
１７０１３ ６月１８日 曇 稍重 （１８京都４）第２日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ � ヘイローフジ 牝３栗 ５４ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４６６－ ２１：２５．９ １８．２�

４７ ヘンメイレン 牝３栗 ５４
５１ ▲船曳 文士栗本 良明氏 矢作 芳人 三石 斉藤スタッド ４１２± ０１：２６．１１� ３００．０�

１１ フレンチミステリー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �社台レースホース白井 寿昭 白老 白老ファーム ４６８ ― 〃 ハナ ７．６�
２４ サンキンレター 牝３鹿 ５４ 武 豊河原 純之氏 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２２＋ ４１：２６．４１� ３．８�
２３ シックスポケット 牝３栗 ５４ 幸 英明渡辺 典六氏 服部 利之 静内 渡辺 光典 ４４６± ０１：２６．９３ １３．９�
５１０ ブライティアスカイ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠小林 昌志氏 境 直行 新冠 清水 克則 ４８４± ０１：２７．０� １０．６�
８１６ ユウタージェンヌ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中村 将之上山 利広氏 西橋 豊治 新冠 八木サニー
ファーム ４５４＋ ８ 〃 ハナ ３２２．１	

７１３� コパノフロスティ 牝３鹿 ５４ 小牧 太小林 祥晃氏 崎山 博樹 新冠 的場牧場 ４５６＋ ２１：２７．４２� ２．５

８１５ ミスフェイスフル 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�口 正蔵氏 須貝 彦三 浦河 馬道 繁樹 ４６０－ ６１：２７．５� １０９．０�
５９ � フラワーパレード 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 エヌ・アール・ユー 鶴留 明雄 門別 シンコーファーム ４５６± ０１：２７．６クビ ２７．７�
７１４� ハリケンフェアー 牝３鹿 ５４ 橋本 美純小川 洋氏 田中 章博 門別 賀張三浦牧場 ４１０＋１４１：２７．８１� ５７６．６�
４８ クリスタルタイム 牝３黒鹿 ５４

５２ △鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４１６＋１２１：２８．０１� ４６．５�
３５ �� ニホンピロアリエル 牝３栗 ５４ 熊沢 重文小林百太郎氏 服部 利之 浦河 日田牧場 B４４４＋ ６１：２８．１� １３０．１�
６１２ フェアリーアスカ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 ローレルレーシング 柴田 光陽 浦河 吉田 隆 ４５６－１０１：２８．４２ ３０４．７�
３６ マダムウイナー 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三角田 哲男氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４３６＋１０１：２８．６１� ６．７�
６１１ スマイリーアイ 牝３栗 ５４ 安部 幸夫岩� 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 坂元牧場 ４４４ ―１：２９．６６ ３４５．６�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９９８，２００円 複勝： ２０，３６５，０００円 枠連： ２０，７１９，８００円

普通馬連： ６８，３３７，８００円 馬単： ６３，３８４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１６３，５００円

３連複： ９５，７８７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３０２，７５６，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，８２０円 複 勝 � ５００円 � ３，３３０円 � ３３０円 枠 連（１－４） ５，６５０円

普通馬連 �� ５５，４９０円 馬 単 �� １１６，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２，０９０円 �� １，４３０円 �� １４，５８０円

３ 連 複 ��� １８１，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４９９８２ 的中 � ６５１３（７番人気）
複勝票数 計 ２０３６５０ 的中 � １０８１０（７番人気）� １４１４（１２番人気）� １８２３０（４番人気）
枠連票数 計 ２０７１９８ 的中 （１－４） ２７１１（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６８３３７８ 的中 �� ９０９（５７番人気）
馬単票数 計 ６３３８４５ 的中 �� ４０１（１０６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１６３５ 的中 �� ３８４（５３番人気）�� ３４１６（１５番人気）�� ３１８（６１番人気）
３連複票数 計 ９５７８７７ 的中 ��� ３８９（１７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．９―４７．１―５９．９―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヘイローフジ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００５．１０．３０ 京都２着

２００３．４．３０生 牝３栗 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift ４戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ミスフェイスフル号は，平成１８年７月１８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カリン号・ニシノマーメイド号
（非抽選馬） １頭 ホネマデアイシテ号
※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。



１７０１４ ６月１８日 晴 稍重 （１８京都４）第２日 第２競走 ��１，８００�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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

１１ ラ イ ゾ ー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠小林 薫氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４８８＋ ８１：５４．１ １．８�

４６ � ゲイルホーク 牡３黒鹿５６ 幸 英明�RRA 大根田裕之 新冠 新冠橋本牧場 ４８２－ ８ 〃 アタマ ５．４�
３３ � ディレットーレ 牡３青鹿５６ 武 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５２－１０１：５５．２７ ５．４�
８１３� エクロジオン 牡３栗 ５６ 川島 信二吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：５５．４１� ７．９�
３４ グランドストーム 牡３鹿 ５６ 菊地 昇吾�グランド牧場 橋本 寿正 静内 グランド牧場 ４５８＋ ４１：５６．０３� ８７．５�
７１１ 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 ４５６± ０１：５６．１� ６７．４	
２２ � マリンランド 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔近藤 英子氏 飯田 雄三 浦河 大柳ファーム ５２６＋ ４１：５６．３１� ９８．２

８１４ ゼットユニコーン 牡３鹿 ５６

５４ △鮫島 良太�フォーレスト 宮 徹 浦河 赤田牧場 ５３０＋１２１：５６．４クビ １４１．０�
６９ バ ル ビ エ レ 牡３鹿 ５６ 橋本 美純加藤 厚子氏 福島 勝 様似 �村 伸一 B４９６＋ ４１：５６．６１ ２７７．２�
４５ � ベイリービッド 牡３鹿 ５６

５４ △吉田 隼人冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ １７６．０
７１２� コウエイドリーム 牡３栗 ５６ 赤木高太郎西岡 静男氏 坂口 正大 浦河 安原 実 ４６２＋ ４１：５８．０９ ９．６�
５７ � マルブツタフネス 牡３鹿 ５６ 小池 隆生大澤 毅氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ４５６± ０１：５８．１� ７５．３�
５８ マチカネマボロシ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一細川 益男氏 白井 寿昭 門別 待兼牧場 ５２６ ―２：０２．０大差 ９４．７�

（１３頭）
６１０ シーゴーイング 牡３栗 ５６ 池添 謙一藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６，９８８，１００円 複勝： １９，４８５，２００円 枠連： ２２，６７９，５００円

普通馬連： ５７，９１７，７００円 馬単： ６６，１７１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２３４，０００円

