
１２０７３ ５月１５日 晴 良 （２２京都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）

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

４７ テイエムウミユキ 牝３黒鹿５４ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４３８＋１２１：１２．７ ５．７�

４８ デンコウウインディ 牝３芦 ５４ 池添 謙一田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４８０＋１４１：１２．８� ４．４�
６１１ キクノアルバ 牝３鹿 ５４ 小牧 太菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４５４－ ６ 〃 ハナ ９．０�
５９ マヤラブソング 牝３黒鹿５４ 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４４２－ ２１：１３．０１� ７．８�
１１ ピアノボレロ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４３２－ ４ 〃 ハナ ２８．７�
２４ ケイアイプレジャー 牝３黒鹿５４ 上村 洋行 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 新ひだか 松田 三千雄 ４６２＋ ２１：１３．１� ３．２	
３６ クニサキロンチー 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 恭介國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ４５４－ ８ 〃 クビ ５２．８

６１２ ワンダービーナス 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４６８ ―１：１３．４１� １９．２�
３５ ビーンケード 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介小山 豊氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４３４＋１０１：１４．０３� １１９．３�
２３ パリスブルー 牝３黒鹿５４ 石橋 守 �ブルーマネジメント松永 昌博 新冠 川上牧場 ４３２＋ ６１：１４．７４ １３４．９
１２ ヒ カ リ ウ イ 牝３青 ５４ 田中 克典當山 �則氏 松永 昌博 日高 中川牧場 ４２８－ ４ 〃 クビ １４５．６�
７１３ ウエスタンバレー 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４２４＋１０ 〃 アタマ １７０．２�
７１４ レッドマシェリ 牝３鹿 ５４ 船曳 文士 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２４ ―１：１４．９１ ９４．１�
５１０ メイショウナゴン 牝３黒鹿５４ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ５２６＋ ２１：１５．５３� １１２．８�
８１５ ミキノコンチェルト 牝３栗 ５４ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４５４ ―１：１６．１３� １１０．７�
８１６ 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 ４５０－ ４ （競走中止） ７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，４９１，１００円 複勝： ２０，８１４，５００円 枠連： １１，９１４，４００円

普通馬連： ３３，９４３，６００円 馬単： ２４，５７５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８１８，０００円

３連複： ５１，３３１，５００円 ３連単： ７６，９０２，１００円 計： ２４４，７９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２４０円 � ２１０円 � ２８０円 枠 連（４－４） １，５８０円

普通馬連 �� １，５９０円 馬 単 �� ３，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，１５０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ４，５２０円 ３ 連 単 ��� ２３，２４０円

票 数

単勝票数 計 １０４９１１ 的中 � １４６３９（３番人気）
複勝票数 計 ２０８１４５ 的中 � ２３８９３（４番人気）� ２７９２２（３番人気）� １８６６７（６番人気）
枠連票数 計 １１９１４４ 的中 （４－４） ５５６８（８番人気）
普通馬連票数 計 ３３９４３６ 的中 �� １５８０４（７番人気）
馬単票数 計 ２４５７５９ 的中 �� ５２７０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８１８０ 的中 �� ５９７８（７番人気）�� ３１０８（１５番人気）�� ４２０３（１３番人気）
３連複票数 計 ５１３３１５ 的中 ��� ８３８４（１６番人気）
３連単票数 計 ７６９０２１ 的中 ��� ２４４３（７９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．６―１２．１―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．５―４７．６―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムウミユキ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１１．２８ 京都８着

２００７．４．１０生 牝３黒鹿 母 テイエムピンキー 母母 ソシアルメーカー ８戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔競走中止〕 テイエムミューズ号は，競走中に疾病〔右第３中手骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。
（非当選馬） １頭 プリンセスネージュ号
（非抽選馬） ２頭 ハートフェルト号・ラブエーヤン号



