
１３０７３ ５月１６日 曇 良 （２１京都３）第７日 第１競走 ��
��１，２００�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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

８１３ ワンモアマイウエイ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介松井 一三氏 安田 隆行 新冠 長浜 秀昭 ４８４＋ ６１：１１．５ ２．０�

８１４ アキノワンツー 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦穐吉 正孝氏 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４９０＋ ４１：１２．８８ ５．２�
５７ � エーシンフラクタル 牝３栗 ５４ 熊沢 重文平井 宏承氏 中尾 秀正 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４４８＋１２ 〃 ハナ ９．５�
７１２ スナークレナード 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４８４－ ２１：１３．０１� １９．５�
３４ コスモブレッシング 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 浦河 三枝牧場 ４２６＋ ６ 〃 ハナ ６２．６�
６９ バイオレントナイト 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４５４＋２６１：１３．１� １８．１�
６１０ ファンドリカップ 牡３芦 ５６ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ４８６＋ ４１：１３．３１� ３．９	
４５ マイネシラユキ 牝３芦 ５４ 浜中 俊 
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 ４２８＋ ６１：１３．６１	 ２７．２�
１１ ベ ル フ ァ ム 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 恭介 
ローレルレーシング 庄野 靖志 新冠 石田牧場 ４１２＋ ４１：１４．０２� ９９．７�
５８ メイショウマナスル 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４８４＋ ６１：１４．４２� ２５０．６
７１１ テイエムバージャラ 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 ５０４＋ ８１：１４．６	 ２４０．１�
４６ ゴルデンジュピター 牝３栗 ５４ 船曳 文士
協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４３２ ―１：１４．７� １７２．３�
２２ ネヴァインデペンデ 牝３鹿 ５４

５１ ▲大下 智
ティーエイチ 梅田 智之 新冠 川上牧場 ４３８ ―１：１５．４４ ２５９．０�
３３ マイティコメット 牝３青鹿５４ 岩崎 祐己世賀 聖啓氏 梅田 智之 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２６ ―１：１８．４大差 ２７０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，５６０，１００円 複勝： ４４，６５２，４００円 枠連： １４，９８７，５００円

普通馬連： ５０，５９１，２００円 馬単： ４１，１２４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２３７，９００円

３連複： ６１，５４２，１００円 ３連単： １０６，１６１，５００円 計： ３５２，８５７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（８－８） ４４０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ３８０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ３，３００円

票 数

単勝票数 計 １４５６０１ 的中 � ５９７９３（１番人気）
複勝票数 計 ４４６５２４ 的中 � ２７２５５７（１番人気）� ４１４９５（３番人気）� １９９４９（４番人気）
枠連票数 計 １４９８７５ 的中 （８－８） ２５２８５（２番人気）
普通馬連票数 計 ５０５９１２ 的中 �� ９５９１７（２番人気）
馬単票数 計 ４１１２４８ 的中 �� ４６５０１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２３７９ 的中 �� ２８２０４（２番人気）�� １２０２３（４番人気）�� ５６１７（１０番人気）
３連複票数 計 ６１５４２１ 的中 ��� ３８６１３（３番人気）
３連単票数 計１０６１６１５ 的中 ��� ２３７９２（７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．９―１１．６―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．８―４７．４―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンモアマイウエイ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．１．５ 京都２着

２００６．３．２１生 牡３栗 母 ワンモアアリュール 母母 ボニーロツホ ４戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイティコメット号は，平成２１年６月１６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 マイスイートホーム号（疾病〔左肩端部挫創〕のため）・メジロライダー号（疾病〔右前球節炎〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オウドウリーチ号・クリスタルネージュ号・ケンブリッジナイト号



１３０７４ ５月１６日 曇 良 （２１京都３）第７日 第２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

７１２ ヴァンクリマ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ
ジメント 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ５２６± ０１：５４．０ ２．６�

８１４� イ ン バ ル コ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ５２４ ― 〃 ハナ ５６．８�

１１ マーブルアロー 牡３栗 ５６ 浜中 俊下村 直氏 田所 清広 新ひだか 藤川フアーム ４８０＋ ６１：５４．４２� ８．６�
５８ シ ャ ア 牡３栗 ５６ 秋山真一郎萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４２０－ ４ 〃 クビ ５．０�
４５ マスターソニック 牡３鹿 ５６ 幸 英明�谷岡牧場 梅田 康雄 新冠 中本 隆志 ５０４－ ２１：５４．５クビ ３０．０�
２２ シゲルアサヒダケ 牝３栗 ５４ 池添 謙一森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４８４＋ ４１：５４．６� ４８．５�
４６ � セイウンシグナル 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Ruskerne

Limited ４７６－ ４ 〃 アタマ １４．５	
３３ タガノパルファン 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５１２－１２１：５４．７� ２０．９


７１１ レインボーマジック 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：５４．８� ３．４�
６９ ヤマイチコマンド 牡３黒鹿５６ 佐久間寛志坂本 肇氏 鹿戸 明 宮城 佐々木 隆基 ４５４＋ ２ 〃 ハナ １８６．９�
８１３ セ ト ス テ イ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥難波 経雄氏 清水 出美 日高 新井 昭二 ４３２＋ ２１：５６．０７ ６５．５
６１０ ヒカルマイアイドル 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介高橋 光氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０± ０１：５６．１クビ ２４．５�
３４ ツルマルジェット 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ３０３．４�
５７ メイショウキヨカド 牡３栗 ５６ 田中 克典松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 ５２０－１０１：５９．４大差 ２６２．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，８９６，２００円 複勝： ２６，４３６，３００円 枠連： １５，０４２，７００円

普通馬連： ４１，４１２，１００円 馬単： ３１，５１６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３４１，９００円

３連複： ５８，６４８，４００円 ３連単： ９１，１３６，０００円 計： ２９５，４３０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １，３４０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ３，０６０円

普通馬連 �� ８，４２０円 馬 単 �� １１，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５６０円 �� ３６０円 �� ５，３５０円