３連複： ９０，９８８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２９２，４６４，４００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（１－４） ４６０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６９８８１ 的中 � ７８３４１（１番人気）
複勝票数 計 １９４８５２ 的中 � ６５１６６（１番人気）� ３０１８３（３番人気）� ３０７７２（２番人気）
枠連票数 計 ２２６７９５ 的中 （１－４） ３６９５７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７９１７７ 的中 �� ８３６９３（２番人気）
馬単票数 計 ６６１７１１ 的中 �� ６８５３４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２３４０ 的中 �� ２２１９３（１番人気）�� ２１９３９（２番人気）�� ９００５（７番人気）
３連複票数 計 ９０９８８８ 的中 ��� １０３４０７（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．６―１３．３―１３．５―１３．４―１２．８―１２．３―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．８―３７．１―５０．６―１：０４．０―１：１６．８―１：２９．１―１：４１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ イ ゾ ー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 オサイチジョージ デビュー ２００６．５．１３ 京都６着

２００３．３．２１生 牡３黒鹿 母 マ ラ ガ 母母 カズミハルコマ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 シーゴーイング号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ライゾー号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ベイリービッド号の騎手吉田隼人は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マチカネマボロシ号は，平成１８年７月１８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〕 コウエイドリーム号は，平成１８年７月１８日まで平地競走に出走できない。



１７０１５ ６月１８日 晴 稍重 （１８京都４）第２日 第３競走 ��
��１，６００�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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

１１ � ヘラクレスバイオ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一バイオ� 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ５４４－１６１：３６．１ １６．９�

２４ � スズカダーク 牡３鹿 ５６ 角田 晃一永井 啓弍氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４４８＋ ６１：３６．４２ １０．１�
７１４� クリティカルライト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�嶋 哲氏 藤岡 健一 愛 Ballylinch

Stud ４６８－ ２１：３６．６１	 ２．２�
４８ ブルーマタドール 牡３鹿 ５６

５３ ▲中村 将之 �荻伏レーシング・クラブ 武 宏平 静内 武 牧場 ４３８＋ ６１：３７．１３ ６．０�
５９ ダディーズメモリー 牡３黒鹿５６ 高田 潤 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 白老ファーム ５３２ ― 〃 ハナ ２５．７�
８１７ シ ン ゲ キ 牡３栗 ５６ 安部 幸夫服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４６６－１０ 〃 アタマ ２３８．３	

（愛知）

３５ ケンブリッジケン 牡３栗 ５６ 小牧 太中西 健造氏 大根田裕之 門別 日高大洋牧場 ４７６＋ ６１：３７．５２	 １４．６

７１３� ウォーターネバダ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠山岡 良一氏 鹿戸 幸治 門別 広中 稔 ４７８＋ ８ 〃 ハナ １４．２�
６１２ メイショウモリゾー 牡３栗 ５６ 吉田 豊松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ２０３．０�
６１１� サクラインザダーク 牝３黒鹿５４ 武 豊�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ５１６ ―１：３７．９２	 ５．３
２３ マチカネカシワギ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二細川 益男氏 池江 泰郎 門別 待兼牧場 ５００－ ２ 〃 クビ １４１．２�
１２ � ウインレジーナ 牝３鹿 ５４ 石橋 守�ウイン 西浦 勝一 浦河 川越ファーム ４６０ ― 〃 ハナ １８．７�
３６ ウェルカムフラワー 牝３黒鹿 ５４

５２ △吉田 隼人�服部牧場 後藤 由之 静内 服部 牧場 ４４４－ ４１：３８．１１
 ６２．３�
７１５�� コウエイセントレア 牝３鹿 ５４

５１ ▲上野 翔伊東 政清氏 田所 清広 静内 石川 栄一 ４７０＋２２ 〃 クビ ５１５．４�
４７ バロッサバレー 牝３鹿 ５４ 四位 洋文�下河辺牧場 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４５６－１０１：３８．４１� ８４．５�
８１６ サウスユウキオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士南波 壽氏 加用 正 門別 木村牧場 ４６０－ ８１：３８．７１� ６４１．９�
５１０� シロキタベッピン 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦小西 勇氏 佐山 優 門別 門別フアーム ４５６－ ４１：３８．８	 ３０３．４�
８１８� ローマンスピリット 牡３黒鹿５６ 高橋 亮�ターフ・スポート高橋 隆 浦河 中島牧場 ４７４－１０１：３９．４３	 ４２７．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，５９３，６００円 複勝： ２２，３１５，１００円 枠連： ２７，１９２，２００円

普通馬連： ７４，６５９，４００円 馬単： ７２，０６３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１４３，１００円

３連複： １０９，４３８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３４４，４０５，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ３４０円 � ２６０円 � １３０円 枠 連（１－２） ４，３２０円

普通馬連 �� ４，７５０円 馬 単 �� １０，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� ６７０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ３，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７５９３６ 的中 � ８２１１（７番人気）
複勝票数 計 ２２３１５１ 的中 � １３１７０（７番人気）� １９３５３（４番人気）� ６４６４９（１番人気）
枠連票数 計 ２７１９２２ 的中 （１－２） ４６５０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ７４６５９４ 的中 �� １１６１７（１７番人気）
馬単票数 計 ７２０６３７ 的中 �� ５０８４（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１４３１ 的中 �� ３６５２（１６番人気）�� ７８２０（６番人気）�� １１２９５（４番人気）
３連複票数 計１０９４３８１ 的中 ��� ２０７６７（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．７―１２．４―１２．２―１２．３―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．２―３４．９―４７．３―５９．５―１：１１．８―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヘラクレスバイオ �
�
父 バ チ ア ー �

�
母父 Darshaan デビュー ２００６．５．１３ 京都１５着

２００３．２．３生 牡３鹿 母 ダルーゼット 母母 Hebba ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ギガトレーン号・テイエムアメジスト号・ハギノリュウ号
（非抽選馬） ６頭 アテスエ号・クリノゴールド号・シゲルダイハッカイ号・スーパージェット号・テイエムザエックス号・

ナリタモーガン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１７０１６ ６月１８日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（１８京都４）第２日 第４競走 ２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

２２ トラストディアー 牡４鹿 ６０ 金子 光希菅波 滿氏 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４４２－ ６３：１５．９ ７．３�

８１４ ニシノニシーノ 牝４鹿 ５８ 植野 貴也西山 茂行氏 佐藤 正雄 鵡川 西山牧場 ４９２＋ ６３：１６．８５ ３．７�
３３ オジャマシマス 牡７鹿 ６０