１２０７４ ５月１５日 晴 良 （２２京都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

８１３ エーシンテンモク 牡３鹿 ５６
５４ △国分 恭介�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ４８８＋２８１：５４．４ ３７．４�

８１４ サクラボールド 牡３栗 ５６ 池添 謙一�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４５６± ０１：５４．７１� １０．３�
６９ ディレクシオン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二�ターフ・スポート中尾 秀正 浦河 市川フアーム ４７２－ ４１：５５．０１� １．８�
４５ アドマイヤドラマ 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム B４７６－ ２１：５５．１� １１．８�
３３ フ タ タ ビ 牡３栗 ５６ 高田 潤中西 宏彰氏 牧浦 充徳 新ひだか 猪野毛牧場 ５０４＋ ４１：５６．０５ ３２９．８�
３４ メイショウシェリー 牝３栗 ５４ 高橋 亮松本 好	氏 高橋 隆 浦河 本巣 敦 ４０４－ ２１：５６．３２ ８１．０

７１１ ビコーコルサコフ 牝３栗 ５４ 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４７２± ０１：５６．４クビ ８７．４�
５８ ヒルノカディス 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰蛭川 正文氏 福島 信晴 新冠 グリー牧場 ４５６＋ ２１：５６．５� ８５．０�
５７ ゴールドシン 牡３栗 ５６ 小牧 太伊藤 元庸氏 服部 利之 新冠 坂元牧場 ５６８ ―１：５６．６� ２．８
１１ テイエムフジスター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 日高大洋牧場 ４８０＋ ３１：５６．７� ２８．９�
６１０ ヒストリッドタウン 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦名古屋友豊� 作田 誠二 新ひだか グランド牧場 ５２２ ― 〃 クビ ３１０．０�
２２ ビバタイヨーコウ 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己池住 安信氏 西橋 豊治 新冠 越湖牧場 ４４４－ ４１：５７．６５ ２８６．８�
７１２ マイチルゼツビ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介伊藤 信之氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４８０＋ ４１：５８．１３ ３５．４�
４６ トワオンワード 牝３青鹿５４ 小林 徹弥樫山 ハル氏 目野 哲也 浦河 オンワード牧場 ４５０－ ４１：５８．２� ５８７．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，０６５，６００円 複勝： ３６，４１３，１００円 枠連： １１，３１４，７００円

普通馬連： ３３，８４１，６００円 馬単： ３１，０２１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４１７，９００円

３連複： ４８，９１３，３００円 ３連単： ９７，８３７，６００円 計： ２８８，８２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７４０円 複 勝 � ４００円 � ２２０円 � １１０円 枠 連（８－８） ８，７６０円

普通馬連 �� １０，１００円 馬 単 �� ２７，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８２０円 �� ８１０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ４，４７０円 ３ 連 単 ��� ６９，１７０円

票 数

単勝票数 計 １５０６５６ 的中 � ３１７８（７番人気）
複勝票数 計 ３６４１３１ 的中 � ９１４９（５番人気）� ２０３０１（４番人気）� ２４１１２８（１番人気）
枠連票数 計 １１３１４７ 的中 （８－８） ９５４（１６番人気）
普通馬連票数 計 ３３８４１６ 的中 �� ２４７４（１８番人気）
馬単票数 計 ３１０２１７ 的中 �� ８４３（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４１７９ 的中 �� １７４８（１７番人気）�� ４１４３（８番人気）�� １４３０５（２番人気）
３連複票数 計 ４８９１３３ 的中 ��� ８０７９（１５番人気）
３連単票数 計 ９７８３７６ 的中 ��� １０４４（１５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．３―３７．７―５０．８―１：０３．９―１：１６．９―１：２９．６―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．５
１
３

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

・（１１，１３）１４（５，９）－４，３（１，６）１２（２，８，７）１０・（１１，１３）１４（５，９）（４，７）３（６，１２）１（８，１０）２
勝馬の
紹 介

エーシンテンモク �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 Cryptoclearance デビュー ２００９．７．１１ 阪神１６着