３ 連 複 ��� １８，８５０円 ３ 連 単 ��� １０４，１２０円

票 数

単勝票数 計 １３８９６２ 的中 � ４２８７１（１番人気）
複勝票数 計 ２６４３６３ 的中 � ８１９７９（１番人気）� ３３６９（１０番人気）� ２３８３２（４番人気）
枠連票数 計 １５０４２７ 的中 （７－８） ３６３２（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４１４１２１ 的中 �� ３６３１（２３番人気）
馬単票数 計 ３１５１６９ 的中 �� ２１１６（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３４１９ 的中 �� １５５９（２７番人気）�� １３７３９（４番人気）�� ７３４（３８番人気）
３連複票数 計 ５８６４８４ 的中 ��� ２２９７（４７番人気）
３連単票数 計 ９１１３６０ 的中 ��� ６４６（２４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３７．７―５１．３―１：０４．９―１：１７．１―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４F４９．１―３F３６．９
１
３
９，１２，５（８，１４）２（６，７）３，１１，４，１０－１，１３・（９，１）１２（１４，６，１１）（５，８）２，３，１０，４－１３，７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴァンクリマ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．８．１７ 札幌３着

２００６．２．１６生 牡３鹿 母 シアトルデライター 母母 Delighter ５戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔発走状況〕 セトステイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 セトステイ号は，平成２１年５月１７日から平成２１年６月７日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウキヨカド号は，平成２１年６月１６日まで平地競走に出走できない。



１３０７５ ５月１６日 曇 良 （２１京都３）第７日 第３競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１１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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

５５ テンペスタローザ 牡３青鹿５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２２：１６．８ ３．１�

６８ サクラキングオー 牡３栗 ５６ 安藤 勝己�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 ４９０＋ ６２：１６．９� １．９�
６７ メイショウバキラ 牡３青 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４４８＋ ６２：１７．１１� ４０．２�
５６ アグネスセブン 牡３青 ５６ 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ５０２ ―２：１７．４１� ７．６�
３３ シースピアー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４６０＋ ４２：１７．６１� １９．３�
８１２ スズカフレーム 牡３栗 ５６ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７８＋１２ 〃 クビ ２１．４	
８１１ ハートシューター 牡３黒鹿５６ 池添 謙一吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ５２２－ ２２：１７．７クビ １５．０

１１ ファンドリリーダー 牡３鹿 ５６ 幸 英明水戸 富雄氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４５４＋ ６２：１８．１２� ７０．１�
４４ テイエムワカジシ 牡３栗 ５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 長谷川牧場 ５２４－ ４２：１８．３１� １０６．８�
２２ アビアシオン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 片岡牧場 ４３８－ ２２：１８．４� ２７．１
７１０ ターンオーバー 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士深見 敏男氏 田所 清広 浦河 高昭牧場 ４６４－ ４２：１９．６７ ２６８．１�
７９ マイアイシュネル 牡３鹿 ５６ 浜中 俊MYI馬主組合 福永 甲 浦河 オーナー牧場 ４９４－ ４２：１９．９１� １０８．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，７７０，４００円 複勝： ４１，０７４，５００円 枠連： １４，０５０，１００円

普通馬連： ４０，４８６，９００円 馬単： ３９，７０３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５９１，８００円

３連複： ５５，２０２，７００円 ３連単： １１２，５５０，２００円 計： ３３５，４２９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ３８０円 枠 連（５－６） １６０円

普通馬連 �� ２００円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ７９０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� ５，５７０円

票 数

単勝票数 計 １６７７０４ 的中 � ４２８２５（２番人気）
複勝票数 計 ４１０７４５ 的中 � ５９８９５（２番人気）� ２６５７９５（１番人気）� ８４５４（７番人気）
枠連票数 計 １４０５０１ 的中 （５－６） ６６２０７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０４８６９ 的中 �� １５６３１１（１番人気）
馬単票数 計 ３９７０３０ 的中 �� ５５２８１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５９１８ 的中 �� ４４９６６（１番人気）�� ３５５５（１４番人気）�� ４８６７（１０番人気）
３連複票数 計 ５５２０２７ 的中 ��� ２７４１６（６番人気）
３連単票数 計１１２５５０２ 的中 ��� １４９２５（１６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．６―１３．２―１３．５―１４．２―１２．４―１２．３―１１．７―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２３．９―３６．５―４９．７―１：０３．２―１：１７．４―１：２９．８―１：４２．１―１：５３．８―２：０５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

テンペスタローザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Shirley Heights デビュー ２００９．３．１ 阪神１４着

２００６．２．４生 牡３青鹿 母 ロ ゼ カ ラ ー 母母 ロ ー ザ ネ イ ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 マイアイシュネル号は，集合合図時に暴走し，騎手が落馬。騎手および馬体の検査。発走時刻６分遅延。
〔制裁〕 メイショウバキラ号の騎手高橋亮は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１１番・９番への進路影響）



１３０７６ ５月１６日 曇 良 （２１京都３）第７日 第４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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

６１２ ザ バ イ オ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太バイオ� 藤原 英昭 むかわ 上水牧場 ４５２－ ４１：３４．７ ２．７�

４８ メイショウサーバル 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥松本 好�氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３６＋１４１：３４．９１ １２３．１�
２４ ヒカリアライブ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一當山 �則氏 須貝 彦三 日高 中川牧場 ４４８－ ４１：３５．１１� ５．８�
６１１ ズ ン ダ モ チ 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５２６ ―１：３５．３１� ３．１�
２３ リラックススマイル 牝３鹿 ５４ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４２＋ ４１：３５．４クビ ９．３�

１１ カノヤグッドラック 牝３黒鹿５４ 四位 洋文神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４５２－ ６１：３５．５� ４５．０	
５１０ レインボーマリーン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三朽名 誠氏 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ４５６± ０１：３５．７１ ２４．８

７１５ プルマージュ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４５６＋１２１：３６．０２ ３０８．９�
３６ マルブツヴァース 	３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介大澤 毅氏 加用 正 新冠 石郷岡 雅樹 ４５６＋ ８１：３６．２１� １６．３
１２ アドマイヤパンチ 牝３青鹿５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４２８ ― 〃 クビ ２１．９�

（アドマイヤアロマ）

５９ エリモフォーダイヤ 牝３鹿 ５４
５２ △田中 健山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４３４＋ ４１：３６．３クビ １６８．１�

８１８ エスジーセブンティ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４４０＋ ６１：３６．４� １２６．８�
８１７ グリーンストーン 牡３鹿 ５６ 角田 晃一後藤 繁樹氏 飯田 雄三 新冠 ヒカル牧場 ４５０－ ６１：３６．５� ４４．２�
７１３ ロゼットネビュラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲大下 智 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４３２ ― 〃 アタマ ５６．２�
４７ サンマルエミネム 牡３鹿 ５６ 池添 謙一相馬 勇氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７２＋１２１：３６．９２� １１３．２�
３５ 
 コスモシャンガン 牡３黒鹿５４ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 豪 S & J

Leszczewicz ４７０＋ ４１：３７．５３� ７９．５�
８１６ ウィンディアン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文鈴木 康弘氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ４９４＋１０１：３７．９２� １３０．２�
７１４ ド ン グ リ 牡３黒鹿５６ 高田 潤小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田湯牧場 ５１８ ―１：３９．２８ ８４．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，４４１，０００円 複勝： １９，７６８，７００円 枠連： １９，７４５，４００円

普通馬連： ４４，０９７，０００円 馬単： ３５，３５７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８０９，２００円

３連複： ５８，７５６，１００円 ３連単： ９４，２０８，６００円 計： ３０６，１８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ２，４４０円 � １８０円 枠 連（４－６） ３，６４０円

普通馬連 �� ３５，８５０円 馬 単 �� ４５，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，４２０円 �� ３００円 �� ９，５６０円

３ 連 複 ��� ４１，９８０円 ３ 連 単 ��� ２７１，５９０円

票 数

単勝票数 計 １７４４１０ 的中 � ５２７４１（１番人気）
複勝票数 計 １９７６８７ 的中 � ５１４４９（１番人気）� １３３３（１５番人気）� ３０１７８（３番人気）
枠連票数 計 １９７４５４ 的中 （４－６） ４００９（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４４０９７０ 的中 �� ９０８（５５番人気）
馬単票数 計 ３５３５７１ 的中 �� ５７６（７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８０９２ 的中 �� ５０５（５４番人気）�� １６５３１（２番人気）�� ３９１（５９番人気）
３連複票数 計 ５８７５６１ 的中 ��� １０３３（９５番人気）
３連単票数 計 ９４２０８６ 的中 ��� ２５６（５４９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．３―１１．９―１１．９―１１．９―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．５―４６．４―５８．３―１：１０．２―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザ バ イ オ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Glint of Gold デビュー ２００８．１２．２７ 阪神３着

２００６．４．１６生 牡３栗 母 クレアコート 母母 Clare Bridge ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔騎手変更〕 メイショウサーバル号の騎手浜中俊は，検査のため小林徹弥に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドングリ号は，平成２１年６月１６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 ヴァルハラ号
（非抽選馬） ３頭 キクノアキレス号・スプリングカエサル号・メイショウイーガー号



１３０７７ ５月１６日 曇 良 （２１京都３）第７日 第５競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１４ ティアップワイルド 牡３栗 ５６ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５１８－ ２１：２３．３ １．８�

７１３ シーポラリス 牡３栗 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４６０－ ４ 〃 アタマ ４．９�
２３ マルカベンチャー 牡３栗 ５６ 福永 祐一河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：２３．７２� ８．１�
２４ ピュアシルヴァー 牡３芦 ５６ 四位 洋文畑 清介氏 田島 良保 三石 折手牧場 ５００＋１０ 〃 ハナ １０．７�
４７ プライムパレス 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５６０± ０１：２４．２３ １２．２�
１２ チキリムーディー 牝３青鹿５４ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 今 牧場 ４３６＋ ２１：２４．６２� ９１．７�
６１１ タガノバッチグー 牡３鹿 ５６

５４ △田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２± ０１：２４．８１� １４８．０	

１１ ピュアマリーン 牝３栗 ５４ 石橋 守
山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４３０＋ ４１：２５．５４ ３５．９�
８１６ ホクトスワン 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介布施 光章氏 庄野 靖志 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋１４１：２６．０３ ５７．５�
４８ キ ー ヤ マ ト 牡３青 ５６ 渡辺 薫彦北前孔一郎氏 飯田 雄三 新冠 田渕牧場 ４５４＋１０１：２６．１クビ ２７．４
６１２ マーブルデイビー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４７４－ ２１：２６．３１ ２８．１�
３５ メジロブラボー 牝３芦 ５４ 長谷川浩大
メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４５８＋ ２１：２６．４� ７０．４�
３６ テイエムシバスキー 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４６０＋ １１：２６．７２ １３３．５�
８１５ ナムララピス 牝３鹿 ５４ 小牧 太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新冠 つつみ牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ １４１．６�
５１０� プリンセスジュディ 牝３鹿 ５４ 田中 克典山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４１８＋ ２ 〃 アタマ ３５２．８�
５９ グランプリチェリー 牝３鹿 ５４ 角田 晃一北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 ４７０± ０１：２６．９１ ４９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９５１，５００円 複勝： ５４，１７４，７００円 枠連： ２２，２１５，８００円

普通馬連： ４９，５２８，８００円 馬単： ４５，８７３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８１６，５００円

３連複： ６９，０６２，５００円 ３連単： １２２，５０１，７００円 計： ４０２，１２４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（７－７） ２７０円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ３４０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� １，６４０円

票 数

単勝票数 計 １７９５１５ 的中 � ８１５６２（１番人気）
複勝票数 計 ５４１７４７ 的中 � ３７６５１９（１番人気）� ５８９５５（２番人気）� ２１６１８（３番人気）
枠連票数 計 ２２２１５８ 的中 （７－７） ６２６３７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９５２８８ 的中 �� １４３２１３（１番人気）
馬単票数 計 ４５８７３４ 的中 �� ９９１５８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８１６５ 的中 �� ５９２５１（１番人気）�� １２１４０（３番人気）�� ６７０９（５番人気）
３連複票数 計 ６９０６２５ 的中 ��� ６９５３０（１番人気）
３連単票数 計１２２５０１７ 的中 ��� ５５４４５（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．９―１１．９―１１．８―１１．９―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティアップワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１０．１９ 京都５着

