
１２０７３ ５月１７日 晴 良 （２０京都３）第７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

５１０ バイオレントブルー 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �ブルーマネジメント小崎 憲 新冠 タニグチ牧場 ４０６ ―１：２５．９ ９．７�

７１３ フェイドレスシーン 牝３栗 ５４ 吉原 寛人 �サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８± ０１：２６．０� ４．６�

（金沢）

１２ テイエムノキセキ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 アラキフアーム ４６４＋ ８１：２６．１� ６．８�
６１２ スマートドレス 牝３芦 ５４ 四位 洋文大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４３６－ ８１：２６．２� ７．４�
８１６ シゲルキボウ 牝３芦 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム B４５２＋ ８ 〃 クビ ２６．７�
３５ ラフレッシュブルー 牝３栗 ５４ 福永 祐一 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４３２± ０１：２６．３クビ １４．３	
７１４ ア ー ラ 牝３鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊 �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 ４４６＋ ２ 〃 クビ ９．０


１１ コパノアコチャン 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４５６＋ ２１：２６．５１� ４．８�
６１１ エリモエトワール 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典山本 慎一氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３２± ０１：２７．２４ ２２７．１�
８１５ ア ロ ハ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�前川企画 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４３４＋１２ 〃 アタマ ７５．０
２４ シュラーガー 牝３黒鹿５４ 安部 幸夫 U.M.K. 藤岡 範士 新冠 芳住 革二 ４４２－ ３１：２７．４１� １６３．３�

（愛知）

４７ メイショウフェーヴ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４２６－ ６１：２８．１４ ７．４�
２３ スティールシャーク 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４６０＋１２ 〃 アタマ ９９．７�
３６ ノ リ リ ス ク 牝３鹿 ５４ 柴原 央明�下河辺牧場 田中 章博 門別 下河辺牧場 ４３６ ― 〃 ハナ １５１．７�
４８ リッカビクトリー 牝３鹿 ５４ 幸 英明立花 幸雄氏 境 直行 浦河 中島 俊明 ４１８－ ６ 〃 クビ ４０．７�
５９ アートオブロマンス 牝３鹿 ５４ 小原 義之岡田 隆寛氏 小原伊佐美 新冠 オートファー

ム �渡 ４３８－１４１：２８．２クビ ３２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，７６２，６００円 複勝： １９，１８８，８００円 枠連： １７，１４３，２００円

普通馬連： ５２，７１０，６００円 馬単： ４２，９０８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，４７３，７００円

３連複： ８３，１７８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２４４，３６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３００円 � １８０円 � ２８０円 枠 連（５－７） １，２９０円

普通馬連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� １，４９０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ７，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２７６２６ 的中 � １０４２５（７番人気）
複勝票数 計 １９１８８８ 的中 � １５２１９（７番人気）� ３４３８０（１番人気）� １７０４２（６番人気）
枠連票数 計 １７１４３２ 的中 （５－７） ９８４９（７番人気）
普通馬連票数 計 ５２７１０６ 的中 �� １６３０４（１１番人気）
馬単票数 計 ４２９０８０ 的中 �� ６２９６（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６４７３７ 的中 �� ３３６８（１８番人気）�� ２６９２（２１番人気）�� ４０５９（１４番人気）
３連複票数 計 ８３１７８１ 的中 ��� ８０３４（３０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．７―１２．４―１２．５―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．２―４７．６―１：００．１―１：１２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バイオレントブルー �
�
父 デザートキング �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

２００５．５．１９生 牝３鹿 母 バイオレントムーヴ 母母 Waterside １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 エリモエトワール号は，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 イイデショウ号・ブラックカシミール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０７４ ５月１７日 晴 良 （２０京都３）第７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

７１３ アンクルトップ 牡３栗 ５６ 池添 謙一�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４６０－ ６１：１２．９ ２．０�

６１１� スマートダイレクト 牡３鹿 ５６ 幸 英明大川 徹氏 飯田 雄三 米
Dan Considine
& Palumbo
Properties

４８４－１０１：１３．４３ ３．５�
４８ ラバーソウル 牡３栗 ５６ 安部 幸夫薪浦 英稔氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４５４＋ ２１：１３．５� １５．２�

（愛知）

８１５ シゲルスペランツァ 牝３鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊森中 蕃氏 坪 憲章 静内 畠山牧場 ４３０± ０ 〃 アタマ １５．０�

２３ ファイナルパンチ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ２０．８�
１２ ウインクルラッキー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠塚本 能交氏 加用 正 三石 猪野毛牧場 ４４４－ ６１：１４．０３ ８．２�
４７ ウィークタテヤマ 牡３栗 ５６ 小牧 太辻 幸雄氏 安田伊佐夫 静内 藤沢牧場 ４６６－ ２１：１４．２１� ３８．１	
６１２ サンダーホーラー 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 ５００－ ４１：１４．４１� ４６．３

５１０ マ サ マ ロ 牡３芦 ５６

５３ ▲田村 太雅萬納寺正清氏 松永 昌博 門別 下河辺牧場 ４１２＋ ４１：１４．７１	 １１４．３�
３５ ロングハンマー 牡３鹿 ５６ 橋本 美純中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４８＋ ６ 〃 ハナ １８０．４�
８１６ メイショウリビエラ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４６６－ ２１：１４．８� ９９．６
１１ � ウ ツ セ ミ 牝３栗 ５４ 小林慎一郎加藤 守氏 矢作 芳人 愛 Swetten-

ham Stud ４４０＋ ４ 〃 ハナ ８０．９�
２４ スズカクリアー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎永井 啓弍氏 中村 均 浦河 辻 牧場 ４４８ ― 〃 アタマ １４１．９�
７１４ オメガクエスト 牡３栗 ５６ 福永 祐一原 
子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６２＋ ２１：１５．０１� １５．０�
５９ ストームクオリティ 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４２－１２１：１５．４２� １２３．７�
３６ カ シ ノ ユ ウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智柏木 務氏 梅内 忍 熊本 向後 栄治 ４４６＋ ２１：１６．３５ ２５３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０９８，７００円 複勝： ２７，２８８，８００円 枠連： １７，１９６，７００円