２００７．４．２０生 牡３鹿 母 メンフィスベル 母母 Eishin Tennessee ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 エーシンテンモク号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（５番・１１番への進路影響）

ディレクシオン号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番・１１番への
進路影響）



１２０７５ ５月１５日 晴 良 （２２京都３）第７日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１５ ノルマンディー 牡３黒鹿５６ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１０＋１０１：２４．６ ３．３�

８１６ エーシンポルックス 牡３芦 ５６ 小牧 太�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B４７４－ ８１：２４．９１� ７．３�
７１３� ビジュアルショック 牝３鹿 ５４ 池添 謙一山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Hidetoshi

Yamamoto ４６４± ０１：２５．７５ ７．６�
３５ ライブリシーラ 牡３栗 ５６ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ４９６＋ ６１：２６．０１� １５．１�
２３ � アースワーク 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 米 Betty L. Mabee
& Larry Mabee ５１０－ ８１：２６．３１� ５．３�

４７ � イメージレイナ 牝３青鹿５４ 石橋 守岸田 勝宏氏 田所 秀孝 米 Katsuhiro
Kishida ４７２ ―１：２６．７２� ２８８．１�

７１４ ネオギャラクシー 	３栗 ５６ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 浦河 日田牧場 ４６２ ―１：２６．８クビ １７４．１	
５１０ テラノパンサー 	３栗 ５６

５４ △国分 恭介寺田 寿男氏 清水 出美 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３２ ― 〃 アタマ １１０．１


６１１ ク エ ー サ ー 牡３鹿 ５６ 北村 浩平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 須貝 尚介 新ひだか 服部 牧場 ４８６± ０１：２７．１１� １４９．０�

１１ ケイエスジャパン 牡３栗 ５６ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４９８ ―１：２７．２� ６０．０�
（ダービーレーサー）

２４ オーナーズアイ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦佐々木実子氏 鈴木 孝志 浦河 オーナー牧場 ４３２＋１２１：２７．８３� ３２７．２
６１２ スズカハイマート 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４８０ ―１：２７．９� ２３７．３�
４８ ピエナアマゾン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介本谷 兼三氏 木原 一良 新ひだか フジワラフアーム ４３８ ―１：２９．５１０ ４０．８�
５９ トウケイストロング 牡３青鹿５６ 酒井 学木村 信彦氏 池添 兼雄 えりも エクセルマネジメント ４３８ ―１：３０．２４ １４６．６�
３６ ピ ュ ー タ ー 牡３芦 ５６ 武 幸四郎細川祐季子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：３１．０５ ３．１�
１２ ローズクイーン 牝３栗 ５４

５１ ▲高倉 稜豊原 正嗣氏 服部 利之 浦河 川越ファーム ４８２－ ８ （競走中止） ３９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８９９，０００円 複勝： ２２，３２１，７００円 枠連： １５，５４３，７００円

普通馬連： ４０，０００，４００円 馬単： ２９，５７７，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，４４５，５００円

３連複： ５３，８７６，２００円 ３連単： ８１，９４１，９００円 計： ２７５，６０６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（８－８） １，４４０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ４７０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ２，５４０円 ３ 連 単 ��� １１，７８０円

票 数

単勝票数 計 １５８９９０ 的中 � ３８３２６（２番人気）
複勝票数 計 ２２３２１７ 的中 � ５４６４６（１番人気）� ２７５９４（４番人気）� ２７０７０（５番人気）
枠連票数 計 １５５４３７ 的中 （８－８） ７９９３（６番人気）
普通馬連票数 計 ４００００４ 的中 �� ２１９９２（５番人気）
馬単票数 計 ２９５７７６ 的中 �� １０９２９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６４４５５ 的中 �� ８３９３（６番人気）�� ８９６１（４番人気）�� ４９８０（１２番人気）
３連複票数 計 ５３８７６２ 的中 ��� １５６８４（９番人気）
３連単票数 計 ８１９４１９ 的中 ��� ５１３６（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．０―３４．７―４６．８―５８．９―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノルマンディー �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．１４ 京都１０着