５７ ▲中村 将之小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４７６－ ６３：１６．９� ２．７�
５８ � キタサンブシドウ 牡４栗 ６０ 熊沢 重文�大野商事 湯浅 三郎 三石 米田牧場 ５０４± ０３：１８．５１０ ８．５�
６１０� ラダマンテス 牡５鹿 ６０ 出津 孝一 �ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 鎌田 正嗣 ４８２－ ２ 〃 ハナ ６．０�
６９ � スカイコンコルド 牡５鹿 ６０ 北沢 伸也小林 久義氏 清水 出美 新冠 飛渡牧場 ４９２－ ２３：１９．７７ ３９．５�
５７ � スリープレアデス 牡４鹿 ６０ 高野 容輔永井商事	 武 宏平 静内 武 牧場 ４５８－ ２３：１９．９１� １２．７

１１ ダイシンツウィギー 牝５鹿 ５８ 沢 昭典大八木信行氏 清水 英克 新冠 松本 信行 ４４４＋ ８３：２０．２１� ５８．０�
７１１ マイティーステップ �４栗 ６０ 内田 浩一小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ４４８－ ４３：２０．４１� １６８．５�
４５ � ラストパートナー 牝５鹿 ５８ 横山 義行吉田 昭一氏 加賀 武見 新冠 ハクツ牧場 ４５８－ ６３：２１．５７ ２４２．２
８１３� シロキタスピード 牡３鹿 ５８ 今村 康成小西 勇氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 ４７４－ ４３：２１．６クビ ８４．４�
７１２ カネトシパワフル 牡３鹿 ５８ 小坂 忠士兼松 利男氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 ４７８＋ ４３：２１．９２ ４５．８�
４６ インファイトシチー 牡７栗 ６０ 浜野谷憲尚 	友駿ホースクラブ 平井 雄二 新冠 競優牧場 ４８０＋ ６３：２２．４３ １５５．５�
３４ プレミアシチー 牡４栗 ６０ 佐久間寛志 	友駿ホースクラブ 鹿戸 明 三石 幌村牧場 ４７６－１０３：２２．８２� ４５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，７６６，５００円 複勝： １５，５８９，４００円 枠連： ２７，２５６，９００円

普通馬連： ５９，５１２，３００円 馬単： ６１，７９２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３９３，８００円

３連複： ９９，５２９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２９３，８４１，２００円

払 戻 金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（２－８） １，３１０円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� ３，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ４６０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３７６６５ 的中 � １４９６０（４番人気）
複勝票数 計 １５５８９４ 的中 � １４９５４（５番人気）� ３４７０７（２番人気）� ３９４２５（１番人気）
枠連票数 計 ２７２５６９ 的中 （２－８） １５４４４（７番人気）
普通馬連票数 計 ５９５１２３ 的中 �� ２９０９３（７番人気）
馬単票数 計 ６１７９２６ 的中 �� １２９４５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３９３８ 的中 �� ６６４３（９番人気）�� ８１２９（６番人気）�� ２１８５５（１番人気）
３連複票数 計 ９９５２９７ 的中 ��� ５８７６１（３番人気）

上り １マイル １：４５．６ ４F ５１．６－３F ３８．５
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

トラストディアー �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 バンブーアトラス デビュー ２００５．３．１２ 中山４着

２００２．３．２４生 牡４鹿 母 ロマンスカイ 母母 ア マ ツ バ メ 障害：２戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２２頭 アドマイヤコンドル号・ウエスタンリピート号・オースミナイス号・ゴージャスディナー号・サフランブリザード号・

サンキングロウ号・スズノグランプリ号・セイウンバンチョー号・セゾンインチーフ号・ダイゴシラギク号・
タニノキャミソール号・テイエムトッパズレ号・ドングレイシー号・マイティービーム号・マイハマムスメ号・
マキオルーブル号・マッスルダンサー号・ミラクルコジーン号・メイショウピューマ号・ヤクモアクティヴ号・
レヴァンテ号・ロイヤルクラウン号



１７０１７ ６月１８日 晴 稍重 （１８京都４）第２日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・右）

新馬；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

１：０８．５
１：０７．８

良

良

４４ �� オースミダイドウ 牡２青 ５４ 武 豊�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：１１．６ １．２�

３３ マイネルカーロ 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠 �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 ４９４ ―１：１２．４５ ５．９�

１１ � マルカハンニバル 牡２黒鹿５４ 福永 祐一河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：１２．９３ １５．１�
２２ � ビードラスティック 牡２黒鹿５４ 角田 晃一吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４２６ ―１：１３．０� ２１．０�
６６ エイシンイチズ 牝２栗 ５４ 赤木高太郎平井 豊光氏 湯浅 三郎 浦河 小柳牧場 ４４０ ―１：１３．２１� ２５．５�
８９ ミスワンダフル 牝２鹿 ５４ 川島 信二伊藤 伸一氏 安藤 正敏 新冠 若林牧場 ４２４ ―１：１３．６２� １９１．３�
５５ エーシンエムシー 牝２栗 ５４ 小牧 太平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 吉田 隆 ４５０ ―１：１３．７� ３５．４	
７７ �� メイショウミヤビ 牝２栗 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 武 邦彦 静内 出羽牧場 ４０８ ― 〃 クビ ８２．６

７８ � エ マ ー ブ ル 牝２栗 ５４ 太宰 啓介藤田 孟司氏 太宰 義人 様似 中村 勝則 ４３６ ― （競走中止） ３２．１�
８１０� リアルアンサー 牝２栗 ５４ 幸 英明小野 博郷氏 大根田裕之 新冠 石田牧場 ３９６ ― （失格） １７４．２�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２９，６６５，１００円 複勝： １５，４７７，３００円 枠連： ２４，７２２，６００円

普通馬連： ６５，６７４，７００円 馬単： １２３，２９９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０２９，２００円

３連複： １０９，１６３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３８９，０３１，０００円

払 戻 金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � １１０円 � １８０円 枠 連（３－４） １９０円

普通馬連 �� １９０円 馬 単 �� ２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ２５０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９６６５１ 的中 � ２０１８０９（１番人気）
複勝票数 計 １５４７７３ 的中 � ６５１７１（１番人気）� ３７５５３（２番人気）� １２０９４（３番人気）
枠連票数 計 ２４７２２６ 的中 （３－４） ９９３３１（１番人気）
普通馬連票数 計 ６５６７４７ 的中 �� ２６７１８６（１番人気）
馬単票数 計１２３２９９１ 的中 �� ４０１１５１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０２９２ 的中 �� ６３７０３（１番人気）�� １７６３９（２番人気）�� ９７１６（６番人気）
３連複票数 計１０９１６３０ 的中 ��� １５９１５０（１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１１．８―１２．０―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．６―３６．４―４８．４―１：００．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
３ ・（４，１０）（３，７）８（５，９）（６，１）２ ４ ４，１０（３，７）８，９（５，１）（２，６）

