
１２０３７ ５月２日 晴 良 （２２京都３）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１５ ルナドリーム 牝３栗 ５４ 酒井 学畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４７６＋ ８１：１３．３ １４．６�

７１４ シルバーキセキ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 ４６０ ― 〃 クビ ７．３�
４８ テイエムミューズ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 杵臼牧場 ４５４－ ２１：１３．５１� １３．０�
７１３ ケイアイプレジャー 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 新ひだか 松田 三千雄 ４６０± ０１：１３．６� ２．１�

（大井）

２４ キクノアルバ 牝３鹿 ５４ 幸 英明菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４６０＋ ４１：１３．８１� １０．５�
６１１ メイショウテレジア 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三松本 好�氏 吉岡 八郎 日高 日西牧場 ４６６＋ ２１：１３．９� ７３．０	
３５ トップバゴチャン 牝３青鹿 ５４

５２ △松山 弘平
宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 B４７４＋ ４ 〃 ハナ ４２．８�
１１ アビリティック 牝３鹿 ５４ 池添 謙一谷岡 正次氏 鶴留 明雄 新ひだか 谷岡 正次 ４５４＋ ２１：１４．０クビ ４６．４�
５９ メイショウマナ 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４１４＋ ８１：１４．３２ １６２．０
８１６ ノ ボ チ ャ ン 牝３栗 ５４ 内田 博幸�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４２４－ ４１：１４．５１� ２０．２�
２３ ナリタピュアー 牝３芦 ５４ 上野 翔�オースミ 木原 一良 浦河 太陽牧場 ４７０± ０１：１４．６クビ ２４６．１�
１２ ラブシェーマ 牝３栗 ５４ 小牧 太増田 陽一氏 須貝 彦三 むかわ 市川牧場 ４５０＋ ８１：１４．９１� ２９．９�
５１０ シゲルオイチ 牝３栗 ５４

５２ △国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 様似 ホウセイ牧場 ４４６＋ ２ 〃 アタマ ３０７．１�
４７ カノヤピュー 牝３栗 ５４

５１ ▲高倉 稜神田 薫氏 坂口 正則 熊本 本田 土寿 ４２６－ ８１：１５．０� ３１７．６�
６１２ ザッハトルテ 牝３芦 ５４ 浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 日高 森永牧場 ４２４＋ ４ 〃 ハナ ４．３�
３６ グラスフルール 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４７６ ―１：１７．５大差 １９３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６１０，８００円 複勝： ３１，８４７，４００円 枠連： １８，０２４，１００円

普通馬連： ５３，０４７，７００円 馬単： ４１，９３６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２５３，５００円

３連複： ７９，７３２，３００円 ３連単： １２１，９５８，９００円 計： ３８８，４１０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ４７０円 � ３４０円 � ４１０円 枠 連（７－８） ５００円

普通馬連 �� ５，１８０円 馬 単 �� １１，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� ２，４００円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ２４，１００円 ３ 連 単 ��� １４７，０７０円

票 数

単勝票数 計 １７６１０８ 的中 � ９５３０（６番人気）
複勝票数 計 ３１８４７４ 的中 � １７２６４（６番人気）� ２６１１４（４番人気）� ２０４１２（５番人気）
枠連票数 計 １８０２４１ 的中 （７－８） ２７０７０（２番人気）
普通馬連票数 計 ５３０４７７ 的中 �� ７５７０（１９番人気）
馬単票数 計 ４１９３６１ 的中 �� ２７９０（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２５３５ 的中 �� ２８３２（２１番人気）�� ２４７９（２６番人気）�� ３０９７（１９番人気）
３連複票数 計 ７９７３２３ 的中 ��� ２４４２（６３番人気）
３連単票数 計１２１９５８９ 的中 ��� ６１２（３４９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．９―１２．０―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２３．９―３５．８―４７．８―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルナドリーム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１０．１．１１ 京都２着

２００７．４．２４生 牝３栗 母 ルナジェーナ 母母 シュミーダー ６戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔制裁〕 シゲルオイチ号の騎手国分恭介は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラスフルール号は，平成２２年６月２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。



１２０３８ ５月２日 晴 良 （２２京都３）第４日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時５５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

８１３ ドリームセーリング 牡３栗 ５６ 内田 博幸セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４６８± ０１：５５．１ ２．６�

７１０ ジーワンボーイ 牡３鹿 ５６
５４ △国分 恭介芹澤 精一氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ２ 〃 ハナ ２１．２�
６８ � リアライズトロイカ 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ �リアライズ 森 秀行 米 Brushwood

Stable ４９８＋ ６１：５５．３１� ３．０�
（豪）

４５ ステキナシャチョウ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 ４６６ ―１：５５．６１� ２１．３�
５６ カネトシメボン 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰兼松 利男氏 村山 明 新冠 サンローゼン ４７４＋ ８１：５６．１３ ４．７�
１１ ナムラアメイズ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４４４－ ２ 〃 クビ １８３．２�
６９ キョウワシャドー 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三	協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４３０＋ ６１：５６．２クビ １１１．５

４４ メイショウオスパー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 B４６６＋ ６１：５６．５２ ２１０．５�
７１１ ヒルノカディス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜蛭川 正文氏 福島 信晴 新冠 グリー牧場 ４５４－１０１：５６．６クビ １２８．３�
２２ マルタカユビキタス 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平�橋まゆみ氏 山内 研二 新ひだか 池田牧場 ５３６－ ６１：５８．７大差 ３３．２
５７ � ハカタジャンボ 牡３栗 ５４ 戸崎 圭太北側 雅司氏 矢作 芳人 豪

Hamilton Stud（NZ）Ltd, Char-
bar Holdings Pty Ltd, Ophir
Thoroughbreds

４８８ ―１：５８．８クビ ２８．５�
（大井）

８１２ タマモプリンセス 牝３鹿 ５４ 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 野坂牧場 ４８２ ―１：５９．０１� １５．８�
３３ ロンシャンホープ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介山本 次郎氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４９０± ０２：００．０６ １２．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，０８０，１００円 複勝： ２５，５４９，６００円 枠連： １２，９４３，９００円