普通馬連： ５１，４１３，４００円 馬単： ５１，７８６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６９９，９００円

３連複： ８０，４８６，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２６１，９７０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（６－７） ３２０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３００円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７０９８７ 的中 � ６７５１７（１番人気）
複勝票数 計 ２７２８８８ 的中 � １４２０４６（１番人気）� ３５５５１（２番人気）� １６７７４（４番人気）
枠連票数 計 １７１９６７ 的中 （６－７） ４０３８２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１４１３４ 的中 �� ９３６７０（１番人気）
馬単票数 計 ５１７８６７ 的中 �� ５７２５７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６９９９ 的中 �� ２４６４４（１番人気）�� １３７５８（２番人気）�� ４２４３（９番人気）
３連複票数 計 ８０４８６０ 的中 ��� ５１３７２（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．９―１２．２―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．７―３５．６―４７．８―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンクルトップ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００８．３．２２ 阪神３着

２００５．３．２８生 牡３栗 母 ウインクルアーリー 母母 レディダンジグ ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 カシノデンシロ号・グレイホーク号・バルハーバー号
※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。



１２０７５ ５月１７日 晴 良 （２０京都３）第７日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１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

３６ タムロチェスト 牡３栗 ５６ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４６２＋ ４１：５３．９ ２．４�

１１ ニシノハドウホウ 牡３鹿 ５６ 小牧 太西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４９８－ ２１：５４．１１� ３．８�
７１４ ピエナミッチー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４５４＋ ８１：５４．８４ ９．０�
４７ メイショウユウシャ 牡３栗 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ４８０－ ２ 〃 クビ ５．７�
５１０ スナークホーオー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎杉本仙次郎氏 野村 彰彦 門別 下河辺牧場 ５１６＋ ６１：５５．２２� １８．７�
５９ ウインザハギ 牡３栗 ５６ 小坂 忠士�田 三郎氏 境 直行 浦河 出口 宜己 ４５２－ ４１：５５．８３� １３８．１�
８１６ シゲルアマル 牡３栗 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 バンダム牧場 ５４２ ―１：５７．０７ ２３．９�
３５ エムテイホムラ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三山本 治氏 服部 利之 新冠 大狩部牧場 ４７４＋ ２１：５７．１クビ ３９４．４	
２３ マーベラスハート 牝３栗 ５４

５３ ☆浜中 俊笹原 貞生氏 柴田 政見 静内 松田 三千雄 B４６０－ ４１：５７．２� １０５．９

１２ アンリミテッドラヴ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太 �キャロットファーム 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：５７．３� ５９．１�
６１２ エーシンハンドフル 牝３芦 ５４

５１ ▲田中 克典平井 宏承氏 岡田 稲男 浦河 栄進牧場 ４７４－ ６１：５７．４� １３０．５
７１３ ノッテビアンカ 牝３栗 ５４ 上野 翔柴原 榮氏 安達 昭夫 新冠 川上 悦夫 ４４４± ０１：５７．５クビ ４３０．１�
４８ 	 ルヴァンクレール 牝３栗 ５４ 岩田 康誠�ターフ・スポート宮 徹 愛 H. Ichikawa ５０２＋ ４１：５７．８１� ８．１�
６１１ サイドキック 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 B５００ ― 〃 クビ ２２５．３�
２４ エイシンプレスマン 牡３青鹿５６ 角田 晃一平井 豊光氏 松永 昌博 浦河 山本牧場 ４５２－ ２１：５８．２２� ８７．６�
８１５ シゲルファイファン 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大森中 蕃氏 松永 幹夫 浦河 中村 雅明 ４７４－ ６２：０３．６大差 ２０５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４６３，７００円 複勝： ２７，３５２，２００円 枠連： １９，０６７，３００円

普通馬連： ５９，５４８，２００円 馬単： ５９，８９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２３１，５００円

３連複： ８７，７５１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２９０，３１０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（１－３） ４８０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２８０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７４６３７ 的中 � ５９０１５（１番人気）
複勝票数 計 ２７３５２２ 的中 � １０６２８６（１番人気）� ４９６５６（２番人気）� ２９８６５（４番人気）
枠連票数 計 １９０６７３ 的中 （１－３） ２９８５４（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９５４８２ 的中 �� ９４７４５（１番人気）
馬単票数 計 ５９８９６８ 的中 �� ５９１６４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２３１５ 的中 �� ３３４０９（１番人気）�� １６５５６（３番人気）�� ８９２５（６番人気）
３連複票数 計 ８７７５１１ 的中 ��� ７７２２７（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１３．０―１２．８―１３．０―１２．９―１２．６―１２．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．２―５０．０―１：０３．０―１：１５．９―１：２８．５―１：４１．３

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

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

勝馬の
紹 介

タムロチェスト �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 セ ク レ ト デビュー ２００７．１２．２２ 阪神３着

２００５．４．１６生 牡３栗 母 タムロチェリー 母母 ミスグローリー ５戦１勝 賞金 １１，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルファイファン号は，平成２０年６月１７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 ウィズインテイオー号・フジノアリオン号
（非抽選馬） １頭 ウイスキージャック号



１２０７６ ５月１７日 晴 良 （２０京都３）第７日 第４競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

８１３ ダンツホウテイ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４５６－ ６２：１６．４ ２．３�

３３ オートホーク 牡３青鹿５６ 川田 将雅大戸 時子氏 沖 芳夫 静内 高橋 修 ４９８＋ ４２：１６．７２ １０．８�
７１２ ハヤテノゴトク 牡３鹿 ５６ 角田 晃一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４８２－ ６ 〃 ハナ ２．９�
６９ ユグドラシル 牡３栗 ５６

５５ ☆浜中 俊 �ノースヒルズマネ
ジメント 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４４６＋ ４２：１６．８� ３２．４�

７１１ マーベラスブレイド 牡３黒鹿５６ 石橋 守 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 浦河 鎌田 正嗣 ４３４－ ４２：１６．９クビ ２２．４�

８１４ ロードフラッシュ 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新冠 奥山 喜義 ４９０＋ ２２：１７．１１� ６０．５	
２２ タイキマドロス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�大樹ファーム 松元 茂樹 三石 上村 清志 ４５０＋ ２ 〃 ハナ ４．４

３４ メイショウホバート 牡３黒鹿５６ 和田 竜二松本 好雄氏 鶴留 明雄 浦河 富菜牧場 ４６４＋ ２２：１７．２� ４８．５�
６１０ テーオーショウキ 牡３栗 ５６ 幸 英明小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 守矢牧場 ４３６－ ２２：１７．４� ７３．９�
４６ フ ァ ド 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６８＋ ２２：１７．８２� ６５．１
４５ ウインサテライト 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�ウイン 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４２６± ０２：１８．１２ ２３３．３�
１１ キャンディポケット 牡３栗 ５６ 安部 幸夫山本 茂氏 大根田裕之 静内 田中 裕之 ４７０＋ ４２：１８．２� ２０５．５�

（愛知）

５８ トーホウモアー 牡３鹿 ５６
５３ ▲船曳 文士東豊物産� 崎山 博樹 門別 竹島 幸治 ４８８－ ２２：１８．８３� ２６４．１�

５７ ダンツヒッショウ 牡３栗 ５６
５３ ▲田中 克典山元 哲二氏 池添 兼雄 静内 桜井牧場 ４９０± ０２：１９．０１� ３６９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，７５７，９００円 複勝： ２２，７４３，８００円 枠連： １７，６５８，５００円

普通馬連： ５８，３５０，８００円 馬単： ６４，８３０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８９４，０００円

３連複： ９１，１１３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２９０，３４８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（３－８） ９４０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １４０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７７５７９ 的中 � ６０８９９（１番人気）
複勝票数 計 ２２７４３８ 的中 � ８６４８５（１番人気）� ２２７５２（４番人気）� ４８２５０（２番人気）
枠連票数 計 １７６５８５ 的中 （３－８） １３９５６（４番人気）
普通馬連票数 計 ５８３５０８ 的中 �� ３６７５９（４番人気）
馬単票数 計 ６４８３０３ 的中 �� ２６７０４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８９４０ 的中 �� １０５１０（４番人気）�� ４３６１８（１番人気）�� ７４５４（５番人気）
３連複票数 計 ９１１１３０ 的中 ��� ８１９９２（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１３．２―１３．３―１２．７―１３．０―１２．９―１１．８―１１．３―１１．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．２―３７．４―５０．７―１：０３．４―１：１６．４―１：２９．３―１：４１．１―１：５２．４―２：０３．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツホウテイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００８．２．２ 東京３着

２００５．４．２８生 牡３黒鹿 母 グランスオークス 母母 Dry Fly ５戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔制裁〕 マーベラスブレイド号の騎手石橋守は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０７７ ５月１７日 晴 良 （２０京都３）第７日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

１２ ファイナルジャッジ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠深見 富朗氏 五十嵐忠男 鵡川 市川牧場 B４６２± ０１：３５．９ ２．３�

７１４ カネトシレジアス 牝３鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４１２－ ２ 〃 アタマ ３０．５�

６１１ エーケーサンライズ 牡３鹿 ５６ 小牧 太桂土地� 庄野 靖志 門別 小西 章 ４３２＋ ２１：３６．０� ６．７�
１１ ア イ ト ー ン 牡３鹿 ５６ 幸 英明�富美男企画 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 ４５６－ ２１：３６．２１� １８．２�
８１６ トゥリオーニ 牡３青鹿５６ 川田 将雅 �キャロットファーム 中尾 正 浦河 市川フアーム ４７４ ―１：３６．４１� ５．９�
６１２ シンデレラロマンス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：３６．５� ４．０	
５１０ ハリソンバローズ 牡３栗 ５６ 安部 幸夫猪熊 広次氏 武田 博 浦河 谷口牧場 ５１６＋１２１：３６．６� ４０．４


（愛知）

８１７ インダストリアル 牡３青鹿５６ 上村 洋行 �ノースヒルズマネ
ジメント 橋口弘次郎 門別 中原牧場 ５１２＋ ４１：３６．７� １５．２�

７１３ エイシングラスゴー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二平井 豊光氏 宮本 博 浦河 杵臼牧場 ５０２± ０ 〃 クビ ３４．３�
３５ プレミアムキャノン 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太中西 健造氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４４６＋１０１：３７．０１� １３４．９
２３ メテオスクライドー 牡３鹿 ５６ 高橋 亮吉岡 泰治氏 高橋 隆 門別 中川 浩典 ４９８＋ ４ 〃 クビ ２７７．４�
３６ キャプテンモーガン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 克典吉田 和美氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４９６－ ８１：３７．３１� １０７．４�
４７ カルルシュテイン 牝３鹿 ５４ 吉原 寛人��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 B４４２－ ６１：３７．５１� ９６．２�

（金沢）

４８ コアレスレビュー 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志小林 昌志氏 鹿戸 明 平取 雅 牧場 ４３２－ ８１：３８．１３� ４３８．０�
７１５ ジョウノクルーズ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎小川 義勝氏 小崎 憲 門別 三城牧場 ５４２ ―１：３８．６３ ２５２．５�
５９ ラ ウ ニ カ 牝３鹿 ５４ 橋本 美純 �キャロットファーム 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６ ―１：３９．３４ １５５．７�
８１８ カシノハルト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲大下 智柏木 務氏 福永 甲 鹿児島 柏木 務 ４４４＋ ２１：３９．７２� ４６０．５�

（１７頭）
２４ エーシンピークブイ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一平井 宏承氏 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４２６＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １８，２３０，２００円 複勝： ２２，４５８，２００円 枠連： ２２，２２０，３００円

普通馬連： ５８，８８３，５００円 馬単： ５６，３８５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５５９，７００円