勝馬の
紹 介

�
�
オースミダイドウ 

�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 Storm Cat 初出走

２００４．２．９生 牡２青 母 ストームティグレス 母母 アンファンテ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 エマーブル号は，４コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔失格〕 リアルアンサー号は，９位〔タイム１分１４秒３，着差３�馬身〕に入線したが，４コーナーで急に外側に斜行して「エマーブル」号

の走行を妨害したため失格。
〔制裁〕 リアルアンサー号の騎手幸英明は，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成１８年６月２４日から平成１８年６月２５日

まで騎乗停止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 リアルアンサー号は，４コーナーで急に外側に逃避したことについて平成１８年６月１９日から平成１８年

７月９日まで出走停止。停止期間の満了後に調教再審査。



１７０１８ ６月１８日 晴 稍重 （１８京都４）第２日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

３５ テイエムメダリスト 牝４栗 ５５ 橋本 美純竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 ５１０＋２０１：１１．２ ６．８�

３６ �� グリーディー 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠清水 二朗氏 本間 忍 新冠 安達 洋生 ４８０＋ ４１：１１．６２� １１．３�
７１４ フォルテピアノ 牝３栗 ５２ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７８＋１８１：１１．９２ ５．３�
１１ ルックアミリオン 牝３栗 ５２ 熊沢 重文竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ４４６＋ ２１：１２．２１� ６．５�
４８ リトルマーメード 牝５栗 ５５

５２ ▲中村 将之山本 慎一氏 田島 良保 えりも えりも農場 ３９８－ ４１：１２．３� １２１．０�
８１５ ニホンピロブリュレ 牝５栗 ５５ 安部 幸夫小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 福岡 清 ４５６＋１４１：１２．４� ２４．０�

（愛知）

７１３	 スールドゥカノウ 牝５鹿 ５５ 川島 信二井上 一郎氏 高橋 義博 静内 佐竹 哲 ４９２－ ６１：１２．６１ ２４．９	
５９ 	 ジーティーピーチ 牝５鹿 ５５ 生野 賢一
グリーンテック橋本 寿正 門別 白井牧場 ４７４＋１０ 〃 クビ ３０８．５�
１２ � クィーンマルトク 牝４青 ５５ 幸 英明高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４６０＋ ４１：１２．７クビ ２３．０�
２３ タニノカフェオーレ 牝５黒鹿５５ 福永 祐一谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４７４＋１０ 〃 アタマ １４４．１
６１１ キ ー ツ ヨ イ 牝４鹿 ５５

５２ ▲上野 翔北前孔一郎氏 飯田 雄三 新冠 ヤマオカ牧場 B４５０＋１１１：１２．９１
 １４５．４�
８１６	� キャンパスクイーン 牝５鹿 ５５

５３ △鮫島 良太金子真人ホール
ディングス
 萩原 清 千歳 社台ファーム ４２４± ０１：１３．１１� ２０．５�

５１０	 キルシュワッサー 牝３栗 ５２ 太宰 啓介 �天羽�治牧場 長浜 博之 門別 天羽 禮治 ４７４＋ ２１：１３．７３� ２．２�
４７ 	 シゲルコイコイ 牝４鹿 ５５ 小原 義之森中 蕃氏 小原伊佐美 新冠 北星牧場 ４７２＋ ２１：１３．９１
 ８９．９�
６１２	 クイックマリ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４８０＋３０１：１４．１１� ４７３．４�
２４ 	� ダイフクムスメ 牝４栗 ５５ 赤木高太郎 
ローレルレーシング 古川 平 浦河 高岸 節雄 ４４４－ ２１：１４．７３� ３２６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８０４，０００円 複勝： ２７，７６２，４００円 枠連： ３３，０５１，１００円

普通馬連： ９４，８５９，６００円 馬単： ８６，６６８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９１７，３００円

３連複： １３５，９９７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４２５，０６０，５００円

払 戻 金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２７０円 � ３１０円 � ２５０円 枠 連（３－３） ４，６４０円

普通馬連 �� ３，８９０円 馬 単 �� ６，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� ７９０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ８，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８０４０ 的中 � ２５３８６（４番人気）
複勝票数 計 ２７７６２４ 的中 � ２８１８７（４番人気）� ２２６７８（５番人気）� ３１５５８（３番人気）
枠連票数 計 ３３０５１１ 的中 （３－３） ５２６５（１２番人気）
普通馬連票数 計 ９４８５９６ 的中 �� １８００２（１３番人気）
馬単票数 計 ８６６６８２ 的中 �� １００２６（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９１７３ 的中 �� ５２１９（１３番人気）�� ８０１３（７番人気）�� ４４９９（１４番人気）
３連複票数 計１３５９９７９ 的中 ��� １２３２８（３０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．０―１２．０―１１．８―１２．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムメダリスト �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー ２００５．７．２３ 小倉３着

２００２．５．１６生 牝４栗 母 レディージーニアス 母母 ブライダルディナー ５戦３勝 賞金 ２１，２００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 タニノカフェオーレ号は，平成１８年７月１８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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 エイシングラマー号・ケイティーズギフト号・コーリンラヴィアン号・テイエムクリスタル号・バルーション号・

ビバロングライフ号・マドンナブラボー号・メイショウグレイス号・モルダバイト号
※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。



１７０１９ ６月１８日 晴 稍重 （１８京都４）第２日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

１１ イズミデヒア 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎北村実地子氏 古川 平 三石 タガミファーム ５２０－ ２１：５３．０ ９．２�

４７ � ベ ル フ リ ー 牡３鹿 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 西園 正都 早来 ノーザンファーム ５１６－ ２１：５３．１クビ ３．７�
３６ � ユメノシルシ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７８－ ２ 〃 アタマ ４．８�
４８ バンブーワールド 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５３４＋ ２１：５３．２� ５．１�
６１２ メイショウゴジラ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三松本 好雄氏 福島 勝 浦河 辻 牧場 ４６８－１０１：５３．３� １３．６�
８１６	 トラベルシチー 牡３鹿 ５２ 安部 幸夫 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 豪 Wynyarra

Stud Pty Ltd ５０８＋ ２１：５３．６２ ８．１	
（愛知）

２４ 	
 シルクプロフェット �４栗 ５７ 小牧 太有限会社シルク鮫島 一歩 米 Mt. Brilliant
Farm LLC ４６６－１７１：５４．０２� ８２．８