普通馬連： ５０，２５５，３００円 馬単： ３７，９２８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７７１，０００円

３連複： ６９，５８８，１００円 ３連単： １０５，３９８，０００円 計： ３４０，５１４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ２９０円 � １４０円 枠 連（７－８） １，４５０円

普通馬連 �� ２，４１０円 馬 単 �� ３，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ２９０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，８１０円 ３ 連 単 ��� １４，８４０円

票 数

単勝票数 計 １８０８０１ 的中 � ５５３０４（１番人気）
複勝票数 計 ２５５４９６ 的中 � ６４６７８（１番人気）� １６２０９（５番人気）� ５４５６５（２番人気）
枠連票数 計 １２９４３９ 的中 （７－８） ６６０７（５番人気）
普通馬連票数 計 ５０２５５３ 的中 �� １５４０５（７番人気）
馬単票数 計 ３７９２８６ 的中 �� ８６５３（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７７１０ 的中 �� ５６９４（８番人気）�� ２０８２１（３番人気）�� ５１６８（１２番人気）
３連複票数 計 ６９５８８１ 的中 ��� １８２９４（７番人気）
３連単票数 計１０５３９８０ 的中 ��� ５２４２（３８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．５―１４．１―１３．０―１３．３―１３．１―１２．９―１２．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．６―３７．７―５０．７―１：０４．０―１：１７．１―１：３０．０―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．０
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームセーリング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．１１ 阪神１４着

２００７．２．１４生 牡３栗 母 グローバルピース 母母 エミネントガール １１戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１２０３９ ５月２日 晴 良 （２２京都３）第４日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時２５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

３３ サンライズトリプル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８－１２２：０２．５ １．５�

８９ ブレトワルダ 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５４２＋１２２：０２．７１� ３．３�
（豪）

５５ エイシンラッシャー 牡３鹿 ５６ 幸 英明平井 豊光氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６０＋ ４２：０２．８� ８．１�
７７ モジュレーター 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太谷 研司氏 鮫島 一歩 青森 明成牧場 ４６６－ ６２：０２．９� ５３．２�

（大井）

６６ テンシノオリジナル 牡３鹿 ５６
５３ ▲高倉 稜杉谷 桝夫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４６０± ０２：０３．０� ４７．６�

４４ ニ チ リ ン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 ４７２＋ ４２：０３．２１	 ２５．７�
１１ タイセイバリトン 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 秋場牧場 ４４４－ ２２：０３．６２� ６６．６	
８８ バンダムローレル 牝３鹿 ５４

５２ △国分 恭介山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４３０－ ２ 〃 アタマ ７４．７

２２ テイエムエルドラゴ 牡３黒鹿 ５６

５４ △松山 弘平竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 鎌田 正嗣 ４６４－ ４２：０３．８１	 ５６．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： １９，１８５，７００円 複勝： ４４，５２２，０００円 枠連： ９，８５６，４００円

普通馬連： ４０，９５５，５００円 馬単： ４９，１６１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１２５，９００円

３連複： ５３，９１１，９００円 ３連単： １６０，３１２，０００円 計： ３９６，０３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（３－８） １８０円

普通馬連 �� １８０円 馬 単 �� ２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� １７０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ２６０円 ３ 連 単 ��� ５００円

票 数

単勝票数 計 １９１８５７ 的中 � １０７９８１（１番人気）
複勝票数 計 ４４５２２０ 的中 � ３０６１９２（１番人気）� ５８５３２（２番人気）� ３１２４５（３番人気）
枠連票数 計 ９８５６４ 的中 （３－８） ４１５９０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０９５５５ 的中 �� １７２８６１（１番人気）
馬単票数 計 ４９１６１９ 的中 �� １５７９３３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１２５９ 的中 �� ４８９４８（１番人気）�� ２５３５４（２番人気）�� １４４７０（３番人気）
３連複票数 計 ５３９１１９ 的中 ��� １５８４５５（１番人気）
３連単票数 計１６０３１２０ 的中 ��� ２３９９８０（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３６．５―４９．７―１：０２．７―１：１５．６―１：２７．６―１：３９．５―１：５０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズトリプル �

父 ダンスインザダーク �


母父 Gone West デビュー ２００９．１１．２８ 京都９着

２００７．２．７生 牡３鹿 母 シ ト ロ ー ネ 母母 レモンスフレⅡ ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１２０４０ ５月２日 晴 良 （２２京都３）第４日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時１５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

７１５� ジャカランダテラス 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二吉田 千津氏 笹田 和秀 豪
Fairway Thorough-
breds, Mr Deborah
Camilleri

４３８＋ ８１：３４．８ １８．６�

３５ ヒ ー ロ ー 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５３０± ０１：３５．０１� １．５�
７１４ デンコウセッカチ 牝３栗 ５４ 小牧 太田中 康弘氏 荒川 義之 新ひだか 下屋敷牧場 ４２６± ０１：３５．１� ４６．０�
６１１ ベ リ ー フ 牝３栗 ５４ 松岡 正海岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４４８＋ ８１：３５．２クビ ２１．８�
８１６ アルアラビアン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４６４＋ ６ 〃 アタマ １２．７�
６１２ ユメノカケハシ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介諸江 幸祐氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３４－ ４１：３５．３� １４．８�
３６ マックスドリーム 牡３青鹿５６ 和田 竜二山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ５２８＋１０ 〃 ハナ ４．７	
４８ サーベルダンス 牡３栗 ５６ 浜中 俊吉田 照哉氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４３４＋ ４１：３５．６２ １６．９

７１３ ナムラオスカル 牝３栗 ５４ 安藤 光彰奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４１０± ０ 〃 クビ ６８．７�
８１８ ゲットアヘッド 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４６４－ ２１：３５．８１ ２５４．４�
５１０� ド ニ ュ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三ノースヒルズ 中竹 和也 米 North Hills