３連複： ８８，００７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２８２，７４４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ４４０円 � １７０円 枠 連（１－７） １，０４０円

普通馬連 �� ２，７００円 馬 単 �� ３，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ２９０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ３，６２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １８２３０２（返還計 ９９４） 的中 � ６３７２９（１番人気）
複勝票数 差引計 ２２４５８２（返還計 １５８５） 的中 � ６１４１４（１番人気）� ９０１５（７番人気）� ３５８０５（３番人気）
枠連票数 差引計 ２２２２０３（返還計 ５３） 的中 （１－７） １５８２９（４番人気）
普通馬連票数 差引計 ５８８８３５（返還計 １１５４８） 的中 �� １６１１９（８番人気）
馬単票数 差引計 ５６３８５２（返還計 １０９９６） 的中 �� １２００５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １６５５９７（返還計 ４４０２） 的中 �� ４９０４（９番人気）�� １６６８４（２番人気）�� ２６８１（１８番人気）
３連複票数 差引計 ８８００７１（返還計 ３１０８１） 的中 ��� １７９９０（１２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．９―１２．４―１２．１―１１．５―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３６．０―４８．４―１：００．５―１：１２．０―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイナルジャッジ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Theatrical デビュー ２００７．９．２ 札幌７着

２００５．４．１１生 牡３青鹿 母 マチカネハナコ 母母 Audra ７戦１勝 賞金 １０，５００，０００円
〔競走除外〕 エーシンピークブイ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※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。



１２０７８ ５月１７日 晴 良 （２０京都３）第７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

７１４ サンライズラッシュ 牡３栗 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４５４－ ２１：２４．０ ３．８�

２４ カシノブレイヴリ 牡３鹿 ５６
５３ ▲田中 克典柏木 務氏 田所 清広 浦河 山下 恭茂 ５１８－ ２１：２４．１� １１．８�

６１１ マルブツサクラオー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４６８＋ ６１：２４．２クビ ４．７�
４７ � セントラルコースト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�ダノックス 池江 泰寿 米 J. V. Shields Jr.

& Robert N. Clay ５０６＋ ８１：２４．３� １３．３�
３６ キ ア ー ロ 牝３栗 ５４ 田嶋 翔 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４３６＋ ４１：２４．８３ ７９．６�
５９ ミッキーフォルテ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５２４－１０ 〃 アタマ ３．９�
２３ シーアクロス 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５０６－ ４１：２５．２２� ４５．４	
３５ アンジェロバンダム 牡３鹿 ５６ 幸 英明山科 統氏 柴田 政見 浦河 鮫川牧場 ４８４－２６１：２５．４１� ２２．９

８１５ カネトシトレンド 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太兼松 昌男氏 中村 均 浦河 村下 明博 ４３６± ０１：２５．５クビ ４２．０�
８１６ ウインパトリオット 牡３芦 ５６

５５ ☆浜中 俊�ウイン 坂口 正大 三石 下屋敷牧場 ４７０± ０１：２５．７１	 ２０．６�
７１３� ロングキーブリッジ 牡３栗 ５６ 上村 洋行斉藤 敏博氏 森 秀行 愛

Epona Blood-
stock Ltd and
P. A. Byrne

４８４± ０ 〃 ハナ １５．２
１１ ケンモンスター 牡３青鹿５６ 石橋 守中西 健造氏 松永 昌博 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４６２± ０１：２５．８クビ ４９．１�
６１２ キャラメルチャン 牝３鹿 ５４ 川島 信二西森 鶴氏 領家 政蔵 静内 桑嶋 峰雄 ４８８＋２０ 〃 クビ ２１６．６�
４８ 
 エムザックライアン 牡３鹿 ５６ 吉原 寛人寺西 正彰氏 加藤 和宏 静内 大典牧場 ４７６＋ １１：２６．２２� ２１０．１�

（金沢） （金沢）

１２ サマーファインデイ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎セゾンレースホース� 宮 徹 青森 中山 雅信 ４６２＋ ２１：２６．８３� ８．６�
５１０ サンクスヘヴン 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三星野 祐介氏 相沢 郁 門別 目黒牧場 ４６４＋ ８１：２７．２２� ３４３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５８２，４００円 複勝： ３１，５２４，５００円 枠連： ２０，０５３，１００円

普通馬連： ７５，１０１，０００円 馬単： ６２，６９１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，００６，４００円

３連複： １０５，３１５，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３３９，２７４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � １６０円 枠 連（２－７） １，１７０円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ３１０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５８２４ 的中 � ４３３３８（１番人気）
複勝票数 計 ３１５２４５ 的中 � ６６６２７（１番人気）� ２５７２０（５番人気）� ５４５８５（３番人気）
枠連票数 計 ２００５３１ 的中 （２－７） １２６６１（４番人気）
普通馬連票数 計 ７５１０１０ 的中 �� ３４７７８（５番人気）
馬単票数 計 ６２６９１２ 的中 �� １６２２４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４００６４ 的中 �� １０４３８（４番人気）�� ２１１６９（２番人気）�� ６７５３（９番人気）
３連複票数 計１０５３１５５ 的中 ��� ２５９９１（５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．８―１２．１―１２．２―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．８―４６．９―５９．１―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズラッシュ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー ２００７．１１．１８ 京都１着

２００５．３．１７生 牡３栗 母 ヤングエブロス 母母 メイトウヒカリ ７戦２勝 賞金 ２２，６８２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 グランドラッチ号・ショウナンマスター号・トーホウヘレン号・ペプチドアトム号・ボストンオー号・

メジロアースラ号・ライジングバイオ号
※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。



１２０７９ ５月１７日 晴 良 （２０京都３）第７日 第７競走 ��
��２，０００�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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

５５ ロードニュースター 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 三石 ケイアイファーム ４７４＋ ６２：００．４ ９．０�

１１ スリーオリオン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎永井商事� 中村 均 浦河 信岡牧場 ４４０＋ ６２：０１．１４ ３．０�
７９ ツルマルストーム 牡３青鹿５６ 福永 祐一鶴田 任男氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２－ ２２：０１．２クビ ４．８�
３３ マームードイモン 牡３鹿 ５６ 幸 英明井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 ４２６＋ ６ 〃 ハナ ６．３�
８１２ タガノエルシコ 牡３栗 ５６ 四位 洋文八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４３０－ ４２：０１．５１� ９．１�
８１１ ブラッシュアップ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４７２－ ２ 〃 クビ １８．０�
６８ クーノキセキ 牝３栗 ５４ 酒井 学吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８８－ ４２：０２．１３� ４．１	
５６ パラダイスプラム 牝３栗 ５４ 長谷川浩大伊藤 信之氏 本田 優 静内 フジワラフアーム ４６０＋ ２２：０３．４８ ２９６．６

６７ ロングメッセージ 牡３栗 ５６ 上村 洋行中井 敏雄氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 B４６６± ０２：０４．８９ １０７．６�
４４ � マイアンジェリカ 牝３鹿 ５４ 米倉 知前迫 義幸氏 金田 一昌 新冠 平山牧場 ４１６－１５２：０４．９� ２８８．４�

（金沢） （金沢）

２２ � ゴールデンエッグ 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫上田 力氏 安部 弘一 新冠 安達 洋生 ４２４＋ ２２：０５．１１	 １７６．５
（愛知） （愛知）

７１０ グランジョイ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 B４５８－ ４２：０５．６３ ６４．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，７０１，０００円 複勝： ２２，６６２，６００円 枠連： １６，９３７，０００円

普通馬連： ７３，８０４，８００円 馬単： ７４，２４６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，００２，８００円

３連複： ９７，４６０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３２１，８１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（１－５） １，１３０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ９２０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ２，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８７０１０ 的中 � １６３９７（５番人気）
複勝票数 計 ２２６６２６ 的中 � ２１９１２（６番人気）� ６４８８８（１番人気）� ２８５７２（４番人気）
枠連票数 計 １６９３７０ 的中 （１－５） １１１４６（６番人気）
普通馬連票数 計 ７３８０４８ 的中 �� ４６８１０（５番人気）
馬単票数 計 ７４２４６２ 的中 �� １７２７４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８００２８ 的中 �� ８５０２（５番人気）�� ４４４６（１５番人気）�� １４８３６（３番人気）
３連複票数 計 ９７４６０３ 的中 ��� ３０８５１（９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１２．７―１２．０―１１．７―１２．５―１２．４―１１．８―１２．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．３―３６．０―４８．０―５９．７―１：１２．２―１：２４．６―１：３６．４―１：４８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
１
３
１０，１１（６，８）１２，７，９－３－５－１，４－２
１０－（１１，８）１２（６，９）３，５，１－７＝２－４

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

勝馬の
紹 介

ロードニュースター �
�
父 エアエミネム �

�
母父 ア ル カ ン グ デビュー ２００８．１．１２ 京都７着

２００５．５．９生 牡３鹿 母 レディスターダム 母母 リ ン ダ ス ト ６戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランジョイ号は，平成２０年６月１７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。



１２０８０ ５月１７日 晴 良 （２０京都３）第７日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，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

７１４ メ リ ッ サ 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４６４＋１０１：２４．１ １０．０�

６１１ サイキックダイブ 牡４青鹿５７ 川島 信二 �ノースヒルズマネ
ジメント 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２± ０１：２４．５２� ２．４�

１１ メイショウソーラー 牡５鹿 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 河内 洋 三石 木下牧場 ４５０＋ ４１：２５．０３ ８．３�
４８ � メモリージャグラー 牡４栗 ５７ 福永 祐一�シンザンクラブ 福永 甲 浦河 成隆牧場 ４５２＋ ４１：２５．３１� ３．５�
１２ バトルスクワート 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大宮川 秋信氏 本田 優 えりも 能登 浩 ４７２± ０１：２５．５１� １２９．３�
５１０� レッドゾーン 牡４栗 ５７ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４８４－ ８１：２５．６� ４１．６	
８１５� シルクストライカー 牡４青鹿５７ 小林 徹弥有限会社シルク目野 哲也 新冠 グリー牧場 ４５２－ ８１：２５．７� １６．８

８１６ スナークムサシ 牡５黒鹿５７ 高橋 亮杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ５０４＋ ４１：２５．８クビ ２６３．０�
５９ � ハギノアスラン 	４鹿 ５７ 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４３２＋ ６１：２６．０１� ５０．４�
３６ ファートゥム 牡４栗 ５７ 吉原 寛人田上 雅春氏 飯田 雄三 静内 岡田スタツド ４４８－ ８１：２６．２１� ９２．４

（金沢）

３５ サザンビューティー 牝５芦 ５５ 田嶋 翔南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４７６± ０１：２６．６２� ６．６�
６１２ クリノラプソディー 牝４鹿 ５５ 安部 幸夫栗本 博晴氏 田中 章博 門別 沖田牧場 ５０２－１０１：２６．７クビ ６８．５�

（愛知）

７１３� テーオークレバー 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太小笹 公也氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４８２± ０１：２７．２３ ４０．７�
２３ � ウエストワード 牝５栗 ５５ 上村 洋行下河�美智子氏 野中 賢二 門別 下河辺牧場 ４８０－１４１：２７．８３� １５５．３�
４７ � ワンダーシアー 牝４鹿 ５５

５２ ▲大下 智山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４６０＋ ２１：２８．３３ ２４２．７�
２４ テイエムブラック 牡５青鹿５７ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 門別 浜本牧場 ５４８＋２８１：２８．６２ １４１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９５６，７００円 複勝： ２７，５８０，７００円 枠連： １８，０２１，９００円

普通馬連： ８２，１０７，６００円 馬単： ６７，７７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０１５，８００円