２００７．１．２４生 牡３黒鹿 母 ディアボレッサ 母母 デビルズブライド ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔競走中止〕 ローズクイーン号は，競走中に疾病〔左腸骨々折〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔制裁〕 クエーサー号の騎手北村浩平は，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。（５番・１番・３番への進路影

響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイストロング号・ピューター号は，平成２２年６月１５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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アグレッシブローズ号・ウォーターセオドア号・シュンセイ号・タマモプリンセス号・メイショウアルグン号



１２０７６ ５月１５日 晴 良 （２２京都３）第７日 第４競走 ��
��２，０００�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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

６１２ マルカゴクウ 牡３鹿 ５６ 小牧 太河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４６０－ ２２：０１．２ １４．９�

７１４ サクラエンブレム 牡３青 ５６ 川田 将雅�さくらコマース池江 泰郎 新ひだか 新和牧場 ５０２－ ２ 〃 クビ ４．０�
７１３ ハリウッドスター 牡３鹿 ５６ 池添 謙一吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５００＋ ４２：０１．８３� ２．０�
３５ トップオペラ 牡３鹿 ５６

５４ △国分 恭介�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５２－ ４２：０２．０１� ２６．６�
５９ メイショウオスパー 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 B４５４－１２２：０２．１� １６８．７�
８１５ 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± ０２：０２．２� １３．１	
２３ トウカイオーロラ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４５８＋ ８ 〃 アタマ ６．４

５１０ コバルトインスカイ 牝３黒鹿５４ 酒井 学服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４４２± ０２：０２．３� ２０５．６�
２４ マリアダンス 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰冨沢 敦子氏 田所 清広 様似 �村 伸一 ４５６± ０２：０２．４� ３５３．７�
４８ ダイシンマジック 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介大八木信行氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７８－ ６２：０２．５クビ １８．９
１１ ミ リ ッ シ ュ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介中田 和宏氏 加藤 敬二 平取 有限会社中

田牧場 ４８２ ― 〃 クビ １８８．９�
３６ メイショウヤクドウ 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 ４９０－ ４ 〃 ハナ ３３．２�
８１６ オースミアザレア 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 B４４２－ ２ 〃 ハナ ２８．７�
１２ ナムラアンカー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４８４－ ４２：０２．９２� １６７．２�
６１１ 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 ４３８－ ６２：０３．９６ １２６．０�
４７ タイサフララ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行�名鯛興業 橋田 満 新冠 メイタイ牧場 ４２４± ０ （競走中止） ４２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７６６，３００円 複勝： ２３，１６６，２００円 枠連： １７，９０６，４００円

普通馬連： ３９，９３６，１００円 馬単： ３０，２４３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１７１，３００円

３連複： ５６，８２２，６００円 ３連単： ９７，９４９，２００円 計： ２９７，９６１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（６－７） ７３０円

普通馬連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ６，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ４５０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� １２，０５０円

票 数

単勝票数 計 １４７６６３ 的中 � ７８５３（５番人気）
複勝票数 計 ２３１６６２ 的中 � １４２２２（６番人気）� ４３１７５（２番人気）� ８２１６７（１番人気）
枠連票数 計 １７９０６４ 的中 （６－７） １８１１３（４番人気）
普通馬連票数 計 ３９９３６１ 的中 �� １０６５４（８番人気）
馬単票数 計 ３０２４３８ 的中 �� ３６７０（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１７１３ 的中 �� ５１７７（８番人気）�� ８２６５（４番人気）�� ３４４４７（１番人気）
３連複票数 計 ５６８２２６ 的中 ��� ３７５５８（２番人気）
３連単票数 計 ９７９４９２ 的中 ��� ６００１（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．３―３６．４―４９．２―１：０１．４―１：１４．０―１：２５．９―１：３７．４―１：４８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルカゴクウ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．２７ 阪神５着