Management ４８８＋ ２１：３６．３３ １３６．６�
２３ コバルトインスカイ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４４２± ０１：３６．４� ２９９．２�
１１ トップヴィーナス 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦�宮内牧場 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４４８＋ ４１：３７．０３� ３３８．６�
５９ ジョウショービジン 牝３栗 ５４ 幸 英明熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 ４２２± ０ 〃 クビ ３１２．０�
４７ ミヤジアンジェラ 牝３鹿 ５４

５２ △国分 恭介曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４１０＋ ４１：３７．１クビ ３９０．０�
１２ ド ナ カ レ ラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４０６± ０１：３７．４２ ３０４．７�
８１７ グランアルブル 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ５１０ ―１：３８．０３� ２１５．５�

２４ フミノアカツキ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎谷 二氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 ４５６－ ４１：３８．３１� １９６．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，６９１，５００円 複勝： ５２，６７６，４００円 枠連： ２０，９３２，５００円

普通馬連： ５９，９０１，５００円 馬単： ６２，９４２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７０８，７００円

３連複： ８７，００９，４００円 ３連単： １８１，０７８，３００円 計： ５２０，９４０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８６０円 複 勝 � ３４０円 � １１０円 � ７８０円 枠 連（３－７） ５８０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ４，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ５，９３０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� １４，３４０円 ３ 連 単 ��� ９１，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２９６９１５ 的中 � １２６０８（６番人気）
複勝票数 計 ５２６７６４ 的中 � ２０６１８（６番人気）� ３１８６６６（１番人気）� ７５７１（８番人気）
枠連票数 計 ２０９３２５ 的中 （３－７） ２６７２７（３番人気）
普通馬連票数 計 ５９９０１５ 的中 �� ４２９１８（４番人気）
馬単票数 計 ６２９４２５ 的中 �� １１２０７（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７０８７ 的中 �� １３３８４（５番人気）�� １０４４（３９番人気）�� ４４３０（１５番人気）
３連複票数 計 ８７００９４ 的中 ��� ４４７８（３７番人気）
３連単票数 計１８１０７８３ 的中 ��� １４６１（１９８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．４―３５．４―４７．８―１：００．３―１：１２．２―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．５
３ １５，５（７，１２）（２，６）（１１，１６）（８，１３）３，１，１４，１０（９，４）１８，１７ ４ １５（５，１２）７（２，６，１６）１１（８，１３）３，１４，１，１０（９，１８）４，１７

勝馬の
紹 介

�ジャカランダテラス �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Zabeel デビュー ２０１０．１．１０ 京都６着

２００７．８．４生 牝３鹿 母 Unearthly 母母 Snippets’ Crown ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※ナムラオスカル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０４１ ５月２日 晴 良 （２２京都３）第４日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時４５分 （ダート・右）

牝，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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２４ トーホウプリンセス 牝３栗 ５４ 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４８４＋１４１：１２．０ ３．９�

１２ ミニーバローズ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４５０＋ ２１：１２．５３ １４．５�
３６ ベ ネ ラ 牝３栗 ５４ 内田 博幸星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４５６－ ６１：１２．７１� １８．５�
５１０ イサミダンス 牝３芦 ５４ 和田 竜二前田 哲郎氏 領家 政蔵 浦河 絵笛牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ １３．８�
４８ マストバイアイテム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４５０＋ ４１：１２．８クビ ２１．１�
８１５ ラガーリンリン 牝３芦 ５４

５２ △松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４６８－ ２１：１２．９� ９．６	
３５ サマーソング 牝３鹿 ５４ 福永 祐一セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－ ２ 〃 ハナ ６．３

５９ ヤマニンフリアンド 牝３青鹿５４ 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５４± ０１：１３．６４ ７４．２�
６１２ ダイヤモンドイエロ 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太遠藤 喜松氏 尾関 知人 むかわ 真壁 信一 ４７２－ ２ 〃 ハナ １２９．０�

（大井）

６１１ タマモワルツ 牝３鹿 ５４ 幸 英明タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４８４＋ ４１：１３．７� ８１．６
７１３ トウカイレジーナ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４４２± ０１：１３．９１� ３．１�
７１４ ノ ア ラ イ ン 牝３栗 ５４

５２ △国分 恭介杉元 四男氏 福島 信晴 伊達 宮井 孝典 ４８２－ ２ 〃 クビ ９７．１�
１１ エーシンスポール 牝３黒鹿５４ 四位 洋文�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４７０＋１０１：１４．２２ １０．２�
２３ カネトシマイコサン 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 ４１６± ０１：１４．３クビ ６７．９�
８１６� オールエモーション 牝３鹿 ５４ 上野 翔栗本 守氏 田所 秀孝 日高 日高大洋牧場 ４１８± ０ 〃 クビ ３４５．５�
４７ エーシンクロアゲハ 牝３黒鹿５４ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ５０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３２４，７００円 複勝： ３２，５５４，１００円 枠連： ２０，３４９，６００円

普通馬連： ６１，９５７，４００円 馬単： ４２，３２１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２０８，８００円

３連複： ８４，４４７，９００円 ３連単： １２２，５５８，６００円 計： ４１２，７２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � ２４０円 � ２８０円 � ４９０円 枠 連（１－２） １，１３０円

普通馬連 �� ２，６１０円 馬 単 �� ４，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ２，１１０円 �� ２，８３０円

３ 連 複 ��� １３，０４０円 ３ 連 単 ��� ５７，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２３３２４７ 的中 � ４７１５３（２番人気）
複勝票数 計 ３２５５４１ 的中 � ３９０８４（３番人気）� ３２０３７（５番人気）� １５５２８（８番人気）
枠連票数 計 ２０３４９６ 的中 （１－２） １３３１９（６番人気）
普通馬連票数 計 ６１９５７４ 的中 �� １７５２９（１０番人気）
馬単票数 計 ４２３２１２ 的中 �� ６４６１（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２０８８ 的中 �� ７０７９（１０番人気）�� ２９１１（２４番人気）�� ２１４８（３２番人気）
３連複票数 計 ８４４４７９ 的中 ��� ４７８０（４１番人気）
３連単票数 計１２２５５８６ 的中 ��� １５６６（１６６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．７―１２．４―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．１―４７．５―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウプリンセス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 チーフベアハート デビュー ２００９．１２．５ 阪神４着