３連複： １１３，４９３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３４９，９４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２３０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（６－７） ８４０円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ９００円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９５６７ 的中 � １５７６８（５番人気）
複勝票数 計 ２７５８０７ 的中 � ２２６４６（５番人気）� ９３８７４（１番人気）� ３６４７５（３番人気）
枠連票数 計 １８０２１９ 的中 （６－７） １５８９５（４番人気）
普通馬連票数 計 ８２１０７６ 的中 �� ５９１６０（４番人気）
馬単票数 計 ６７７７０３ 的中 �� ２０６８９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０１５８ 的中 �� １２６９７（４番人気）�� ５１９０（１１番人気）�� １８６６２（２番人気）
３連複票数 計１１３４９３６ 的中 ��� ４６８１５（５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．８―１２．３―１２．５―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３４．７―４７．０―５９．５―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ リ ッ サ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１．７ 京都５着

２００４．４．１生 牝４鹿 母 ストーミーラン 母母 ウインドオブサマー １５戦２勝 賞金 ２６，８４０，０００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 オラクルメサイア号・テイエムヒスイ号・ニシノヴァネッサ号・プラグマティック号
※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。



１２０８１ ５月１７日 晴 良 （２０京都３）第７日 第９競走 ��３，１７０�第１０回京都ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走１４時３５分 （芝・内外）

４歳以上，１９．５．１２以降２０．５．１１まで１回以上出走馬，除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 ３３，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，３００，０００円 ５，０００，０００円 ３，３００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード３：３０．６良

７８ テイエムトッパズレ 牡５青鹿５９ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６０－ ４３：３３．３ １５．７�

３３ ナイトフライヤー 牡９鹿 ５８ 小坂 忠士吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５００－ ４３：３３．６１� ３．０�
６７ � エイシンペキン 牡７鹿 ６２ 西谷 誠平井 豊光氏 坂口 正則 米 Belvedere

Farm, Inc. ４７８＋ ４３：３４．１３ ２．２�
２２ バトルブレーヴ 牡６芦 ５８ 菊地 昇吾宮川 秋信氏 本田 優 静内 西村 和夫 ５３４± ０３：３４．８４ ３０．８�
６６ メイケイグリーン �４黒鹿５７ 白浜 雄造名古屋競馬� 木原 一良 静内 寺越 政幸 ４７６－ ４３：３４．９� ４４．６�
４４ ゴールドリーズン 牡５鹿 ６０ 植野 貴也�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４５８－ ２３：３５．０� １１．３�
５５ カリスマコンコルド 牡４鹿 ５７ 黒岩 悠畔柳 年言氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ４９６＋ ２３：３５．６３� １６．５	
１１ アインオーセン 牡７鹿 ５９ 高野 容輔�アイナカ商事 崎山 博樹 静内 フジワラフアーム ５１６－ ４３：３６．２３� ８６．４

８１０ マルブツトップ 牡８栗 ６０ 田中 剛大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４９０－ ８３：３６．３クビ ７．４�
７９ テイエムアラムシャ �７鹿 ５７ 出津 孝一竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 アラキフアーム ５１０± ０３：３７．６８ １０４．０�
８１１�� シゲルイサイダカ 牡５鹿 ５８ 今村 康成森中 蕃氏 坪 憲章 豪 Boxgrove

Pastoral Co ５２８＋ ４ （競走中止） ４３．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，４３１，２００円 複勝： ２５，８７１，３００円 枠連： １８，９４５，７００円

普通馬連： ８４，３４６，５００円 馬単： ６８，１７２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２８０，５００円

３連複： １００，４７５，１００円 ３連単： ２５９，６４８，１００円 計： ６０１，１７１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（３－７） １，６７０円

普通馬連 �� １，９７０円 馬 単 �� ５，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ４２０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� １４，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２２４３１２ 的中 � １１２９５（５番人気）
複勝票数 計 ２５８７１３ 的中 � １７８５９（４番人気）� ４７９６５（２番人気）� １１１４９９（１番人気）
枠連票数 計 １８９４５７ 的中 （３－７） ８３７６（８番人気）
普通馬連票数 計 ８４３４６５ 的中 �� ３１７３９（９番人気）
馬単票数 計 ６８１７２７ 的中 �� ８９１７（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２８０５ 的中 �� ８３１６（９番人気）�� １１２０１（４番人気）�� ３９２３２（１番人気）
３連複票数 計１００４７５１ 的中 ��� ６７３０５（３番人気）
３連単票数 計２５９６４８１ 的中 ��� １３３５４（４３番人気）

上り １マイル １：４５．３ ４F ５２．４－３F ４０．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムトッパズレ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ステートリードン デビュー ２００５．７．１６ 小倉１着

２００３．４．１生 牡５青鹿 母 テイエムシャルマン 母母 ユーワメルド 障害：１２戦２勝 賞金 ６２，４３０，０００円
〔競走中止〕 シゲルイサイダカ号は，競走中に疾病〔右前繋靭帯不全断裂〕を発症したため決勝線手前で競走中止。



１２０８２ ５月１７日 晴 良 （２０京都３）第７日 第１０競走 ��
��１，４００�

あおい

葵 ス テ ー ク ス
発走１５時１０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，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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

５１０ ミリオンウェーブ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一万波 健二氏 宮本 博 新冠 若林牧場 ４９２± ０１：２１．７ ３２．３�

１２ アポロラムセス 牡３芦 ５６ 長谷川浩大アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４８２－ ６ 〃 ハナ ５６．１�
４８ メイショウローラン 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４４８± ０１：２１．８� ２５．５�
７１４ マヤノベンケイ 牡３鹿 ５７ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４６０－ ２ 〃 ハナ ７．８�
７１３ フェイムロバリー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ４７８－ ６ 〃 ハナ ８．０�
３６ � メ ス ナ ー 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４３８－ ４１：２１．９クビ ６．３�
４７ マイネエスポワール 牝３栗 ５４ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ ２７．９	
１１ レオマイスター 牡３栗 ５６ 武 幸四郎�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ４８４－ ２１：２２．０	 １３．４