６１１	
 セイザンコズウェイ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二西山 知義氏 中竹 和也 愛 King Bloodstock
and Samac Ltd ４９２－ ６１：５４．１� ７７．２�

５１０	 スマーティコジーン 牝４芦 ５５
５３ △吉田 隼人藤田与志男氏 坂口 正則 米 Yoshio Fujita ４５０＋ ８１：５４．２� ５０．１�

１２ ホッカイアムレット 牡５栗 ５７ 池添 謙一�北海牧場 鶴留 明雄 門別 北海牧場 ４４８－ ２１：５４．３� １８４．８
２３ 	 アグネスライフ 牡４鹿 ５７ 四位 洋文渡辺 孝男氏 的場 均 米 Fred Her-

trich III ５５２＋ ６１：５４．８３ ８．１�
８１５ ケージーエリシオ 牡５鹿 ５７ 内田 浩一川井 五郎氏 安達 昭夫 新冠 岩見牧場 ４８８＋ ４１：５５．０１� ４３．３�
７１４� ホウライテイオー 牡４鹿 ５７ 南井 大志橋元美代子氏 南井 克巳 門別 福満牧場 ５０６＋１２１：５５．２１ １１６．０�
７１３� ベネディクタス 牡５栗 ５７ 高野 容輔 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４－ ８１：５５．４１� ３１８．１�
５９ 
 ウォーターゼットン 牡５栗 ５７ 北村 浩平山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ５３０－ ４１：５６．３５ ５９９．７�
３５ 
 ベルモントディガー 牡４鹿 ５７ 石橋 守 �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント

ファーム B５００－ ９１：５６．８３ １６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８９５，４００円 複勝： ３３，７９５，５００円 枠連： ４１，２５９，７００円

普通馬連： １２５，３３４，０００円 馬単： １００，５０７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６８８，０００円

３連複： １６６，７１４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５２１，１９４，４００円

払 戻 金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ３３０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（１－４） １，３９０円

普通馬連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ４，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ８４０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ３，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３８９５４ 的中 � ２０６６５（６番人気）
複勝票数 計 ３３７９５５ 的中 � ２０８５４（７番人気）� ８０２８３（１番人気）� ４４４７９（４番人気）
枠連票数 計 ４１２５９７ 的中 （１－４） ２１９４０（７番人気）
普通馬連票数 計１２５３３４０ 的中 �� ４２２６４（９番人気）
馬単票数 計１００５０７１ 的中 �� １６２３６（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６８８０ 的中 �� ７６１１（１３番人気）�� ８５１１（１０番人気）�� １６３５０（２番人気）
３連複票数 計１６６７１４７ 的中 ��� ３９４３８（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１３．０―１２．８―１２．８―１２．８―１２．６―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．１―３６．１―４８．９―１：０１．７―１：１４．５―１：２７．１―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

イズミデヒア �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 Bletchingly デビュー ２００４．１０．２４ 京都５着

２００２．３．２２生 牡４鹿 母 イズミレディ 母母 Gold and Purple １５戦２勝 賞金 １８，０００，０００円
〔発走状況〕 ベルモントディガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ダイショウゴードン号・ダノンシャトル号・ワンダースピード号
（非抽選馬） ２頭 トウカイフラッグ号・ハードオブプレイ号
※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。



１７０２０ ６月１８日 晴 良 （１８京都４）第２日 第８競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５７�，牝馬２�減
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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

４４ � グランドパルファン 牡５栗 ５７ 和田 竜二林 順子氏 岩元 市三 浦河 冨岡 孝治 ４９６－ ２２：１４．８ １３．１�

６９ � グッドネイバー 牡４黒鹿５７ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５６± ０２：１５．０１	 １．４�

７１１
 エイシンサリヴァン 牡４芦 ５７ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 米 Hermitage
Farm LLC ４８６－ ２２：１５．２１	 １１．０�

５７ �� バトルブレーヴ 牡４芦 ５７ 太宰 啓介宮川 秋信氏 太宰 義人 静内 西村 和夫 ５１２＋ ６２：１５．３� ４．３�
４５ �� シルククロノグラフ 牡５栗 ５７ 川島 信二有限会社シルク湯窪 幸雄 新冠 早田牧場新

冠支場 B５１０－ ４２：１５．４� １８５．６�
８１２ マイネルエクセラン 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 静内 コスモビューファーム ４６６－ ２２：１５．８２� ２５．９�
３３ � シ ホ ウ ネ リ 牡３芦 ５３ 安部 幸夫西村 正春氏 藤田 正治 静内 野表 篤夫 ４４４－１２ 〃 ハナ ３６．４	

（笠松） （愛知）

１１ ガッサングリーン 牡４鹿 ５７ 服部 剛史西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 ５１２± ０２：１５．９� ９２．８

２２ � タガノヒロイン 牝４鹿 ５５

５３ △鮫島 良太八木 良司氏 浅見 秀一 三石 信田牧場 ４６２± ０２：１６．１１ １３６．３�
８１３ ユキノチャンプ 牝３栗 ５１

４８ ▲田村 太雅遠藤 宗義氏 須貝 彦三 様似 様似堀牧場 ４９４＋ ６２：１６．２� ２２９．６�
７１０
 シュアリーゴールド 牡５栗 ５７

５５ △吉田 隼人 キャロットファーム 安田 隆行 米 Phillips Racing
Partnership ４７４－ ８２：１６．７３ ２２８．２�

５６ � セルリアンシャチ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行イクタ 浜田 光正 門別 長谷川 一男 ４８６－ ６２：１６．８� ６３．３�
６８ メイショウチョイス 牡３鹿 ５３ 佐藤 哲三松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５４６± ０２：２０．１大差 ５１．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，７２８，５００円 複勝： ２４，５１７，７００円 枠連： ３２，３６１，６００円

普通馬連： １２０，７６６，７００円 馬単： １４５，８２２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，５３９，７００円

３連複： １７５，５５８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５５５，２９５，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（４－６） ５６０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� ３，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ８５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４７２８５ 的中 � １４８８５（４番人気）
複勝票数 計 ２４５１７７ 的中 � ２５４８５（４番人気）� ９２３１９（１番人気）� ２５８７２（３番人気）
枠連票数 計 ３２３６１６ 的中 （４－６） ４２６８１（３番人気）
普通馬連票数 計１２０７６６７ 的中 �� １３０２１８（３番人気）
馬単票数 計１４５８２２１ 的中 �� ３２６３５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１５３９７ 的中 �� ２９７１４（３番人気）�� ７８６０（９番人気）�� ３１０７１（２番人気）
３連複票数 計１７５５５８８ 的中 ��� ７６７６７（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１３．２―１２．５―１２．６―１３．０―１２．５―１２．１―１１．８―１１．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．６―３６．８―４９．３―１：０１．９―１：１４．９―１：２７．４―１：３９．５―１：５１．３―２：０２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�グランドパルファン �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 Garde Royale デビュー ２００３．１０．２６ 京都７着