２００６．４．２０生 牡３栗 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド ７戦２勝 賞金 １８，１００，０００円
〔騎手変更〕 マーブルデイビー号の騎手浜中俊は，負傷のため佐藤哲三に変更。
〔発走状況〕 ホクトスワン号は，後扉が破損したため外枠から発走。
〔制裁〕 マルカベンチャー号の騎手福永祐一は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 バンドゥロンシャン号・ヒシアカデミー号



１３０７８ ５月１６日 曇 良 （２１京都３）第７日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：２０．６
１：１９．０

良

良

５９ レオウィザード 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�レオ 的場 均 浦河 酒井牧場 ４７０± ０１：２０．７ ２１．９�

３６ テイエムカルメン 牝３鹿 ５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４５６＋ ４１：２０．９１� １１．４�
１１ チャームポット 牝３栗 ５４ 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４４０＋ ２１：２１．０クビ ３．２�
５１０ メイショウバーモス 牡３青鹿５６ 福永 祐一松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ５１０± ０ 〃 クビ ３．４�
３５ ハイフィールド 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４１６＋ ８１：２１．２１� ５５．３�
１２ マイネルレンツ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 川村 禎彦 様似 清水 誠一 ４２２＋ ２１：２１．３� ３４．６�
４８ コパノマユチャン 牝３栗 ５４ 武 幸四郎小林 祥晃氏 作田 誠二 浦河 高岸 順一 ４３０＋１６１：２１．５１ １７．８	
７１３ ユーセイヤマトオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介
アサヒクラブ 岩元 市三 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ５１６＋ ４ 〃 ハナ １３７．７�

４７ エリザベスムーン 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 
社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７４＋ ８１：２１．６� ７．０�
２４ メイショウコウセイ 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４７４－１４１：２１．７� ３５．０
８１５ シンメイゲイルス 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大織田 芳一氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４６４＋ ６１：２１．８� ３２．０�
２３ 	 テスタマッタ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford

Farm ４９０－ ２１：２１．９� ２２．４�
８１６ ウィズインライアン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４３０± ０１：２２．０クビ ４３．６�
６１１ ナショナルヒーロー 牡３鹿 ５６ 角田 晃一青山 洋一氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４３４－ ２１：２２．１� ７．８�
７１４ アスカルディ 牝３鹿 ５４

５２ △田中 健上野 武氏 作田 誠二 新ひだか 片山牧場 ４１４－ ３１：２２．３１� １８１．９�
６１２ カシノヘラクレス 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 清広 日高 島瀬 順一 ４５８－ ６ 〃 アタマ ３００．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６２５，３００円 複勝： ２７，９４１，８００円 枠連： １９，０９９，８００円

普通馬連： ５６，９３３，５００円 馬単： ３７，６０９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３３９，９００円

３連複： ７２，１７１，２００円 ３連単： １１１，７３５，９００円 計： ３６４，４５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１９０円 複 勝 � ４６０円 � ３１０円 � １５０円 枠 連（３－５） １，３４０円

普通馬連 �� ５，７９０円 馬 単 �� １８，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８８０円 �� １，０７０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ６，８９０円 ３ 連 単 ��� ７２，０２０円

票 数

単勝票数 計 １８６２５３ 的中 � ６７１８（７番人気）
複勝票数 計 ２７９４１８ 的中 � １２７００（７番人気）� ２１４５９（５番人気）� ６６２３５（１番人気）
枠連票数 計 １９０９９８ 的中 （３－５） １０５６９（６番人気）
普通馬連票数 計 ５６９３３５ 的中 �� ７２５７（２２番人気）
馬単票数 計 ３７６０９５ 的中 �� １５１２（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３３９９ 的中 �� ２５６４（２３番人気）�� ４６６５（９番人気）�� ８３１６（７番人気）
３連複票数 計 ７２１７１２ 的中 ��� ７７３４（１８番人気）
３連単票数 計１１１７３５９ 的中 ��� １１４５（２０８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．６―１１．６―１１．４―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．８―３４．４―４６．０―５７．４―１：０８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオウィザード �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．６ 中山２着

２００６．４．１９生 牡３鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ ６戦２勝 賞金 １７，３４３，０００円
〔騎手変更〕 シンメイゲイルス号の騎手浜中俊は，負傷のため長谷川浩大に変更。
〔制裁〕 チャームポット号の騎手熊沢重文は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）



１３０７９ ５月１６日 小雨 良 （２１京都３）第７日 第７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）

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

３５ ウインパトリオット 牡４芦 ５７ 福永 祐一�ウイン 坂口 正大 三石 下屋敷牧場 ４８０＋１０１：２４．２ ７．５�

１２ ヒシミッション 牡４芦 ５７ 角田 晃一阿部雅一郎氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ５３８＋３４１：２４．３� ４３．４�
２４ プレストンペスカ 牡４鹿 ５７ 幸 英明ユーモード 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４５６± ０１：２４．５１� ８．３�
８１５ ファイアナカヤマ 牡４青鹿５７ 熊沢 重文�中山牧場 服部 利之 浦河 中山牧場 ５１２＋ ６ 〃 ハナ ３４．０�
７１３ ハードリレー 牡５栗 ５７ 四位 洋文津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４６２－ ２１：２４．９２� ６．１�
６１１ ゴールドチェンジ 牡５芦 ５７ 鮫島 良太スター・ホースメンズクラブ 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：２５．０� １２．０	
５９ レ ジ ア ス 牡４青鹿５７ 佐藤 哲三前田 晋二氏 宮本 博 新冠 平山牧場 ４５８＋ ４ 〃 アタマ ２４．６

８１６ サイキックダイブ 牡５青鹿５７ 安藤 勝己 �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 ４８２＋ ２ 〃 ハナ １．９�
６１２ アグネスシグマ 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５１６－ ２１：２５．４２� ７０．９�
４８ エーティードン 牡４鹿 ５７