８１７ サワヤカラスカル 牝３鹿 ５４ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４２６＋ ８１：２２．１クビ １４．４�
７１５ ナンヨーヒルトップ 牡３栗 ５６ 川田 将雅中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム ４８４＋ ８１：２２．２	 ４．７�
６１１ ラ ベ 牝３黒鹿５４ 小牧 太 ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４０８＋ ４ 〃 クビ ５．７�
５９ ランチボックス 牡３鹿 ５６ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ４９４± ０１：２２．３� １６．２�
２３ ビーチアイドル 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠 社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４３６－ ４１：２２．４クビ １４．１�
６１２ サマーエタニティ 牝３芦 ５４ 安部 幸夫セゾンレースホース� 畠山 吉宏 門別 白井牧場 ４８６＋１４１：２２．６１
 ６３．７�

（愛知）

３５ メジロガストン 牡３青鹿５６ 鮫島 良太メジロ商事� 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４７８－１０１：２２．９１� １０４．２�
８１８ オースミマーシャル 牡３鹿 ５７ 和田 竜二�オースミ 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６－ ８１：２３．１１
 ９２．２�
２４ ギ ン ゲ イ 牡３芦 ５６ 幸 英明加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新冠 長浜 忠 ４６０－ ８ 〃 ハナ ７２．０�
８１６ キョウエイストーム 牡３芦 ５６ 上村 洋行田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４０６＋ ８１：２３．２� ９４．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，０８８，０００円 複勝： ５３，３３３，５００円 枠連： ４６，３８０，３００円

普通馬連： １９０，５３０，１００円 馬単： １０８，９９３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，１５９，６００円

３連複： ２０１，０４１，８００円 ３連単： ４２４，７５８，７００円 計： １，１０２，２８５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２３０円 複 勝 � ７９０円 � １，５９０円 � ７９０円 枠 連（１－５） ５，７４０円

普通馬連 �� １０５，４９０円 馬 単 �� １４３，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１，５２０円 �� ５，０１０円 �� １９，５４０円

３ 連 複 ��� ４４０，２７０円 ３ 連 単 ��� １，８２２，５２０円

票 数

単勝票数 計 ３３０８８０ 的中 � ８０８５（１２番人気）
複勝票数 計 ５３３３３５ 的中 � １８２３９（１０番人気）� ８５２４（１３番人気）� １８１６０（１１番人気）
枠連票数 計 ４６３８０３ 的中 （１－５） ５９７０（２３番人気）
普通馬連票数 計１９０５３０１ 的中 �� １３３３（１３４番人気）
馬単票数 計１０８９９３０ 的中 �� ５６２（２４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４１５９６ 的中 �� ５０３（１３２番人気）�� ２１８５（６０番人気）�� ５５４（１２７番人気）
３連複票数 計２０１０４１８ 的中 ��� ３３７（５９７番人気）
３連単票数 計４２４７５８７ 的中 ��� １７２（３０６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．１―４６．６―５７．７―１：０９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミリオンウェーブ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 スマコバクリーク デビュー ２００７．８．５ 小倉１着

２００５．４．２３生 牡３鹿 母 ミススマコバ 母母 キユーテイハニー ８戦２勝 賞金 ４７，２２６，０００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。



１２０８３ ５月１７日 晴 良 （２０京都３）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�

らくよう

洛陽ステークス
発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

１１ � ジーンハンター 牡６鹿 ５７ 金折 知則前田 幸治氏 松元 茂樹 門別 法理牧場 ５２８－ ４１：２１．７ ６２．３�

２４ ニホンピロリビエラ 牡６鹿 ５７ 川島 信二小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 片岡牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ４．６�
３５ コ パ ノ ス ケ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４８２＋ ６１：２１．８� ４．８�
５９ シュガーヴァイン 牝４鹿 ５５ 酒井 学 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ４６２± ０ 〃 クビ １３．９�
１２ アドマイヤヘッド 牡４芦 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４６２－２０１：２２．０１ ２１．６�
８１７ ヘイローフジ 牝５栗 ５５ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ６．６�
３６ 	 サンワードラン 牡６鹿 ５７ 田中 克典佐藤 幸彦氏 中尾 正 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５０２－ ２ 〃 ハナ ２０．６	
６１２ コレデイイノダ 牡８鹿 ５７ 安部 幸夫本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４８４＋２６ 〃 クビ ２０．１


（愛知）

７１３� スーパーワシントン 牡５鹿 ５７ 米倉 知�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４５６± ０ 〃 ハナ １４．１�
（金沢）

７１５ エネルマオー 牡６鹿 ５７ 和田 竜二西山 茂行氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 B４７２－ ２１：２２．２１ ８．０�
２３ マルカジーク 牡６黒鹿５７ 角田 晃一河長産業 羽月 友彦 追分 追分ファーム ４８４＋ ２１：２２．４１
 １８．５�
５１０ マルブツライト 牡６鹿 ５７ 浜中 俊大澤 毅氏 北出 成人 静内 タイヘイ牧場 ４８８＋ ２１：２２．５� １４．０�
８１６� ロングベネフィット 牡７鹿 ５７ 石橋 守中井 敏雄氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５１４－ ６ 〃 ハナ １８５．４�
８１８ ビッグベアシチー 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三 友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 旭 牧場 ４７０－ ２１：２２．６クビ ４８．８�
７１４� メイショウトキムネ �９黒鹿５７ 竹之下智昭松本 好雄氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４５２± ０ 〃 アタマ ２００．０�
４７ クーフーリン 牡７鹿 ５７ 柴原 央明�ターフ・スポート加藤 敬二 浦河 大北牧場 ４５６＋ ２１：２２．７� １７１．５�
４８ ユメノオーラ 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大岩� 正志氏 川村 禎彦 浦河 田中スタッド ４７２＋ ４１：２２．８� ２８．１�
６１１	 コスモラナップ 牡５栗 ５７ 船曳 文士 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Gainsborough
Stud（Austra-
lia）Pty Ltd

４８６－ ２１：２２．９� １７．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３５，１５０，７００円 複勝： ５０，３５２，２００円 枠連： ５９，１２９，０００円