２００７．４．１９生 牝３栗 母 トーホウアスカ 母母 カガミアスカ ３戦２勝 賞金 １３，１００，０００円
〔その他〕 エーシンスポール号は，３コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 ヴェリタスローズ号・キョウエイカルラ号
※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。



１２０４２ ５月２日 晴 良 （２２京都３）第４日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時１５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

２２ ブラックイレブン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４２８－ ４１：２４．８ １７．３�

１１ シゲルケンシン 牡３鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４６８± ０１：２４．９� ２４．６�
３５ エターナルロブロイ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９２＋ ２１：２５．２２ ７．８�
８１４ ペガサスヒーロー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ６１：２５．３クビ ２．１�
４７ エリモエポナ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９４＋１４１：２５．４� ４．７�
５８ ダンツブラボー 牡３栗 ５６

５４ △松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 野表 俊一 ４８２＋ ４１：２５．５クビ １１．６�
２３ キ サ キ タ 牡３芦 ５６ 松岡 正海加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新ひだか 水丸牧場 ５４８＋ ４１：２５．６� ３１．８�
６１０ スコッツブラフ 牡３芦 ５６ 池添 謙一 	キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：２５．８１� ３０．１

４６ スナークサリー 牝３青 ５４

５１ ▲高倉 稜杉本仙次郎氏 須貝 尚介 日高 永村 侑 ４２４－ ８１：２５．９� ７９．５�
６１１ クレムリンシチー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ４９８＋ ２１：２６．２１� １８９．７
３４ キョウエイカルラ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４５６－ ４１：２６．６２� ２２．８�
７１２ デンコウラッキー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５８＋１０１：２６．８１� ９９．５�
７１３ ヴェリタスローズ 牝３青 ５４ 太宰 啓介松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４４＋ ２１：２６．９� １７．９�
５９ 	 アットエニタイム 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太備前島敏子氏 松浦 備 安平 ノーザンファーム ４０８－１１１：２７．０クビ ２８８．９�

（大井） （大井）

８１５ ムーンテンダー 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 岩� 僖澄氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 ４８６＋１０１：３０．７大差 １８．４�
（豪）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，２２９，１００円 複勝： ４３，２４７，７００円 枠連： ２１，２５３，８００円

普通馬連： ７６，５５０，９００円 馬単： ５１，２７２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，６３８，５００円

３連複： １０１，２１２，７００円 ３連単： １４９，９２３，７００円 計： ５０２，３２８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７３０円 複 勝 � ４２０円 � ６１０円 � ２６０円 枠 連（１－２） ５，３７０円

普通馬連 �� １０，０３０円 馬 単 �� ２０，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７４０円 �� １，３９０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� ２０，４６０円 ３ 連 単 ��� １５６，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２８２２９１ 的中 � １２９０９（５番人気）
複勝票数 計 ４３２４７７ 的中 � ２６９０４（６番人気）� １７０２０（７番人気）� ４９９８７（３番人気）
枠連票数 計 ２１２５３８ 的中 （１－２） ２９２２（２０番人気）
普通馬連票数 計 ７６５５０９ 的中 �� ５６３５（３５番人気）
馬単票数 計 ５１２７２３ 的中 �� １８８２（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０６３８５ 的中 �� ２７２２（３３番人気）�� ５５１８（１５番人気）�� ３３９６（２５番人気）
３連複票数 計１０１２１２７ 的中 ��� ３６５１（６７番人気）
３連単票数 計１４９９２３７ 的中 ��� ７０９（４６５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１２．１―１２．３―１２．３―１２．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３５．１―４７．４―５９．７―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックイレブン �
�
父 アルカセット �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００９．８．２３ 小倉９着

２００７．３．２７生 牡３黒鹿 母 ドリームシフト 母母 オールアバウトスタイル １０戦２勝 賞金 １８，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンテンダー号は，平成２２年６月２日まで平地競走に出走できない。
※ヴェリタスローズ号・キョウエイカルラ号は，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，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１２０４３ ５月２日 晴 良 （２２京都３）第４日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

５９ サワノパンサー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５４２＋１０１：２１．５ ６．７�

１２ テ キ ー ラ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７４＋ ８１：２１．７１� ３．８�

８１６ カイシュウボナンザ 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ ５．５�

８１８ ドリームクラフト 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５２± ０ 〃 ハナ ７．９�
７１４ タニノネグローニ 牡４黒鹿５７ 四位 洋文谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 B４９０＋ ６１：２１．８� ６．１�
１１ ナリタスレンダー 	５鹿 ５７ 幸 英明�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４９０± ０ 〃 クビ １５．１	
２３ ランスロットル 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二�アカデミー 南井 克巳 新冠 清水 克則 B５５２－１４ 〃 アタマ ８．６

６１１ シルクナデシコ 牝４栗 ５５ 秋山真一郎有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４１６＋ ６１：２１．９クビ ９１．４�
３５ ファミリズム 牝４青鹿５５ 川田 将雅國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム B５０６＋１４ 〃 クビ ２３．４�
７１３ レオブルース 牡５鹿 ５７ 江田 照男�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４９４－ ６１：２２．２１� １７３．８
７１５
 ラガーキセキ 牝４青鹿 ５５

５３ △国分 恭介奥村 啓二氏 柴田 政見 静内 今 牧場 ４２２－ ８１：２２．４１ ３１３．０�
６１２ プロスアンドコンズ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６８－ ８１：２２．５� １１．１�

３６ 
 レナプリンセス 牝４鹿 ５５ 酒井 学�イクタ 田所 秀孝 池田 高橋 正三 ４９２－ ３ 〃 クビ ２０５．５�
４７ ナムラアーガス 牡４黒鹿５７ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７８－ ４ 〃 ハナ １２１．７�
２４ 
 ベッロカリーノ 牝４黒鹿 ５５

