏 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：５１．３	 ５９．０	
（兵庫）

５６ ビッグシャーク 牡５栗 ５７ 和田 竜二�岡 義雄氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ５０４± ０１：５１．６１� １２２．３

５７ ワンダーハヤブサ 牡５黒鹿５７ 小林 徹弥山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 B４８４－ ８１：５１．９１� ３０．８�
４４ マッスルダンサー 牡４栗 ５７ 岩崎 祐己 �天羽治牧場 古川 平 門別 里深 牧場 ４９０＋ ６１：５２．１１	 ２２８．３�
６８ サワノブレイブ 牡５栗 ５７ 福永 祐一澤田 子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４８６－ ４１：５２．２	 ７．６�
７１１�� エクススペシャル 牡７鹿 ５７ 武 英智前田 繁氏 田所 清広 浦河 鮫川 啓一 ４８０－ ６１：５２．３クビ ９１１．６�
４５ � ヤマトスプリンター 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三坂東まさ子氏 安達 昭夫 静内 静内白井牧場 ４６４＋ ４ 〃 クビ ４８．０�
８１２� シールビーバック 牝４栗 ５５ 藤田 伸二�富美男企画 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 ４７０＋ ４１：５４．７大差 １１９．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３５，２８０，７００円 複勝： ４１，３６５，３００円 枠連： ３８，２７８，６００円

普通馬連： ２１４，１１３，０００円 馬単： １８７，１０２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，１８６，３００円

３連複： １８６，５９７，５００円 ３連単： ５３７，０２７，３００円 計： １，２８７，９５０，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １３０円 � ４３０円 � １００円 枠 連（６－７） １，２００円

普通馬連 �� ６，８５０円 馬 単 �� １３，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� １５０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２，１７０円 ３ 連 単 ��� ２８，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３５２８０７ 的中 � ６６２２４（２番人気）
複勝票数 計 ４１３６５３ 的中 � ８６３２７（２番人気）� １１６６７（７番人気）� １７５０１６（１番人気）
枠連票数 計 ３８２７８６ 的中 （６－７） ２３５４２（４番人気）
普通馬連票数 計２１４１１３０ 的中 �� ２３０７１（１６番人気）
馬単票数 計１８７１０２２ 的中 �� １０５６０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８１８６３ 的中 �� ７７７１（１３番人気）�� １１２４４５（１番人気）�� １６１３０（７番人気）
３連複票数 計１８６５９７５ 的中 ��� ６３７１１（６番人気）
３連単票数 計５３７０２７３ 的中 ��� １３８４８（７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３６．５―４９．４―１：０１．４―１：１３．５―１：２５．４―１：３７．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トラストジュゲム �
�
父 スキャターザゴールド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００４．１０．１７ 東京２着

２００２．５．５生 牡４鹿 母 ジュウジホウセキ 母母 ジユウジターキン １３戦４勝 賞金 ８２，２１９，０００円
※出走取消馬 タイラントシチー号（疾病〔創傷性左角膜炎〕のため）
※ツムジカゼ号は，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。



１２０５９ ５月６日 晴 良 （１８京都３）第５日 第１１競走 ��
��２，２００�第５４回京 都 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
京都新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 ８６８，０００円 ２４８，０００円 １２４，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

５５ � トーホウアラン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二東豊物産� 藤原 英昭 三石 前川 正美 ４７８＋ ６２：１４．８ １４．１�

１１ � アペリティフ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ
ジメント 坪 憲章 千歳 社台ファーム ４８４－ ８ 〃 クビ ２７．５�

２２ �� マイネルポライト 牡３鹿 ５６ 本田 優 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西浦 勝一 三石 下屋敷牧場 ４８０＋ ６２：１４．９� ２０．３�

６６ ア エ ロ ー ザ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 追分 追分ファーム ４７２＋ ４ 〃 クビ ２．１�
３３ マルカシェンク 牡３黒鹿５６ 福永 祐一河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４９６－ ８２：１５．０	 ２．０�
７８ テューダーローズ 牡３栗 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５６－１０２：１５．２１
 １９．１	
８１０ エリモエクスパイア 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４８８－ ２２：１５．５２ ３１．５