５５ △田中 健荒木 徹氏 木原 一良 門別 法理牧場 ４９２＋１０１：２５．６� ６２．９
５１０� ダノンマーチャン 牡４鹿 ５７ 小牧 太�ダノックス 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ６１：２５．９１� ６９．８�
３６ � ドンペトリュス 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥山田 貢一氏 柴田 政見 静内（有）石川牧場 ４７８－１３１：２６．０� ５９．３�
１１ スリーリンクス 牝４黒鹿５５ 岩崎 祐己永井商事� 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４３６－ ８１：２６．５３ ２７４．６�
７１４� リ ョ ウ ガ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大安原 浩司氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５０２－ ９１：２６．６� ２１９．３�
４７ � ウイズインタフネス 牡４鹿 ５７ 黒岩 悠内藤 耕造氏 須貝 彦三 門別 藤本 誠二 ４９２－１０１：２７．２３� １３８．７�
２３ ライフストリーム 牡５栗 ５７ 武 幸四郎�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ５０２＋１４ 〃 ハナ １６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０３０，２００円 複勝： ２７，０８４，８００円 枠連： １８，１０８，３００円

普通馬連： ５９，１４８，３００円 馬単： ４１，４７５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９３０，７００円

３連複： ６９，０４３，６００円 ３連単： １１８，５４１，８００円 計： ３７４，３６２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ３７０円 � １，０８０円 � ２７０円 枠 連（１－３） ９，５９０円

普通馬連 �� １２，４２０円 馬 単 �� ２５，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８３０円 �� １，１００円 �� ２，９３０円

３ 連 複 ��� ３０，４６０円 ３ 連 単 ��� ２０１，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２００３０２ 的中 � ２１３０９（３番人気）
複勝票数 計 ２７０８４８ 的中 � ２００８０（４番人気）� ５７２１（９番人気）� ２９４２６（３番人気）
枠連票数 計 １８１０８３ 的中 （１－３） １３９４（２２番人気）
普通馬連票数 計 ５９１４８３ 的中 �� ３５１６（２９番人気）
馬単票数 計 ４１４７５２ 的中 �� １２０９（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９３０７ 的中 �� １７９９（３０番人気）�� ４８３３（１０番人気）�� １７３２（３２番人気）
３連複票数 計 ６９０４３６ 的中 ��� １６７３（７７番人気）
３連単票数 計１１８５４１８ 的中 ��� ４３５（４５７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．８―１２．３―１２．４―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３４．７―４７．０―５９．４―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインパトリオット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Miswaki デビュー ２００７．１２．２３ 中京４着

２００５．３．１６生 牡４芦 母 マヤノメイビー 母母 エヴァソーライトリー ６戦２勝 賞金 １４，２５０，０００円
〔騎手変更〕 ウインパトリオット号の騎手浜中俊は，負傷のため福永祐一に変更。
※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 アンクルトップ号・ニシオハンセル号・ファイナルパンチ号・メガロスバンダム号



１３０８０ ５月１６日 小雨 良 （２１京都３）第７日 第８競走 ��３，９３０�第１１回京都ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１４時２５分 （ 芝 ）

４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬２�増，J・GⅡ競走１着馬１�増

賞 品
本 賞 ５０，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，５００，０００円 ５，０００，０００円
付 加 賞 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００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
厩務員賞 賞 品 � コースレコード４：２３．２良

３３ テイエムトッパズレ 牡６青鹿６０ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５２＋１０４：２５．９ ６．９�

５８ スズカスペンサー 牡４栗 ５９ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４４－ ８４：２６．０� ９．２�
１１ クールジョイ 牡１１栗 ６０ 金折 知則菱田 健氏 大根田裕之 浦河 久保 時夫 ４９０＋ ８ 〃 ハナ ７１．６�
７１２ ドングラシアス 牡５黒鹿６０ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５１０＋ ４４：２６．１クビ ２０．２�
６９ トーワヒヨシマル 牡４栗 ６０ 小坂 忠士齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４７２± ０４：２６．７３� １０．３�
８１３ バトルブレーヴ 牡７芦 ６０ 菊地 昇吾宮川 秋信氏 本田 優 静内 西村 和夫 ５４８＋１８４：２６．８� ６．６�
４５ � エイシンペキン 牡８鹿 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 坂口 正則 米 Belvedere

Farm, Inc. ４７６＋１０ 〃 クビ １６．１�
６１０ メイショウダンディ 牡６鹿 ６０ 南井 大志松本 好雄氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４４６－ ２４：２７．０１� ５５．３	
８１４ ビコーフェザー �５鹿 ６０ 白浜 雄造
レジェンド 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４３２－ ２４：２７．１� ３４．３�
４６ ショウリュウケン 牡４鹿 ５９ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４６２＋ ６４：２７．４１� ２１．２�
５７ ナイトフライヤー 牡１０鹿 ６０ 高田 潤吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ４９６－ ４４：２７．５� ５１．８
２２ メイショウタロー �１０栗 ６０ 仲田 雅興松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４７８＋ ８４：２７．８１� １３６．０�
３４ 	 ドールリヴィエール 牡５鹿 ６０ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４９０± ０４：２９．４１０ ７．５�
７１１	 イ ン カ ム �７鹿 ６０ 岩崎 祐己山本 慎一氏 田島 良保 えりも えりも農場 ５０２－ ６ （競走中止） ２．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，０７７，３００円 複勝： ２４，７９２，１００円 枠連： ２４，６１８，６００円

普通馬連： ７７，８１７，１００円 馬単： ４７，５６０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１８６，３００円

３連複： １０６，７０１，７００円 ３連単： １６６，７２７，０００円 計： ４９２，４８０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２５０円 � ３１０円 � １，６５０円 枠 連（３－５） １，７８０円

普通馬連 �� ３，１９０円 馬 単 �� ６，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３４０円 �� ４，７４０円 �� ７，５００円