５３ △松山 弘平 �キャロットファーム 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４５６－ ６１：２２．６� ６８．４�
４８ マルタカボーイス 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太�橋まゆみ氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４６８＋１１１：２３．４５ ２４４．５�

（大井）

５１０
 フェリスクイーン 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ５２４－２１１：２３．５� １７５．６�

８１７
 ジャズトレイン 牝５栗 ５５ 大下 智�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４３４－ ９１：２４．０３ ５４１．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，２１７，８００円 複勝： ４３，６９５，５００円 枠連： ２７，３２９，３００円

普通馬連： ８９，４６２，３００円 馬単： ５２，５６３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７０２，１００円

３連複： １２０，４５１，０００円 ３連単： １６８，８５４，４００円 計： ５５７，２７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２１０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（１－５） １，１８０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ８５０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，７８０円 ３ 連 単 ��� １８，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２５２１７８ 的中 � ２９７２６（４番人気）
複勝票数 計 ４３６９５５ 的中 � ４７１２７（５番人気）� ９９６７５（１番人気）� ６４６７７（２番人気）
枠連票数 計 ２７３２９３ 的中 （１－５） １７１５６（４番人気）
普通馬連票数 計 ８９４６２３ 的中 �� ４５４８８（４番人気）
馬単票数 計 ５２５６３２ 的中 �� １１５３８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７０２１ 的中 �� １４００６（４番人気）�� ８１３３（１０番人気）�� １８４６５（１番人気）
３連複票数 計１２０４５１０ 的中 ��� ３２０６４（４番人気）
３連単票数 計１６８８５４４ 的中 ��� ６６９９（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３５．５―４７．７―５８．９―１：０９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３３．８
３ ３，１５（１，９）（１４，１６）（２，８）（１１，１８，１３）（６，１２）４，５，１７，７，１０ ４ ・（３，９，１６）－（１，１５，８，１４，１３）（２，１８）（１１，１２）６（４，５）－（７，１７）－１０

勝馬の
紹 介

サワノパンサー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．２．８ 京都２着

２００６．４．１８生 牡４鹿 母 サワノビンティ 母母 ダッシングママ ７戦２勝 賞金 ２０，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マヤノアンズ号
※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。



１２０４４ ５月２日 晴 良 （２２京都３）第４日 第８競走 ��
��１，８００�

ま い づ る

舞 鶴 特 別
発走１４時２５分 （ダート・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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４５ シルクダイナスティ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４６０－ ２１：５０．５ ４．９�

８１２� プラチナメーン 牡５栗 ５７ C．ウィリアムズ 広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &
Delia McGehee ４９６＋ ４１：５０．７１� ３．７�

（豪）

１１ アグネスラナップ 牡５青 ５７ 池添 謙一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B５００± ０１：５１．１２	 ３２．４�
６９ 
 ナムラビスマルク 牡６栗 ５７ 福永 祐一ディアレスト 高橋 裕 門別 いとう牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ ４０．７�
４４ ピースエンブレム 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ４１：５１．８４ ３．９	
３３ 
 マイネルリズム 牡４鹿 ５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 三石 山際セントラ
ルスタッド ４８４－ ３１：５１．９クビ ６９．７


２２ キャトルキャール 牝５栗 ５５ 小牧 太吉田 修氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４４４－１０ 〃 アタマ １０９．５�
５７ コートユーフォリア 牡６栗 ５７ 酒井 学前田 幸治氏 岡田 稲男 浦河 昭和牧場 ４９６＋ ２１：５２．０クビ ２９．９�
７１１ オーゴンシャトル 牡４栗 ５７ 国分 恭介永田 清男氏 河内 洋 浦河 酒井牧場 B５０４＋ ２１：５２．５３ ４．０
７１０
 キャプテンルビー 牡５芦 ５７ 戸崎 圭太�ターフ・スポート伊藤 大士 三石 ダイイチ牧場 B４６８－ ６１：５３．１３	 １７．９�

（大井）

６８ マイネルハヤト 牡６青鹿５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 静内 上野 正恵 B５０４－ ４１：５３．４１� １０７．０�

８１３
 セイカジーベック 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介久米 大氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８４－ ４１：５４．２５ １７１．１�
５６ ラヴィンライフ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４＋２０１：５４．５１� １０．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，５３４，２００円 複勝： ３８，７５２，１００円 枠連： ２５，９２１，０００円

普通馬連： ９１，５４８，０００円 馬単： ５７，８２７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５２２，０００円

３連複： １１３，０６２，２００円 ３連単： １９４，０７３，２００円 計： ５７５，２３９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ６００円 枠 連（４－８） ４４０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １，６２０円 �� ２，２６０円

３ 連 複 ��� ９，５２０円 ３ 連 単 ��� ３９，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２４５３４２ 的中 � ４０１２８（４番人気）
複勝票数 計 ３８７５２１ 的中 � ７５０２０（１番人気）� ７４６２７（２番人気）� １１８０３（９番人気）
枠連票数 計 ２５９２１０ 的中 （４－８） ４４２６２（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１５４８０ 的中 �� ６８３７２（６番人気）
馬単票数 計 ５７８２７０ 的中 �� ２０８５５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５２２０ 的中 �� １８８９２（６番人気）�� ４２９３（２０番人気）�� ３０２７（２５番人気）
３連複票数 計１１３０６２２ 的中 ��� ８７７１（３１番人気）
３連単票数 計１９４０７３２ 的中 ��� ３６１５（１１９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１２．１―１２．０―１２．４―１２．５―１２．８―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２２．９―３５．０―４７．０―５９．４―１：１１．９―１：２４．７―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクダイナスティ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．３．２３ 阪神８着

２００５．３．２２生 牡５栗 母 クイーンオブタイム 母母 ロイヤルシルキー ２６戦４勝 賞金 ６８，５９１，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１２０４５ ５月２日 晴 良 （２２京都３）第４日 第９競走 ��
��１，２００�

た か が み ね

鷹 ケ 峰 特 別
発走１５時００分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２１．５．２以降２２．４．２５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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

７１２ スカイノダン 牝４黒鹿５４ 川田 将雅江 賦晨氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０－ ４１：０７．８ ３．６�

１１ ブルーミンバー 牝５鹿 ５４ 藤田 伸二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：０７．９� ３．５�
４６ ビーチアイドル 牝５鹿 ５５ 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：０８．０� ９．５�
６１０ メイショウローラン 牡５鹿 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４６４－ ４１：０８．２１ １３．５�
５７ ザ ザ 牝５鹿 ５２ 池添 謙一谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４６８－１０ 〃 アタマ ２４．２�
３４ カレンナサクラ 牝６栗 ５３ 江田 照男北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６４－ ８１：０８．３� １３．３�
３３ � シ テ ィ ボ ス 牡７鹿 ５４ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４７４＋ ６１：０８．５１ １２６．５	
７１１ シャトルタテヤマ 牝６鹿 ５２ 安藤 光彰辻 幸雄氏 武田 博 静内 藤沢牧場 B４５２－ ２ 〃 クビ ３０．７

５８ ニホンピロシェリー 牝６鹿 ５３ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４６６－ ４１：０８．８２ １０．３�
８１４ エーシンビーエル 牡６鹿 ５４ 幸 英明�栄進堂 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５３４－ ２１：０９．０１� ３１．３
８１３ レッドハイヒール 牝４鹿 ５３ 戸崎 圭太村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット ４８２＋ ４１：０９．２１ ５．３�

（大井）

２２ 	 ラピッドガール 牝５鹿 ５０ 国分 恭介柳井 正氏 小崎 憲 米 River
Bend Farm ４７２＋ ４１：０９．３� １６７．１�

６９ クレバージェフリー 牡７鹿 ５３ 高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６４＋ ２１：０９．７２� ８０．１�
４５ � テ レ パ シ ー 牝５鹿 ５０ 松山 弘平栗嶋 豊明氏 境 直行 門別 道見牧場 ４５０－１０１：１０．５５ ６０．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，７８７，２００円 複勝： ３９，９８２，５００円 枠連： ２７，３３７，６００円

普通馬連： １２０，３２６，９００円 馬単： ７２，６０６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，０４７，１００円

３連複： １３９，７４０，５００円 ３連単： ２５２，７５５，０００円 計： ７１６，５８３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（１－７） ４６０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ６３０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� ５，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２７７８７２ 的中 � ６２２８７（２番人気）
複勝票数 計 ３９９８２５ 的中 � ７６５０４（２番人気）� ８６１０３（１番人気）� ３４５５０（４番人気）
枠連票数 計 ２７３３７６ 的中 （１－７） ４４３８９（１番人気）
普通馬連票数 計１２０３２６９ 的中 �� １５６８８７（１番人気）
馬単票数 計 ７２６０６７ 的中 �� ４５０１８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６０４７１ 的中 �� ３６０４８（１番人気）�� １３３２０（５番人気）�� １５２８１（４番人気）
３連複票数 計１３９７４０５ 的中 ��� ６８８０２（２番人気）
３連単票数 計２５２７５５０ 的中 ��� ３２５２９（８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．０―１１．３―１１．１―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３３．９―４５．２―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．９―３F３３．９
３ １１，１３－（２，５）１２（１，６）１４，７，１０（３，８，９）４ ４ １１，１３，１２（２，５）（１，６）（４，７，１４）１０（３，９）８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スカイノダン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Wild Again デビュー ２００９．６．６ 中京２着

２００６．２．１７生 牝４黒鹿 母 シ ビ ル 母母 シ ャ ロ ン １１戦３勝 賞金 ４２，５５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



１２０４６ ５月２日 晴 良 （２２京都３）第４日 第１０競走 ��
��３，２００�第１４１回天 皇 賞 （ 春 ）（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

４歳以上；負担重量は，５８�，牝馬２�減
天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １３２，０００，０００円 ５３，０００，０００円 ３３，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，２００，０００円
付 加 賞 ３，９４８，０００円 １，１２８，０００円 ５６４，０００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

中央レコード

レースレコード

３：１３．４
３：１３．４
３：１３．４

良

良

良

６１２ ジャガーメイル 牡６鹿 ５８ C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B４７２－ ８３：１５．７ ５．９�
（豪）

８１６ マイネルキッツ 牡７栗 ５８ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B５０６－ ４３：１５．８� ８．５�

２４ メイショウドンタク 牡４黒鹿５８ 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 B４８８－ ６３：１６．６５ １１３．８�
４７ ナムラクレセント 牡５鹿 ５８ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４９６＋１０３：１６．８１� １４．０�
１２ エアジパング 	７鹿 ５８ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４４０－ ２３：１７．２２� ６８．７�
２３ フォゲッタブル 牡４黒鹿５８ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８４± ０３：１７．３� ２．６�
７１３ ジ ャ ミ ー ル 牡４鹿 ５８ 安藤 勝己吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４５２± ０３：１７．４� ６．９	
３５ フィールドベアー 牡７鹿 ５８ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ４３：１７．５� １７０．９

３６ トウカイトリック 牡８鹿 ５８ 藤田 伸二内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５０－ ２３：１７．６� １３．８�
７１４ メイショウベルーガ 牝５芦 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９８＋ ２３：１７．７� １３．３�
５１０ テイエムアンコール 牡６芦 ５８ 浜中 俊竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４５８－ ４３：１８．１クビ＋１� １８．３
５９ メインストリーム 牡５鹿 ５８ 川田 将雅臼田 浩義氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ４３：１８．５２� ７６．８�
８１７ ゴールデンメイン 	１０栗 ５８ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４７６＋ ８３：１８．６� １７７．４�
６１１ ミッキーペトラ 牡４鹿 ５８ 池添 謙一野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ４９８± ０３：１８．８１
 ６１．５�
８１８ ベルウッドローツェ 牡４栗 ５８ 的場 勇人加藤 貴子氏 小島 茂之 浦河 浦河土肥牧場 B４７６－ ２３：１９．１２ １００．８�
１１ �� カネトシソレイユ 牡６鹿 ５８ 幸 英明兼松 利男氏 大橋 勇樹 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