２００７．４．３生 牡３鹿 母 マルカフローリアン 母母 セトフローリアンⅡ ７戦１勝 賞金 ６，４５０，０００円
〔発走状況〕 トウカイオーロラ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

メイショウオスパー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 タイサフララ号は，競走中終始外側に逃避し，３コーナーで競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タイサフララ号は，競走中終始外側に逃避したことについて平成２２年５月１６日から平成２２年６月６日

まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔調教再審査〕 メイショウオスパー号は，発走調教再審査。
※タイセイバリトン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０７７ ５月１５日 晴 良 （２２京都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 （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

８１４ マイネルカリバーン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ４９２－ ６１：２０．５レコード ３．１�

３４ � アグネスティンクル 牡３栗 ５６ 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-
ham Stud ４６２＋１０１：２０．８２ ７．７�

６１０ グレナディーン 牝３黒鹿５４ 上村 洋行 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：２０．９� ２．７�
６９ ビーチパーティー 牝３芦 ５４ 武 幸四郎吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６４＋２０ 〃 ハナ ２４．６�
７１１ リバーハイランド 牡３鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜後藤 繁樹氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７２＋ ４１：２１．０� ５．６�
５８ フライトハーン 牡３栗 ５６ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ５０２＋ ８１：２１．１クビ ４０．５	
１１ スティールパス 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４３６± ０１：２１．２� １８．８

８１３ フェブスカイ 牡３鹿 ５６ 幸 英明釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４４０＋ ２１：２１．３� ２０．６�
３３ ケイエスケイト 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４６０＋ ４ 〃 クビ ２９．８�
７１２ 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± ０１：２１．６１� １６０．１
４５ テンシノアスター 牡３栗 ５６ 中村 将之杉谷 桝夫氏 松元 茂樹 浦河 金成吉田牧場 ４４６－ ８１：２１．７クビ １３５．２�
２２ ワ シ リ ー サ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ ４７．４�
５７ インタレスティング 牝３鹿 ５４ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 宮崎 田上 勝雄 ４３８＋１２１：２１．９１	 １１７．４�
４６ エブリイニューデイ 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 ５２０＋ ８１：２２．２２ １００．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，８３８，０００円 複勝： ２６，０８５，０００円 枠連： １３，１７２，３００円

普通馬連： ４４，０６４，１００円 馬単： ３３，０２３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５９３，８００円

３連複： ６２，９０１，１００円 ３連単： ９７，１４７，７００円 計： ３１２，８２５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（３－８） １，０４０円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ２１０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 ��� ６，０６０円

票 数

単勝票数 計 １７８３８０ 的中 � ４６３３４（２番人気）
複勝票数 計 ２６０８５０ 的中 � ５５７６９（２番人気）� ２８４９７（４番人気）� ５９１５７（１番人気）
枠連票数 計 １３１７２３ 的中 （３－８） ９４０３（５番人気）
普通馬連票数 計 ４４０６４１ 的中 �� ２２８４３（５番人気）
馬単票数 計 ３３０２３４ 的中 �� １２０２８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５９３８ 的中 �� ８０９７（５番人気）�� ２５７００（１番人気）�� ９９５５（４番人気）
３連複票数 計 ６２９０１１ 的中 ��� ４２９８４（２番人気）
３連単票数 計 ９７１４７７ 的中 ��� １１８３３（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．３―４５．９―５７．３―１：０８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルカリバーン �
�
父 デュランダル �

�
母父 Prego デビュー ２００９．６．２０ 阪神２着

２００７．５．１２生 牡３黒鹿 母 スリリングディ 母母 Leica Pretender ６戦２勝 賞金 １８，２００，０００円
※エブリイニューデイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０７８ ５月１５日 晴 良 （２２京都３）第７日 第６競走 ��１，９００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