３ 連 複 ��� ８４，９５０円 ３ 連 単 ��� ２９２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２１０７７３ 的中 � ２４２２１（３番人気）
複勝票数 計 ２４７９２１ 的中 � ３０５２８（３番人気）� ２２１５６（６番人気）� ３２６１（１３番人気）
枠連票数 計 ２４６１８６ 的中 （３－５） １０２４８（９番人気）
普通馬連票数 計 ７７８１７１ 的中 �� １８００５（１３番人気）
馬単票数 計 ４７５６０１ 的中 �� ５１４９（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１８６３ 的中 �� ４４０７（１５番人気）�� １１９０（５２番人気）�� ７４８（６８番人気）
３連複票数 計１０６７０１７ 的中 ��� ９２７（１８６番人気）
３連単票数 計１６６７２７０ 的中 ��� ４２１（７４０番人気）

上り １マイル １：４５．２ ４F ５２．５－３F ４０．４
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
・（３，１２）－１３，７（１，５）（８，９）－１４，４，１０－６＝２
３（１２，５）－（７，８）１３，９－１＝１４（６，１０）４，２

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

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６青鹿 母 テイエムシャルマン 母母 ユーワメルド 障害：２０戦３勝 賞金 １４４，０３１，０００円
〔競走中止〕 インカム号は，９号障害〔バンケット〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 スズカスペンサー号の騎手北沢伸也は，３周目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。（１３番への進路

影響）
※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 アウトオブサイト号・アグネスモナク号・ウォータートリトン号・エイシンボストン号



１３０８１ ５月１６日 小雨 良 （２１京都３）第７日 第９競走 ��
��１，４００�

あおい

葵 ス テ ー ク ス
発走１５時００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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

５９ エイシンタイガー 牡３黒鹿５６ 川田 将雅平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４８６＋ ２１：２０．４ ６．１�

１２ レディルージュ 牝３青鹿５４ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４３０＋ ２１：２０．５� ９．０�
７１５ アグネスナチュラル 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ ２４．８�
６１２ ストロングリターン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０２－ ４ 〃 ハナ ２．７�
４７ ル シ ュ ク ル 牝３芦 ５５ 四位 洋文 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０－ ８１：２０．６クビ ２０．３�
４８ セブンサミッツ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦 �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 ５００± ０ 〃 クビ １４．４	
７１３ アルーリングムーン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８＋ ４１：２０．９１� ７．７

３５ マチカネコロモガワ 牡３栗 ５６ 石橋 守細川 益男氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ９９．３�
８１７ バンガロール 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三吉田 和美氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 ４８２＋ ２１：２１．１１	 ７．５�
８１８ アイレンベルク 牝３鹿 ５４ 田村 太雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４２０± ０１：２１．２� ５９．９

７１４ シシャモチャン 牝３栗 ５４ 小林 徹弥大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ ５７．１�
５１０ ショウナンカッサイ 牝３鹿 ５５ 福永 祐一国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４３６－ ２１：２１．３クビ ３５．４�
３６ アウトオブオーダー 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ４ 〃 ハナ ３８．７�
６１１ フキラウソング 牝３栗 ５４ 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：２１．４� １０７．０�
２３ サダムテンジン 牝３栗 ５４ 熊沢 重文大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４５６－ ２１：２１．６１	 １１７．４�
８１６ アドバンスウェイ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４８６－ ２ 〃 ハナ ５３．３�
１１ カツヨトワイニング 牝３鹿 ５５ 小牧 太丹羽 茂文氏 高橋 義博 早来 ノーザンファーム ３９６＋ ４１：２１．８１	 ２３．０�
２４ 
 ワイズドリーム 牝３栗 ５４ 幸 英明吉田 好雄氏 吉田 直弘 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４７６± ０１：２２．７５ １１２．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，０２５，３００円 複勝： ６１，０２３，１００円 枠連： ３７，７８５，３００円

普通馬連： １５２，９９０，９００円 馬単： ８５，８８４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，６７１，４００円

３連複： １７８，０４３，１００円 ３連単： ３１０，２８４，１００円 計： ９０８，７０７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １８０円 � ３３０円 � ７１０円 枠 連（１－５） １，８８０円

普通馬連 �� ２，７１０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １，７３０円 �� ３，８１０円

３ 連 複 ��� １４，５７０円 ３ 連 単 ��� ７４，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３７０２５３ 的中 � ４８２６２（２番人気）
複勝票数 計 ６１０２３１ 的中 � １１２４４９（２番人気）� ４５６５６（５番人気）� １８５６６（８番人気）
枠連票数 計 ３７７８５３ 的中 （１－５） １４８４１（１１番人気）
普通馬連票数 計１５２９９０９ 的中 �� ４１８１４（９番人気）
馬単票数 計 ８５８８４６ 的中 �� １１７８２（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５６７１４ 的中 �� １５５７３（６番人気）�� ６４４３（１７番人気）�� ２８４５（３８番人気）
３連複票数 計１７８０４３１ 的中 ��� ９０２０（４６番人気）
３連単票数 計３１０２８４１ 的中 ��� ３０９４（１９８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．５―１１．３―１１．２―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３４．４―４５．７―５６．９―１：０８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．７
３ １４，１５，１６（５，９）１７（７，８，１１）（３，４）２，１２，１（６，１３）（１０，１８） ４ ・（１４，１５）（５，９，１６）（７，８，１７）（３，１１）４，２－（１，１２）（１０，１３）（６，１８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイシンタイガー �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．１３ 阪神３着

２００６．４．８生 牡３黒鹿 母 タイフウジョオー 母母 ラツキーゲスト １２戦３勝 賞金 ７３，７９５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 セブンサミッツ号の騎手浜中俊は，負傷のため渡辺薫彦に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ハードウォン号・ラブチャーミー号



１３０８２ ５月１６日 小雨 良 （２１京都３）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

ももやま

桃山ステークス
発走１５時３５分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２３ ミダースタッチ 牡４栗 ５７ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５３８± ０１：５１．０ ８．１�

７１４ ケアレスウィスパー 牝５栗 ５５ 金折 知則吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ４１：５１．１� １４．９�
４８ ハードシーキング 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５００－ ２１：５１．２クビ ５１．２�
４７ ボクノタイヨウ 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４９０＋ ４１：５１．３� ４．８�
１１ 	 サンワードラン 牡７鹿 ５７ 熊沢 重文佐藤 幸彦氏 武藤 善則 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５０８＋ ４１：５１．４� １２．６�
７１３ スマートサイクロン 牡６鹿 ５７ 池添 謙一大川 徹氏 高木 登 門別 野島牧場 ５１８＋ ２ 〃 アタマ １０．２�
８１５ ストラディヴァリオ 牡６芦 ５７ 佐藤 哲三	ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ５４４－ ４１：５１．７２ ４３．１

２４ 
 マキバスマイル 牡７黒鹿５７ 渡辺 薫彦鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 勝川牧場 ４９６＋ ２１：５１．９１ ９５．６�
３６ サダムイダテン 牡４栗 ５７ 四位 洋文大西 定氏 中村 均 新冠 斉藤 安行 ４７８± ０１：５２．１１� ６．４�
８１６ グッドフロマージュ 牡６鹿 ５７ 小牧 太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５１８± ０１：５２．２� ３６．５
１２ 
 ゲバルトステイヤー 牡５栗 ５７ 幸 英明畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８２＋ ２１：５２．４１� ３．１�
３５ ピエナポパイ 牡４栗 ５７ 鮫島 良太本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ４９６＋ ６ 〃 クビ ２５．９�
５１０ プログレスエバー 牡６鹿 ５７ 菊地 昇吾橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５８０－ ２１：５２．６１� １３７．８�
６１２
 シルクヒーロー 牡７鹿 ５７ 長谷川浩大有限会社シルク尾関 知人 新冠 ムラカミファーム ５１８＋ ２１：５３．０２� ２３３．８�
５９ モ チ 牡５青鹿５７ 武 幸四郎小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５１２＋ ６１：５３．３２ ２５．８�
６１１ エイシンイダテン 牡６黒鹿５７ 川田 将雅平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４８０＋１８ 〃 アタマ ３１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，８７２，０００円 複勝： ５２，４６８，０００円 枠連： ５２，５３５，２００円

普通馬連： ２００，６０２，２００円 馬単： １１３，５４７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，４１７，３００円

３連複： ２３０，２４０，３００円 ３連単： ４１７，８８８，４００円 計： １，１５０，５７０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ３９０円 � ４６０円 � １，１２０円 枠 連（２－７） ２，２９０円

普通馬連 �� ６，３１０円 馬 単 �� １１，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３６０円 �� ５，１００円 �� ６，０２０円

３ 連 複 ��� ９６，２８０円 ３ 連 単 ��� ４４７，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３３８７２０ 的中 � ３２９６１（４番人気）
複勝票数 計 ５２４６８０ 的中 � ３７７５５（６番人気）� ３０６３９（７番人気）� １１３１９（１３番人気）
枠連票数 計 ５２５３５２ 的中 （２－７） １６９５５（１１番人気）
普通馬連票数 計２００６０２２ 的中 �� ２３４７６（２５番人気）
馬単票数 計１１３５４７２ 的中 �� ７２１０（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９４１７３ 的中 �� ５２２７（２６番人気）�� ２３７６（５８番人気）�� ２００５（６３番人気）
３連複票数 計２３０２４０３ 的中 ��� １７６５（２１８番人気）
３連単票数 計４１７８８８４ 的中 ��� ６８９（１０８１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３７．２―４９．８―１：０２．１―１：１４．０―１：２５．９―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３７．０
１
３
６，１（７，１３）４（１１，１５）１０，１４（３，９）５（８，１６）２，１２・（６，７，１３）１（１１，１５）４（１０，９）１４（３，５）（８，２）１６－１２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミダースタッチ �
�
父 Seeking the Gold �

�
母父 El Prado デビュー ２００７．１２．２２ 阪神３着

２００５．４．９生 牡４栗 母 シャイアーズエンデ 母母 Shared Reflections １８戦４勝 賞金 ６６，０５０，０００円
〔騎手変更〕 ピエナポパイ号の騎手浜中俊は，負傷のため鮫島良太に変更。



１３０８３ ５月１６日 小雨 良 （２１京都３）第７日 第１１競走 ��
��２，０００�

か も が わ

鴨 川 特 別
発走１６時１０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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

８１１ セ ン ノ カ ゼ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三河内 孝夫氏 山内 研二 浦河 川越ファーム ４８２± ０１：５９．８ １６．１�

１１ フサイチオフトラ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅�野 哲氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７８－ ８２：００．３３ ３．２�
２２ マイネトゥインクル 牝４鹿 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム B４３８＋ ８２：００．４� １４．３�
３３ マルタカドリーム 牡７黒鹿５７ 小坂 忠士高橋 義和氏 境 直行 三石 本桐牧場 ４７４－ ８２：００．６１� １７２．０�
６７ タガノファントム 牡５栗 ５７ 小牧 太八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６６＋ ２２：００．７� ２．８�
７９ ナムラフューチャー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４７０－ ６２：００．８	 １９．２�
５５ メイショウグラード 牡４鹿 ５７ 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ ２３．５	
８１０ ポーラーライツ 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介 
サンデーレーシング 池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８２＋ ２２：０１．１１	 ９．２�
７８ タガノプルミエール 牝５栗 ５５ 安藤 勝己八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋２４２：０１．４１	 ５．２�
６６ パッシングマーク 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文 
社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９０－ ２ 〃 クビ ３４．６
４４ チョウカイサンデー 牡６栗 ５７ 角田 晃一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 谷川牧場 ４７４－２０２：０２．０３� ４５．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２９，４１７，５００円 複勝： ３６，３８９，４００円 枠連： ２６，８１１，９００円

普通馬連： １０８，１２６，９００円 馬単： ７５，９９９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１６９，６００円

３連複： １２２，８８５，２００円 ３連単： ３０１，８４８，８００円 計： ７３３，６４８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ３９０円 � １７０円 � ２９０円 枠 連（１－８） ８２０円