２００１．４．１１生 牡５栗 母 パルファンドグラス 母母 Niadosa ３１戦３勝 賞金 ４４，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウチョイス号は，平成１８年７月１８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。



１７０２１ ６月１８日 晴 良 （１８京都４）第２日 第９競走 ��
��１，６００�

お と く に

乙 訓 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，１７．６．１８以降１８．６．１１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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

１２ ワ デ ィ ラ ム 牝５青鹿５５ 高田 潤 �社台レースホース松田 博資 追分 追分ファーム ４３６＋１８１：３４．６ １０．７�

２４ � ビッグファルコン 牡５栗 ５６ 熊沢 重文小林 昌志氏 中尾 正 浦河 小倉牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ３６．２�
２３ フィンマックール 牡３黒鹿５２ 鮫島 良太伊藤 伸一氏 領家 政蔵 新冠 若林牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ ３２．４�
４７ ルタンティール 牡５黒鹿５６ 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 静内 石川 昌義 ４５６－ ８１：３４．８１� ８．０�
７１４� アマノトレンディー 牡３栗 ５４ 小牧 太中村 孝氏 湯窪 幸雄 門別 法理牧場 ４５２－ ６ 〃 ハナ ５．１�
８１７ ダブルタイトル 牝７鹿 ５２ 渡辺 薫彦田邉 康子氏 大橋 勇樹 鵡川 フラット牧場 ４３６＋ ４１：３４．９	 ９０．４�
６１２ モニュメンタル 牡８栗 ５１ 佐藤 哲三前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３４－ ２１：３５．０クビ １３２．６	
４８ � ホッコーパドゥシャ 牡４黒鹿５７ 上村 洋行矢部 幸一氏 浜田 光正 鵡川 片山 幹雄 ４８８＋ ４１：３５．２１
 ５．２

３６ トウカイポピー 牝５栗 ５２ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 平取 稲原 敬三 ４６４＋ ６ 〃 クビ ２０．４�
３５ � 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 ４６８＋ ４１：３５．３クビ ８．０
６１１� レキシントンブルー 牡４鹿 ５６ 福永 祐一後藤 繁樹氏 瀬戸口 勉 浦河 中村 敏明 ４７６－ ４ 〃 クビ １３．７�
１１ ユウカージナル 牡３青鹿５２ 和田 竜二�アイテツ 松元 茂樹 新冠 川上 悦夫 ４９２＋ ８１：３５．６１	 １７．３�
７１３� マルブツライト 牡４鹿 ５８ 赤木高太郎大澤 毅氏 北出 成人 静内 タイヘイ牧場 ４８６＋ ６ 〃 クビ １２．１�
８１５� メイショウトキムネ �７黒鹿５６ 四位 洋文松本 好雄氏 伊藤 雄二 平取 稲原牧場 ４４６＋２６１：３５．７
 ３４．７�
５９ � アズマアビリティー 牡６鹿 ５４ 川島 信二東 哲次氏 加用 正 門別 日高大洋牧場 ４４２＋１２１：３５．９１� １７３．５�
８１６� タマモヘラクレス 牡５鹿 ５３ 吉田 豊タマモ� 川村 禎彦 三石 山際牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ １２９．１�
５１０� メイショウゲンジ 牡３栗 ５３ 池添 謙一松本 好雄氏 佐山 優 新冠 ヤマオカ牧場 ５１８＋ ４１：３７．６大差 ６．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３１，５２６，３００円 複勝： ４９，６７２，０００円 枠連： ５９，４７０，０００円

普通馬連： ２２３，７５１，６００円 馬単： １３５，１０４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，３０３，１００円

３連複： ２１６，４４７，０００円 ３連単： ４５１，７７８，６００円 計： １，２１８，０５３，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３６０円 � ９３０円 � １，１２０円 枠 連（１－２） ４，３６０円

普通馬連 �� １１，４９０円 馬 単 �� ２０，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０９０円 �� ３，０７０円 �� ８，４６０円

３ 連 複 ��� ９６，２９０円 ３ 連 単 ��� ４８６，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３１５２６３ 的中 � ２３４２８（６番人気）
複勝票数 計 ４９６７２０ 的中 � ４０４１４（６番人気）� １３４６７（１１番人気）� １１０１６（１３番人気）
枠連票数 計 ５９４７００ 的中 （１－２） １００８５（２０番人気）
普通馬連票数 計２２３７５１６ 的中 �� １４３７７（５２番人気）
馬単票数 計１３５１０４７ 的中 �� ４９５６（８９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０３０３１ 的中 �� ４０２９（４６番人気）�� ４０５６（４５番人気）�� １４４９（８０番人気）
３連複票数 計２１６４４７０ 的中 ��� １６５９（２５２番人気）
３連単票数 計４５１７７８６ 的中 ��� ６８５（１４０５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．９―１１．９―１１．６―１１．６―１１．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．３―４７．２―５８．８―１：１０．４―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ デ ィ ラ ム �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Lyphard デビュー ２００３．１１．２２ 京都６着

２００１．５．１２生 牝５青鹿 母 ワ デ ィ ア 母母 Histoire ２４戦４勝 賞金 ６７，０７１，０００円
〔発走状況〕 メイショウゲンジ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。



１７０２２ ６月１８日 晴 稍重 （１８京都４）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

お お や ま ざ き

大 山 崎 特 別
発走１５時１０分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

３５ � アインカチヌキ 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三荒木美代治氏 藤岡 健一 新冠 川上 悦夫 ４５６－ ２１：１０．９ ２８．０�

２４ ナリタダンディ �５鹿 ５７ 河北 通�オースミ 小野 幸治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５３８＋ ２１：１１．１１	 １６．５�
１１ 
 ナ ト ゥ ー ア 牡５栗 ５７ 幸 英明前田 幸治氏 武田 博 米 Shadwell

Farm, LLC ４８６－ ４１：１１．３１� ８．２�
８１５� ポライトストーン 牝４栗 ５５ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 門別 下河辺牧場 ４７６－ ２ 〃 アタマ ４．５�
５９ ホシシャトル 牡３黒鹿５４ 四位 洋文永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５０４± ０１：１１．９３� ３３．５�
２３ � ウイングシチー �４黒鹿５７ 内田 浩一 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 富川田中牧場 ４７０－ ６１：１２．０ ３．８�
８１６ パレスエース 牡５黒鹿５７ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ５３４－ ４１：１２．１ １３．７	
４８ タケイチマサル 牡６鹿 ５７ 上村 洋行竹中 健一氏 福島 信晴 三石 前川 達哉 ４８０－ ４１：１２．２クビ １２０．８