８９ � セ レ ス ケ イ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５４０＋ ８２：１５．８２ １２４．１�
４４ タニノディキディキ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎谷水 雄三氏 友道 康夫 静内 カントリー牧場 ４４６＋ ６２：１６．１１� ２９６．２�
７７ オーキッドコート 牡３鹿 ５６ 川原 正一川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ４４４± ０２：１６．６３ ５０１．８

（兵庫）

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０５，５００，６００円 複勝： ８９，３８３，１００円 枠連： ７５，２９８，６００円

普通馬連： ５０９，０８２，４００円 馬単： ４２２，７２８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ９７，７７３，５００円

３連複： ３８０，１９４，０００円 ３連単： １，２６２，１０８，９００円 計： ２，９４２，０６９，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ３７０円 � ４８０円 � ４５０円 枠 連（１－５） ８，４２０円

普通馬連 �� ８，５７０円 馬 単 �� １６，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０９０円 �� １，４９０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� １７，０３０円 ３ 連 単 ��� １３３，６００円

票 数

単勝票数 計１０５５００６ 的中 � ５９３１８（３番人気）
複勝票数 計 ８９３８３１ 的中 � ６６８９２（４番人気）� ４８２２７（６番人気）� ５２０３５（５番人気）
枠連票数 計 ７５２９８６ 的中 （１－５） ６６０３（１９番人気）
普通馬連票数 計５０９０８２４ 的中 �� ４３８５９（１９番人気）
馬単票数 計４２２７２８６ 的中 �� １９１６３（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９７７７３５ 的中 �� １１４１９（１９番人気）�� １６３１２（１３番人気）�� １４２６５（１６番人気）
３連複票数 計３８０１９４０ 的中 ��� １６４８２（３１番人気）
３連単票数 計１２６２１０８９ 的中 ��� ６９７２（１８６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．４―１２．８―１２．７―１２．９―１３．２―１３．２―１２．１―１１．３―１１．１―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．０―２４．４―３７．２―４９．９―１：０２．８―１：１６．０―１：２９．２―１：４１．３―１：５２．６―２：０３．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�トーホウアラン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Nureyev デビュー ２００６．１．８ 京都１着

２００３．４．１６生 牡３栗 母 ヒドゥンダンス 母母 Hidden Light ４戦３勝 賞金 ７２，１６９，０００円
〔制裁〕 セレスケイ号の騎手秋山真一郎は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００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。



１２０６０ ５月６日 晴 良 （１８京都３）第５日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．８以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１
着馬は２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

２３ シルクストリート 牡４栗 ５７ 武 豊有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ５２８＋１０１：５２．１ ５．９�

３６ � ヤマノサップ 牡６栗 ５７ 福永 祐一山住れい子氏 畠山 吉宏 門別 長谷川牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ４７．６�
１１ � ナリタプレリュード 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４８４－ ６１：５２．５２� ２．５�
１２ タマモゴーアップ 牡６栗 ５７ 和田 竜二タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４９６－１４１：５２．７１	 ３２．９�
４８ 
 フミノトップヘイロ 牡８鹿 ５７ 本田 優谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 B４７２± ０ 〃 クビ ４０．５�
５１０� シャコーミリオン 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二グレイドレーシング組合 勢司 和浩 浦河 惣田 英幸 ４９２－ ６１：５２．８クビ １３．６	
２４ マダムチェロキー 牝５鹿 ５５

５２ ▲上野 翔
市川ファーム 宮 徹 浦河 山下 恭茂 ４４６－ ４１：５３．０１ ５０．４�
４７ シ ュ ン サ イ 牡７鹿 ５７ 内田 浩一石川 博氏 川村 禎彦 新冠 ベルモント

ファーム ４９４＋ ６１：５３．２１	 ５３．１�
６１２� ナカヤマスナイパー 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.