普通馬連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ６，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� １，６４０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ６，８２０円 ３ 連 単 ��� ４６，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２９４１７５ 的中 � １４４４８（６番人気）
複勝票数 計 ３６３８９４ 的中 � ２１２９９（６番人気）� ６９４１１（２番人気）� ３１５５３（５番人気）
枠連票数 計 ２６８１１９ 的中 （１－８） ２４３９９（４番人気）
普通馬連票数 計１０８１２６９ 的中 �� ３３６１１（９番人気）
馬単票数 計 ７５９９９１ 的中 �� ９２９６（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１６９６ 的中 �� ９４２７（９番人気）�� ４６５０（１９番人気）�� １２０６５（７番人気）
３連複票数 計１２２８８５２ 的中 ��� １３３１７（２０番人気）
３連単票数 計３０１８４８８ 的中 ��� ４７９３（１３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３６．４―４８．８―１：０１．０―１：１３．２―１：２４．５―１：３５．７―１：４７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３５．３
１
３
１１，９，１－（４，１０）（３，６）－８，５（２，７）
１１＝９（４，１）（１０，６）（５，３）７，２，８

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

勝馬の
紹 介

セ ン ノ カ ゼ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００７．９．２３ 阪神４着

２００５．３．２３生 牡４鹿 母 デントロビウム 母母 メロウマダング ２１戦３勝 賞金 ３５，７６３，０００円
〔騎手変更〕 チョウカイサンデー号の騎手浜中俊は，負傷のため角田晃一に変更。
〔制裁〕 ポーラーライツ号の騎手藤岡佑介は，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１０，０００円。（６番への進路影

響）



１３０８４ ５月１６日 小雨 良 （２１京都３）第７日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時４０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５１０ サンライズラッシュ 牡４栗 ５７ 川田 将雅松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４５６－ ６１：２３．４ ３．４�

３５ シャンパンマリー 牝４鹿 ５５ 福永 祐一吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４６６＋１８ 〃 クビ ２．６�
７１３ リリーハーバー 牡５黒鹿５７ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ４９２－ ６１：２３．７１� ２０．９�
２４ ブラックカシミール 牝４黒鹿５５ 渡辺 薫彦�バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４５２± ０１：２３．８� ４２．２�
４７ インプレッション �７黒鹿５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０＋ ６１：２３．９クビ ３１．８�
３６ テイエムフルパワー 牡５栗 ５７ 四位 洋文竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ６．９�
２３ ニットウサラン 牝６鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介�日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １０．４	
１２ ウグイスジョウ 牝６鹿 ５５ 長谷川浩大加藤 信之氏 田所 秀孝 様似 �村 伸一 ４６６± ０１：２４．０クビ ４７．０

４８ ダイシンサーベル 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介大八木信行氏 松元 茂樹 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２－ ２１：２４．３２ １６．５�
６１２ ハギノプレシャス �７黒鹿５７ 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ４ 〃 ハナ ４３．９�
６１１ ローランバーク 牡５栗 ５７ 安藤 勝己斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４７４－ ４１：２４．４	 ３４．７
８１６
 ホッコーワンマン 牡５栗 ５７ 熊沢 重文矢部 幸一氏 須貝 尚介 門別 浦新牧場 ４８２＋ ２１：２４．７１� ２５．８�
５９ 
 レッドゾーン 牡５栗 ５７ 小林 徹弥村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４８２＋ ４１：２４．９１ ５６．６�
７１４
 ペルネティアナ 牝５栗 ５５ 角田 晃一 �キャロットファーム 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：２５．１１	 １５８．６�
８１５ リマレックス 牝４栗 ５５ 武 幸四郎�ファイブウィン 須貝 尚介 新冠 田渕牧場 ４４６－ ２１：２５．３１� ９８．３�
１１ エンシャントアーツ 牝４栗 ５５ 小牧 太岡田 牧雄氏 飯田 雄三 静内 大典牧場 ４５０－ ６１：２５．５１	 ３５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，９３８，４００円 複勝： ６１，２１９，３００円 枠連： ４９，８５６，７００円

普通馬連： １６９，８９６，５００円 馬単： １１０，９５５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，５８２，１００円

３連複： ２０１，１２４，７００円 ３連単： ４３５，０８４，６００円 計： １，１２６，６５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ３６０円 枠 連（３－５） ３２０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ８６０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 ��� １０，４６０円

票 数

単勝票数 計 ４２９３８４ 的中 � １０１１８１（２番人気）
複勝票数 計 ６１２１９３ 的中 � １３４２３９（２番人気）� １５１５３３（１番人気）� ３００６１（６番人気）
枠連票数 計 ４９８５６７ 的中 （３－５） １１８２８０（１番人気）
普通馬連票数 計１６９８９６５ 的中 �� ３１７７７１（１番人気）
馬単票数 計１１０９５５５ 的中 �� １０４１６２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５５８２１ 的中 �� ８７１７９（１番人気）�� １３８２０（８番人気）�� １４１１１（７番人気）
３連複票数 計２０１１２４７ 的中 ��� ５４０８１（５番人気）
３連単票数 計４３５０８４６ 的中 ��� ３０７２６（１８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．８―１２．０―１２．０―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．３―４７．３―５９．３―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

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４栗 母 ヤングエブロス 母母 メイトウヒカリ １２戦３勝 賞金 ４９，０８０，０００円
〔騎手変更〕 ローランバーク号の騎手浜中俊は，負傷のため安藤勝己に変更。
※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） ３頭 カシノヨウスケ号・ブルーアイガー号・メイショウセンゴク号



（２１京都３）第７日 ５月１６日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

２９２，７５０，０００円
４，２６０，０００円
１９，７３０，０００円
２，３００，０００円
３０，１５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，２５５，０００円
５，９４０，８００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
２８３，６０５，２００円
４７７，０２５，１００円
３１４，８５７，３００円
１，０５１，６３１，４００円
７０６，６０６，４００円
３３７，０９４，６００円
１，２８３，４２１，６００円
２，３８８，６６８，６００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 ６，８４２，９１０，２００円

総入場人員 ２０，９００名 （有料入場人員 １９，５５０名）