４７ � タムロイーネー 牝５黒鹿５５ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 川越牧場 ４９４± ０１：１２．３� ２３７．８�
３６ バレンソール 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５１６＋２６１：１２．４ １６．８�
５１０
 ノーザンキッズ 牡６栗 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 米 John C. Izon ４８０－ ２１：１２．６１	 ３．５
６１１ カシノコールミー 牝７鹿 ５５ 西原 玲奈柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５０２＋ ４ 〃 ハナ １９９．７�
１２ � マ ル ト ク 牝５栗 ５５ 安部 幸夫高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中 進一 ４６６＋ ２１：１３．２３� １３．６�

（愛知）

６１２ ニシノハーロック 牡６栗 ５７ 小池 隆生西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ５０４＋ ２１：１３．８３� ３３１．０�
７１３�� オーゴンプリンス 牡６鹿 ５７ 中村 将之冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ５２４± ０１：１３．９ ３６５．８�
７１４� プリティメーカー 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介�ターフ・スポート柴田 光陽 静内 聖心台牧場 ４３６＋ ２１：１４．５３� ２６３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，３６８，１００円 複勝： ４９，０８８，０００円 枠連： ６９，６９７，７００円

普通馬連： ２５２，６３５，２００円 馬単： １５４，４５５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，０９０，３００円

３連複： ２１９，３３９，３００円 ３連単： ４８７，０４２，０００円 計： １，３１７，７１６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２，８００円 複 勝 � ６３０円 � ３５０円 � ２３０円 枠 連（２－３） １，５９０円

普通馬連 �� １４，４６０円 馬 単 �� ３３，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１４０円 �� １，８５０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ２７，９７０円 ３ 連 単 ��� ２４１，４００円

票 数

単勝票数 計 ３５３６８１ 的中 � ９９６３（９番人気）
複勝票数 計 ４９０８８０ 的中 � １７９４２（９番人気）� ３６１２７（６番人気）� ６５９５３（３番人気）
枠連票数 計 ６９６９７７ 的中 （２－３） ３２５０７（７番人気）
普通馬連票数 計２５２６３５２ 的中 �� １２９０１（３８番人気）
馬単票数 計１５４４５５９ 的中 �� ３４０６（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５００９０３ 的中 �� ３８８３（３８番人気）�� ６７００（２６番人気）�� ７４３３（２４番人気）
３連複票数 計２１９３３９３ 的中 ��� ５７８８（９０番人気）
３連単票数 計４８７０４２０ 的中 ��� １４８９（５９２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．７―１２．０―１２．６

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．３
３ ５，３（１，１４，１６）（９，１０）１５，２，６（４，７）（８，１１）－１３＝１２ ４ ５（３，１６）１（９，１４，１０）１５－（４，２，６）７，８（１３，１１）＝１２

勝馬の
紹 介

�アインカチヌキ �
�
父 シ ャ ン ハ イ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００５．１１．２０ 京都３着

２００３．５．５生 牡３鹿 母 ユーワテルコ 母母 スウィフトリバーバード ９戦３勝 賞金 ３４，２９２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 インペリアルナイト号・カイテキネオ号・カソク号・キープザフェイス号・トシザヘネシー号・マイティシルバー号・

マイネルラファエロ号・リーピンスイーパー号
※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。



１７０２３ ６月１８日 晴 良 （１８京都４）第２日 第１１競走 ��
��２，０００�第１１回マーメイドステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
牝，３歳以上，１７．６．１８以降１８．６．１１まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

８１３� ソリッドプラチナム 牝３黒鹿４９ 安部 幸夫 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 静内 橋本牧場 ４１６＋ ４２：０１．１ １９．５�

（愛知）

２２ � サンレイジャスパー 牝４鹿 ５１ 佐藤 哲三永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ ５．９�
３４ オリエントチャーム 牝４鹿 ５１ 赤木高太郎 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４４０± ０ 〃 クビ ３５．８�
６９ マイネサマンサ 牝６鹿 ５６ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 静内 小原 孝夫 ４７０＋ ４２：０１．２クビ ５．８�
１１ � シールビーバック 牝４栗 ５０ 中村 将之�富美男企画 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 ４６４－ ２２：０１．３� ２１８．５�
７１２� マリアヴァレリア 牝５青鹿５０ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４７０－ ６２：０１．５１	 １３．３	
４５ � トウカイラブ 牝６鹿 ５２ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 門別 福満牧場 ４８６＋ ８２：０１．６
 １１．３

８１４� ヤマニンシュクル 牝５黒鹿５７ 四位 洋文土井 肇氏 浅見 秀一 静内 ヤマニンベ

ン牧場 ４９４－ ８ 〃 アタマ ３．０�
５８ ラ イ ラ プ ス 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ４２：０１．７� ９．０�
３３ スプリングドリュー 牝６芦 ５０ 鮫島 良太加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 清水スタッド ４８０－ ８２：０１．８� ９５．２
６１０ プリンセスグレース 牝４鹿 ５１ 生野 賢一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４２６＋１４２：０１．９
 １３．２�
７１１ レクレドール 牝５黒鹿５５ 武 豊 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 白老ファーム ４４８＋ ４２：０２．１１	 １０．３�
５７ フィヨルドクルーズ 牝５黒鹿５３ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５１８－ ２２：０２．４１
 ２５．４�
４６ プリモスター 牝５鹿 ５１ 和田 竜二�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ １４０．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４６，０８５，９００円 複勝： １８５，９１６，５００円 枠連： ２０５，８２７，１００円

普通馬連： １，１８４，８６７，５００円 馬単： ６９５，５０７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１９，７９６，２００円

３連複： １，０２６，６７１，１００円 ３連単： ２，２１６，６７４，４００円 計： ５，８８１，３４５，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，９５０円 複 勝 � ５４０円 � ２６０円 � ７５０円 枠 連（２－８） ９３０円

普通馬連 �� ５，３６０円 馬 単 �� １３，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４５０円 �� ６，１３０円 �� ２，５８０円