Kaster ４９８± ０ 〃 クビ １４．８
８１６ ケイエススプリング 牡５栗 ５７ 小林 徹弥キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４９０－ ２１：５３．３� ５１．９�
７１４� クロスファイア 牡５栗 ５７ 岩田 康誠 
ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 鵡川 上水牧場 ５００＋ ２１：５３．５１� ２．８�
８１５�
 バイオレットボス 牡７鹿 ５７ 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 浦河 市川牧場 ４４０－ ２１：５３．８１� ３４８．６�
３５ � アグネスライフ 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎渡辺 孝男氏 的場 均 米 Fred Her-

trich III ５４６－１０ 〃 ハナ ７９．５�
６１１ サンライズボクサー 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三松岡 隆雄氏 福永 甲 浦河 アイオイファーム B４６６＋ ４ 〃 クビ ３２．１�
５９ マイネルガーランド 牡６黒鹿５７ 須貝 尚介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安藤 正敏 門別 外舘 万明 ５１０＋１４１：５３．９クビ ２０７．０�
７１３ メイショウエイシ 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 上山牧場 ５１８± ０１：５５．３９ １０７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，５２７，２００円 複勝： ４５，０１６，３００円 枠連： ５５，８６６，７００円

普通馬連： ２４８，３１７，０００円 馬単： １７５，４６９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，７３９，４００円

３連複： ２１６，１６１，１００円 ３連単： ４９８，４４７，９００円 計： １，３３３，５４４，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２２０円 � ７５０円 � １４０円 枠 連（２－３） ５，６７０円

普通馬連 �� １０，８９０円 馬 単 �� １３，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８６０円 �� ４６０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� ７，４４０円 ３ 連 単 ��� ６７，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３８５２７２ 的中 � ５１９４９（３番人気）
複勝票数 計 ４５０１６３ 的中 � ５０４２７（３番人気）� １０７３０（１２番人気）� １２５７９９（１番人気）
枠連票数 計 ５５８６６７ 的中 （２－３） ７２７５（１９番人気）
普通馬連票数 計２４８３１７０ 的中 �� １６８３０（２８番人気）
馬単票数 計１７５４６９３ 的中 �� ９４５５（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５７３９４ 的中 �� ４５３９（２８番人気）�� ３２７４０（２番人気）�� ７０５０（２３番人気）
３連複票数 計２１６１６１１ 的中 ��� ２１４５９（２０番人気）
３連単票数 計４９８４４７９ 的中 ��� ５４８７（１７９番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１３．１―１３．０―１２．７―１２．８―１２．４―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．１―３６．２―４９．２―１：０１．９―１：１４．７―１：２７．１―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．４
１
３
３，１０（２，１１，１３）７（４，１６）（６，１４）８，１（１５，９）５－１２・（３，１０，１１）（２，７，１３，１４）（４，６，１６）１（８，９）（１５，５）－１２

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

勝馬の
紹 介

シルクストリート �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００４．８．１ 小倉９着

２００２．２．１６生 牡４栗 母 クイーンオブタイム 母母 ロイヤルシルキー １２戦３勝 賞金 ３０，８３８，０００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。
（非当選馬） ４頭 ダイナミックエース号・ダノンシャトル号・チーフシャトー号・ニシノウラシマ号



（１８京都３）第５日 ５月６日（土曜日） 晴 馬場 （芝C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
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２７４，９５０，０００円
２２，７８０，０００円
２，０３０，０００円
１，０８０，０００円
２，２２０，０００円
２９，３１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，５７６，５００円
４，７７２，０００円
１，７８７，７００円

勝馬投票券売得金
３５７，６７０，２００円
３８５，０６７，４００円
４１９，７８４，０００円
１，７８５，８３０，３００円
１，６１０，０８２，７００円
４２８，６３４，９００円
１，９０１，３３８，３００円
２，７２２，６７７，７００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 ９，６１１，０８５，５００円

総入場人員 ３７，０８０名 （有料入場人員 ３６，４９０名）