普通馬連： ２７５，７９８，３００円 馬単： １５３，７９０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，９１６，６００円

３連複： ２９４，７５０，１００円 ３連単： ６１６，７７５，１００円 計： １，５４４，６６２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，２３０円 複 勝 � ９５０円 � １８０円 � ２３０円 枠 連（１－２） ２，６２０円

普通馬連 �� １５，８８０円 馬 単 �� ４３，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，５００円 �� ６，３９０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ３５，１７０円 ３ 連 単 ��� ３４１，９９０円

票 数

単勝票数 計 ３５１５０７ 的中 � ４４４９（１５番人気）
複勝票数 計 ５０３５２２ 的中 � １０６０２（１４番人気）� ９４３５０（１番人気）� ５９２２９（３番人気）
枠連票数 計 ５９１２９０ 的中 （１－２） １６６６８（１３番人気）
普通馬連票数 計２７５７９８３ 的中 �� １２８１８（６０番人気）
馬単票数 計１５３７９０７ 的中 �� ２６１２（１４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８９１６６ 的中 �� ３１２５（６２番人気）�� ２１８９（７８番人気）�� ２２１８１（３番人気）
３連複票数 計２９４７５０１ 的中 ��� ６１８５（１２０番人気）
３連単票数 計６１６７７５１ 的中 ��� １３３１（１０８５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．３―４７．１―５８．１―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジーンハンター �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 Gone West

２００２．５．１２生 牡６鹿 母 アルフレックス 母母 Demure ２６戦３勝 賞金 ６４，６２４，０００円
初出走 JRA

※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 クラウンプリンセス号・コンティネント号・サクライナセ号・サンダルフォン号・ピサノアルハンブラ号・

ライトグランデュア号・ラブアクチュアリー号・リッカバクシンオ号
※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。



１２０８４ ５月１７日 晴 良 （２０京都３）第７日 第１２競走 ��
��２，０００�

か も が わ

鴨 川 特 別
発走１６時２０分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

６８ ミヤビランベリ 牡５栗 ５７ 幸 英明村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４８８± ０１：５９．１ ３．０�

４５ � マイネルクルーガー 牡４黒鹿５７ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 英 R. W. K.

Lewis ４６０＋ ４１：５９．３１� ４．７�
８１２ テイエムアンコール 牡４芦 ５７ 小牧 太竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４６２＋ ４１：５９．７２	 ８．９�
１１ 
 バブルスプリングス 牡５鹿 ５７ 上村 洋行 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４８４－１４１：５９．８	 ２９．７�
２２ ソウルオブジャパン 牡４鹿 ５７ 福永 祐一太田 美實氏 友道 康夫 静内 藤原牧場 ４８２＋ ２１：５９．９� ３．２�
３３ フェザーケープ �４鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 新冠 辻 和明 ４７６＋ ２２：００．１１� １４．３	
８１３ クリスタルルージュ 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大山田 順通氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４５６－ ４２：００．４１� ３０．０

７１０ デンコウミサイル 牡５栗 ５７ 池添 謙一田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５０８－ ４ 〃 クビ ２２．１�
６９ バージンフォレスト 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋ ４ 〃 アタマ ４１．６�
５６ � ロードエキスパート �５黒鹿５７ 角田 晃一 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co B４６６－ ４２：００．６１� ９７．５
７１１ マルモコウテイ 牡４鹿 ５７ 安部 幸夫まるも組合 藤沢 則雄 浦河 岡本牧場 ４８４＋１０２：０１．２３	 ５２．２�

（愛知）

５７ シンシンマーキー 牝６芦 ５５ 吉原 寛人�槇本牧場 新川 恵 門別 三輪牧場 ４８８＋１０２：０１．４１	 １９２．６�
（金沢）

４４ キングスデライト 牡４栗 ５７ 石橋 守 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ５０４－１４２：０２．６７ ２２．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３６，８７９，０００円 複勝： ４０，１３０，７００円 枠連： ３５，７６５，９００円

普通馬連： １７９，０５０，６００円 馬単： １１１，６６０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，５６０，３００円

３連複： １５６，７８７，５００円 ３連単： ４２２，１３１，７００円 計： １，０１９，９６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（４－６） ５６０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ４８０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ５，２７０円

票 数

単勝票数 計 ３６８７９０ 的中 � ９８０５８（１番人気）
複勝票数 計 ４０１３０７ 的中 � ９１９０５（１番人気）� ８３７７７（２番人気）� ３６０７２（４番人気）
枠連票数 計 ３５７６５９ 的中 （４－６） ４７５８４（２番人気）
普通馬連票数 計１７９０５０６ 的中 �� ２５１９８７（２番人気）
馬単票数 計１１１６６０７ 的中 �� ８４６８９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７５６０３ 的中 �� ４８６８９（１番人気）�� １８１７６（４番人気）�� １４２１３（６番人気）
３連複票数 計１５６７８７５ 的中 ��� ７８８５３（２番人気）
３連単票数 計４２２１３１７ 的中 ��� ５９１８２（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３６．０―４８．０―５９．７―１：１１．９―１：２３．６―１：３５．２―１：４６．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミヤビランベリ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００６．５．７ 京都３着

２００３．３．２８生 牡５栗 母 ア ス テ オ ン 母母 ピアレスレデイ ９戦３勝 賞金 ４２，３９５，０００円
〔発走状況〕 テイエムアンコール号は，枠入り時に他馬と接触し，馬体検査。発走時刻４分遅延。
※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。



（２０京都３）第７日 ５月１７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 １８３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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５０，３００，０００円
４，２６０，０００円
１４，３９０，０００円
２，２８０，０００円
２７，９４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，７９０，５００円
５，７２８，２００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
２７０，１０２，１００円
３７０，４８７，３００円
３０８，５１８，９００円
１，２４１，６４５，４００円
９２３，１３１，８００円
３１１，８００，８００円
１，４９９，８５９，２００円
１，７２３，３１３，６００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 ６，６４８，８５９，１００円

総入場人員 ２３，８１５名 （有料入場人員 ２２，７４０名）