５０６＋ ６３：２０．０５ １１３．８�
７１５ エアシェイディ 牡９栗 ５８ 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８２－１４３：２０．３２ ２０．６�

（大井）

４８ トーセンクラウン 牡６鹿 ５８ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４６６－ ６ （降着） ２４．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５０８，７２４，４００円 複勝： ５３５，１０１，８００円 枠連： ７７４，７４２，６００円

普通馬連： ３，０８７，０２７，９００円 馬単： １，６１６，４０８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６７６，６７５，０００円

３連複： ３，７２７，３２２，０００円 ３連単： ７，８１５，７５０，２００円 計： １８，７４１，７５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２３０円 � ３００円 � ２，８６０円 枠 連（６－８） ２，１７０円

普通馬連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ４，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� １８，２８０円 �� １９，８８０円

３ 連 複 ��� ２０８，８９０円 ３ 連 単 ��� ９１１，６６０円

票 数

単勝票数 計５０８７２４４ 的中 � ６８０１６９（２番人気）
複勝票数 計５３５１０１８ 的中 � ７４６５６９（３番人気）� ４８８３２６（４番人気）� ３９３００（１６番人気）
枠連票数 計７７４７４２６ 的中 （６－８） ２６４４５８（１２番人気）
普通馬連票数 計３０８７０２７９ 的中 �� ９８３４５１（７番人気）
馬単票数 計１６１６４０８５ 的中 �� ２８４９９７（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６７６６７５０ 的中 �� １８４０４４（７番人気）�� ８８７２（９８番人気）�� ８１５５（１０３番人気）
３連複票数 計３７２７３２２０ 的中 ��� １３１６９（３０１番人気）
３連単票数 計７８１５７５０２ 的中 ��� ６３２７（１２９０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．３―２５．２―３７．２―４８．７―１：００．７―１：１２．３―１：２４．５―１：３８．３―１：５１．８―２：０４．６―２：１７．２―２：２９．７

２，６００� ２，８００� ３，０００�
―２：４１．５―２：５２．８―３：０４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→	→�」 上り４F４６．０―３F３４．２
１
�

１１，１６（５，１７）１０－４，２－７，１２，１，３（８，１４）６（１８，１５，９）－１３
１１，１６（５，１７，４）１０，１２（２，３）７（１，６，１４）８（１５，９）１８－１３

２
�
１１，１６（５，１７）１０，４－２，１２，７（１，３）１４（８，６）９（１８，１５）１３
１６（１１，４）５（１０，１２）（２，７，３）１７，１４（８，６）（１８，９）（１３，１）１５

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャガーメイル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．８ 中山１着

２００４．５．８生 牡６鹿 母 ハヤベニコマチ 母母 ターンツーダイナ １５戦６勝 賞金 ３０７，０８７，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔降着〕 トーセンクラウン号は，１１位〔タイム３分１７秒８，着差クビ〕に入線したが，２周目４コーナーで急に外側に斜行して
「カネトシソレイユ」号，「トウカイトリック」号，「メイショウベルーガ」号，「エアシェイディ」号および「メインストリーム」号の走行を妨害
したため１８着に降着。（その他１８番への進路影響）

〔制裁〕 ナムラクレセント号の騎手小牧太は，２周目３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１番への進路影響）
トーセンクラウン号の騎手江田照男は，２周目４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２２年５月８日から平成２２年
５月１６日まで騎乗停止。

※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 コパノジングー号・ダイワワイルドボア号・ホクトスルタン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１２０４７ ５月２日 晴 良 （２２京都３）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�

た ん ご

端午ステークス
発走１６時２０分 （ダート・右）
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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１６ バトードール 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５１６－ ６１：５１．９ １４．９�
（豪）

２３ エ ア ウ ル フ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５６－ ２ 〃 ハナ ７．４�
３５ タイムカード 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太錦山 登氏 清水 英克 新ひだか 岡田 猛 ５２０＋ ６１：５２．１１ １３．９�

（大井）

４８ バ ル ー ン 牡３鹿 ５６ 幸 英明白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４７２＋ ２１：５２．３１� ８４．９�
６１２ キ ラ ウ エ ア 牡３黒鹿５６ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５０＋１０ 〃 クビ １９．８�
６１１ ブルーソックス 牡３鹿 ５６ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 ４７０± ０１：５２．４� ６４．０	
１１ ブレイクチャンス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：５２．５� ３６．６

５１０ アイアムイチバン 牡３芦 ５６ 川田 将雅堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８４＋ ８１：５２．６クビ ３９．７�
２４ コ コ カ ラ 牡３栗 ５６ 内田 博幸ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ４９６＋ ２ 〃 アタマ ３１．１�
７１３ ガンマーバースト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ４８０－ ６１：５２．８１	 ４．４
１２ シゲルタダカツ 牡３栗 ５６ 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ４９８＋ ２ 〃 ハナ ３６．７�
７１４ コウユーヒーロー 牡３青 ５６ 国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５００＋ ７ 〃 ハナ ２２４．５�
３６ サンライズモール 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B４５４＋ ６ 〃 アタマ ２．８�
５９ ノ ボ ク ン 牡３鹿 ５６ 的場 勇人�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４８４＋ ４１：５３．１１� ７１．６�
４７ ローレルレヴァータ 
３鹿 ５６ 松山 弘平 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４６４＋ ６１：５４．１６ １７．４�
８１５ メテオロロジスト 牡３栗 ５６ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 ５０４＋ ２１：５６．４大差 ７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５９，０４５，０００円 複勝： ８５，７８３，５００円 枠連： ６０，８７９，０００円

普通馬連： ２３０，５７４，０００円 馬単： １２５，５８５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，００６，２００円