３ 連 複 ��� ４８，３４０円 ３ 連 単 ��� ３０１，５５０円

票 数

単勝票数 計１４６０８５９ 的中 � ５９３１１（９番人気）
複勝票数 計１８５９１６５ 的中 � ８５７５５（１０番人気）� ２２１５８８（３番人気）� ５９６８２（１１番人気）
枠連票数 計２０５８２７１ 的中 （２－８） １６３６８３（３番人気）
普通馬連票数 計１１８４８６７５ 的中 �� １６３２３５（２３番人気）
馬単票数 計６９５５０７２ 的中 �� ３７８２７（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１９７９６２ 的中 �� ３８１８３（２１番人気）�� ８６６５（５５番人気）�� ２０９１２（３７番人気）
３連複票数 計１０２６６７１１ 的中 ��� １５６７７（１３３番人気）
３連単票数 計２２１６６７４４ 的中 ��� ５４２５（７７０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．５―１２．４―１２．３―１２．８―１１．８―１１．４―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３６．３―４８．７―１：０１．０―１：１３．８―１：２５．６―１：３７．０―１：４８．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ソリッドプラチナム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 クリエイター デビュー ２００５．１１．２７ 京都４着

２００３．４．３０生 牝３黒鹿 母 リザーブシート 母母 インヴァイト ８戦３勝 賞金 ６３，８７３，０００円
〔制裁〕 シールビーバック号の騎手中村将之は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００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。



１７０２４ ６月１８日 晴 良 （１８京都４）第２日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３５ ウォーターオーレ 牡４青鹿 ５７
５５ △鮫島 良太山岡 良一氏 鮫島 一歩 静内 多田 正弘 ５２８＋ ６１：２４．３ ８．６�

３６ タータンフィールズ 牡４鹿 ５７ 安部 幸夫後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 B４７０± ０１：２４．５１� ２．８�
（愛知）

１２ � マチカネモエギ 牡５栗 ５７ 小牧 太細川 悦男氏 南井 克巳 新冠 村上牧場 ４４０± ０１：２４．９２� ７．５�
２３ アラビアンナイト 牡５鹿 ５７ 角田 晃一 �ノースヒルズマネ

ジメント 山本 正司 新冠 森 牧場 ４９８－１０１：２５．１１� ４８．６�
７１４ ランドベスト 牡４栗 ５７ 幸 英明木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４９８＋ ２１：２５．２クビ １９．０�
５１０�	 コーリンヴァリウス 牡４鹿 ５７ 武 豊伊藤 恵子氏 白井 寿昭 門別 日高大洋牧場 ４５４± ０ 〃 アタマ ３．９�
１１ � エアファンタジスタ 
５鹿 ５７ 福永 祐一 	ラッキーフィールド伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ４６４＋ ８１：２５．６２� １９．４

８１６� キングプログレス 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦林 順子氏 佐山 優 鹿児島 協和牧場鹿児島分場 ４９６＋１８１：２６．１３ １２９．６�
４８ � マヤノダズラー 牡４青鹿５７ 畑端 省吾田所 英子氏 坂口 正則 浦河 大西牧場 ５００± ０ 〃 クビ ２６．４�
６１２ シルクアルボーレ 牡４鹿 ５７ 上村 洋行有限会社シルク藤原 英昭 新冠 早田牧場新

冠支場 ４３０－ ６ 〃 ハナ ７．５
７１３ ブルーアイガー 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲中村 将之 	荻伏レーシング・クラブ 武田 博 門別 小屋畑 和久 ４４６－ ２１：２６．２クビ ３８．３�
６１１ ブラウトリート 牡５鹿 ５７ 池添 謙一吉田 勝己氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ５１４± ０ 〃 クビ ８５．９�
５９ � リキアイナスノオー 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三高山 幸雄氏 清水 出美 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６６－ ４１：２６．４１ １３８．４�
４７ 	 セルリアンタオ 牡４鹿 ５７ 田嶋 翔�イクタ 小島 貞博 池田 高橋 正三 ４６８－１４１：２６．７１� ３０４．９�
２４ 	 スリースウィープ 牡５鹿 ５７ 橋本 美純永井商事	 橋本 寿正 静内 岡野牧場 B４４２－１２１：２６．８� ２５１．９�
８１５ ジョインアゲン 牡４栗 ５７ 四位 洋文浅川 皓司氏 中野 栄治 静内 三木田 明仁 ４９２－ ４１：２８．１８ ３１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，００３，５００円 複勝： ６１，８５２，４００円 枠連： ８０，８８２，６００円

普通馬連： ３００，０９６，９００円 馬単： ２１２，４６４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７１，２３２，４００円

３連複： ２５７，６８０，７００円 ３連単： ６０３，７８８，０００円 計： １，６４３，００１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（３－３） １，１５０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ２，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，５６０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，８９０円 ３ 連 単 ��� １８，４８０円

票 数

単勝票数 計 ５５００３５ 的中 � ５０８９７（５番人気）
複勝票数 計 ６１８５２４ 的中 � ５１１２５（５番人気）� １６４４１５（１番人気）� ６８１４１（３番人気）
枠連票数 計 ８０８８２６ 的中 （３－３） ５２１４０（５番人気）
普通馬連票数 計３０００９６９ 的中 �� ２１３８２１（３番人気）
馬単票数 計２１２４６４６ 的中 �� ６５９６６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７１２３２４ 的中 �� ４４５８９（３番人気）�� １０２４５（１７番人気）�� ４０５２９（４番人気）
３連複票数 計２５７６８０７ 的中 ��� ６５８３０（６番人気）
３連単票数 計６０３７８８０ 的中 ��� ２４１２１（４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．５―３５．７―４７．９―１：００．１―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターオーレ �
�
父 デ ィ ア ブ ロ �

�
母父 イ ブ ン ベ イ デビュー ２００５．４．３ 阪神４着

２００２．５．１１生 牡４青鹿 母 ニューブレハット 母母 カネリヨウブ １１戦３勝 賞金 ２４，７００，０００円
〔制裁〕 タータンフィールズ号の騎手安部幸夫は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 オピニオンシチー号・クリノヴィーナス号・サマニターフ号・ゼンノグッドウッド号・チキリサンボーイ号・

プレシャスワン号・マーベラスボーイ号・ミステリーゲスト号
※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。



（１８京都４）第２日 ６月１８日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

２４５，５２０，０００円
１１，０４０，０００円
１，４８０，０００円
９６０，０００円
１，８５０，０００円
２５，７３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，５３９，５００円
５，５４０，８００円
１，７９７，８００円

勝馬投票券売得金
４３１，４２３，２００円
５２５，８３６，５００円
６４５，１２０，８００円
２，６２８，４１３，４００円
１，９１７，２４０，８００円
５７３，５３０，６００円
２，７０３，３１６，８００円
３，７５９，２８３，０００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 １３，１８４，１６５，１００円

総入場人員 ２７，０８３名 （有料入場人員 ２６，２６０名）