３連複： ２６１，２２８，５００円 ３連単： ４５７，０７４，８００円 計： １，３４６，１７６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ４７０円 � ２８０円 � ３５０円 枠 連（２－８） １，５１０円

普通馬連 �� ４，５４０円 馬 単 �� １１，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� ２，６５０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� １６，０００円 ３ 連 単 ��� １１８，２８０円

票 数

単勝票数 計 ５９０４５０ 的中 � ３１２９０（６番人気）
複勝票数 計 ８５７８３５ 的中 � ４４７４７（７番人気）� ８８０９８（３番人気）� ６４１４２（５番人気）
枠連票数 計 ６０８７９０ 的中 （２－８） ２９７８２（６番人気）
普通馬連票数 計２３０５７４０ 的中 �� ３７４９２（１６番人気）
馬単票数 計１２５５８５７ 的中 �� ８２４１（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６００６２ 的中 �� ８８７１（２０番人気）�� ６０５６（３３番人気）�� １１１８５（１４番人気）
３連複票数 計２６１２２８５ 的中 ��� １２０５３（５６番人気）
３連単票数 計４５７０７４８ 的中 ��� ２８５２（３５６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１２．７―１２．４―１３．５―１３．４―１２．３―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２２．７―３５．４―４７．８―１：０１．３―１：１４．７―１：２７．０―１：３９．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バトードール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．２３ 京都１着

２００７．２．１７生 牡３栗 母 ビスクドール 母母 フェアリードール ４戦３勝 賞金 ３３，３６４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔発走状況〕 タイムカード号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ホローポイント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１２０４８ ５月２日 晴 良 （２２京都３）第４日 第１２競走 ��
��１，６００�京都ゴールデンプレミアム

発走１６時５０分 （ディープインパクトメモリアル） （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．５．２以降２２．４．２５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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

２２ スズカサンバ 牡６鹿 ５３ 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８０－ ２１：３３．９ ２２．０�

５７ ジャコスキー 牡４鹿 ５５ 四位 洋文晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 ５１６＋ ２１：３４．０� ６．４�
６１０ ゴールデンガッツ 牡５栗 ５４ 松山 弘平�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ５００＋ ８１：３４．２１� ６７．８�
５８ ロードアリエス 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５０４－ ４ 〃 クビ ２．９�
６９ マチカネカミカゼ 牡５栗 ５６ 川田 将雅細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４８８± ０１：３４．３� １９．５�
１１ マイネエスポワール 牝５栗 ５４ 松岡 正海 �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 ４６２＋１０１：３４．４クビ ２０．１�
３３ ガ ン ダ ー ラ 牡４栗 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ １１．１	
８１３ シゲルハスラット 牡５栗 ５６ 池添 謙一森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４６８－ ２ 〃 ハナ ２６．５

７１２ モルガナイト 牝４黒鹿５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６０＋１４１：３４．５� ５．３�
３４ ダノンプログラマー 牡４青鹿５５ 小牧 太�ダノックス 角居 勝彦 追分 追分ファーム ４５２＋ ８１：３４．６� ２３．０
４６ ルールプロスパー 牡５青鹿５６ 浜中 俊儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７２± ０１：３４．７クビ １４．６�
７１１ クレバートウショウ 牡４鹿 ５４ 高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ４９０－ ４ 〃 アタマ １８．２�
８１４ メ ガ リ ス 牡６黒鹿５４ 石橋 守 �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４＋ ２１：３４．９１� １６０．８�
４５ フレンチノワール 牝５鹿 ５３ 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：３５．３２� ２６．０�

（大井）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９３，０８２，６００円 複勝： １３１，０８７，６００円 枠連： ９１，８２２，４００円

普通馬連： ３４４，４６２，４００円 馬単： ２００，０５６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１７，９１４，６００円

３連複： ４４７，３９２，８００円 ３連単： ８４５，９６４，４００円 計： ２，２７１，７８３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２００円 複 勝 � ６１０円 � ２３０円 � １，５６０円 枠 連（２－５） ２，５３０円

普通馬連 �� ７，７８０円 馬 単 �� １７，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４１０円 �� ９，６５０円 �� ６，１４０円

３ 連 複 ��� １１４，８００円 ３ 連 単 ��� ６７６，０８０円

票 数

単勝票数 計 ９３０８２６ 的中 � ３５５５６（９番人気）
複勝票数 計１３１０８７６ 的中 � ５５８３２（９番人気）� １９５４３１（２番人気）� ２００５５（１３番人気）
枠連票数 計 ９１８２２４ 的中 （２－５） ２８６２０（１０番人気）
普通馬連票数 計３４４４６２４ 的中 �� ３４８９５（２９番人気）
馬単票数 計２０００５６２ 的中 �� ８９７６（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１７９１４６ 的中 �� １３０６７（２６番人気）�� ３１７８（７４番人気）�� ５０２６（６５番人気）
３連複票数 計４４７３９２８ 的中 ��� ３０７１（２４７番人気）
３連単票数 計８４５９６４４ 的中 ��� ９８６（１４２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．８―５９．８―１：１１．３―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカサンバ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００６．８．２０ 札幌３着

２００４．４．３０生 牡６鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer １６戦４勝 賞金 ５１，２８６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時５４分に変更。
〔制裁〕 ガンダーラ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１４番への進路影

響）
マチカネカミカゼ号の騎手川田将雅は，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。（１２番への進
路影響）

※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。



（２２京都３）第４日 ５月２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 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

４５６，５８０，０００円
３９，０２０，０００円
７，５４０，０００円
４７，１４０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６４，８１１，０００円
５，２８３，０００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
８７４，５１３，１００円
１，１０４，８００，２００円
１，１１１，３９２，２００円
４，３０６，０６９，８００円
２，４１０，６０９，９００円
１，１０１，５７３，４００円
５，２８５，０９９，３００円
１０，５７５，７０１，５００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 ２６，７６９，７５９，４００円

総入場人員 ７９，２７０名 （有料入場人員 ７６，２５８名）