２２ メガロスバンダム 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ５０２＋ ２２：００．１ １．７�

１１ ボーカリスト 牡４鹿 ５７ 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６０± ０２：００．４１� １７．４�
６８ ミッキーリヒト 牡４鹿 ５７

５５ △国分 恭介野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４２：００．５� ６．１�
８１１ ニューロザリオ 牡５鹿 ５７ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 静内 藤川フアーム ４８２± ０２：００．６� ２０．１�
６７ � ピエナミッチー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６０± ０ 〃 クビ ２９．０�
４４ ドンドドーン 牡４芦 ５７ 竹之下智昭�辻牧場 友道 康夫 浦河 辻 牧場 ５５０± ０２：００．９２ ８２．１�
７９ マスターソニック 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎�谷岡牧場 梅田 康雄 新冠 中本 隆志 ５１２＋ ４２：０１．１１� ２７．１	
７１０� テーオーマグナム 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎小笹 公也氏 笹田 和秀 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ４２：０１．５２� ６．０

３３ アウラスター 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士平口 信行氏 境 直行 新ひだか 泊 寿幸 ５０４＋１０２：０１．７� ５５．１�
５５ カリスマライズ 牡４栗 ５７

５４ ▲高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 日優牧場 ５１６＋１６２：０２．１２� ６０．２�
８１２ リッカアリュール 牡４栗 ５７ 安藤 光彰立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４７８＋ ８２：０２．３１� １４．０
５６ ダノンシーガルズ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二�ダノックス 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２２：１１．６大差 ２３．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，５１６，４００円 複勝： ３１，５８０，５００円 枠連： １２，９１７，０００円

普通馬連： ４１，５６２，６００円 馬単： ３３，４８２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６７４，８００円

３連複： ５１，６３５，６００円 ３連単： １０５，４２９，４００円 計： ３０６，７９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １７０円 枠 連（１－２） ９８０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２７０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ２，２５０円 ３ 連 単 ��� ７，５４０円

票 数

単勝票数 計 １４５１６４ 的中 � ６８２３７（１番人気）
複勝票数 計 ３１５８０５ 的中 � １７２５２７（１番人気）� １７５５２（４番人気）� ３０１２０（２番人気）
枠連票数 計 １２９１７０ 的中 （１－２） ９７６１（４番人気）
普通馬連票数 計 ４１５６２６ 的中 �� ２９５９５（４番人気）
馬単票数 計 ３３４８２７ 的中 �� ２１０７５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６７４８ 的中 �� ９６５３（４番人気）�� １６８３２（２番人気）�� ２３００（１６番人気）
３連複票数 計 ５１６３５６ 的中 ��� １６９４０（７番人気）
３連単票数 計１０５４２９４ 的中 ��� １０３２６（１５番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１１．７―１３．２―１３．５―１３．６―１３．０―１２．２―１２．１―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．５―３０．２―４３．４―５６．９―１：１０．５―１：２３．５―１：３５．７―１：４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．６
１
３
８，６，２，５（１，１２）１０，７，１１，４－３－９
８（２，５）（６，１２）（１，１１）（４，１０）７－９，３

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

勝馬の
紹 介

メガロスバンダム �
�
父 ダンシングカラー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００８．３．２２ 阪神８着

２００５．４．２３生 牡５鹿 母 ダイカツアゲイン 母母 カツラトウシヨウ １３戦２勝 賞金 １９，３００，０００円
〔その他〕 ダノンシーガルズ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



１２０７９ ５月１５日 晴 良 （２２京都３）第７日 第７競走 ��１，８００�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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６７ ローズリパブリック 牡４芦 ５７
５４ ▲高倉 稜 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６０± ０１：４５．９ １４．１�

６６ ロイヤルネックレス 牝４青 ５５ 和田 竜二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８４＋１０ 〃 クビ １７．０�
７８ ハンターキリシマ 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 鹿児島 ニルキング牧場 ４３４－ ２１：４６．０クビ １１．７�
３３ サンライズトラスト 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４５４－ ２１：４６．１� １．５�
１１ グリーンイレブン 牡４青鹿 ５７

５５ △国分 恭介吉野加壽代氏 松元 茂樹 浦河トラストスリーファーム ５１２－ ６１：４６．５２� ３．７�
８１０ ディープキッス 牝５鹿 ５５ 小牧 太岸田 勝宏氏 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 ４３６－ ４１：４６．６� ６０．０�
５５ � ベッロカリーノ 牝４黒鹿５５ 安藤 光彰 �キャロットファーム 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ８ 〃 アタマ ３６．３	
４４ � スペースオーバー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４４６± ０１：４６．７� １３８．０

８１１� シ ュ ン リ キ 牡４鹿 ５７ 幸 英明石川 博氏 川村 禎彦 静内 漆原 一也 ４７６＋ ４ 〃 アタマ ４２．０�
２２ � デュークストロング 牡４鹿 ５７ 高橋 亮鳴戸 雄一氏 高橋 隆 新ひだか 出羽牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ １６７．５�
７９ ヒシロイヤル 牡４黒鹿５７ 小坂 忠士阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５２２＋ ６１：４７．６５ １５７．１

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，１７３，６００円 複勝： ４５，７２６，３００円 枠連： １４，７９１，４００円

普通馬連： ４２，５２７，０００円 馬単： ４６，４７１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４９４，９００円

３連複： ５４，７３３，４００円 ３連単： １６２，２４２，４００円 計： ４０２，１６０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ６２０円 � ６００円 � ４６０円 枠 連（６－６） ６，５３０円

普通馬連 �� ６，３４０円 馬 単 �� １７，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３００円 �� １，０３０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ８，１５０円 ３ 連 単 ��� ８５，８４０円

票 数

単勝票数 計 １８１７３６ 的中 � １０１５９（４番人気）
複勝票数 計 ４５７２６３ 的中 � １９００３（５番人気）� １９９３０（４番人気）� ２７５６６（３番人気）
枠連票数 計 １４７９１４ 的中 （６－６） １６７４（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４２５２７０ 的中 �� ４９５１（１５番人気）
馬単票数 計 ４６４７１４ 的中 �� １９５５（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４９４９ 的中 �� ３２８３（１３番人気）�� ４２４０（１０番人気）�� ４２６１（９番人気）
３連複票数 計 ５４７３３４ 的中 ��� ４９５７（２０番人気）
３連単票数 計１６２２４２４ 的中 ��� １３９５（１４２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．３―１１．８―１２．３―１２．０―１１．５―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．２―３４．５―４６．３―５８．６―１：１０．６―１：２２．１―１：３３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローズリパブリック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．１６ 京都６着

２００６．３．２７生 牡４芦 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー １９戦２勝 賞金 ２３，８５０，０００円
〔制裁〕 グリーンイレブン号の騎手国分恭介は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）



１２０８０ ５月１５日 晴 良 （２２京都３）第７日 第８競走 ��３，９３０�第１２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 ４５，０００，０００円 １８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，５００，０００円
付 加 賞 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００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

１１ エーシンディーエス 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５１０＋１４４：２３．１レコード ８．３�

６９ バトルブレーヴ 牡８芦 ６０ 北沢 伸也宮川 秋信氏 本田 優 静内 西村 和夫 ５３４＋ ４４：２３．８４ ５３．１�
３４ テイエムハリアー 牡４芦 ５９ 林 満明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５４＋ ４４：２４．３３ ４．９�
６１０� エイシンボストン 牡８栗 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 松永 昌博 米 Audley Farm ４９８± ０ 〃 アタマ ４．４�
８１３� ドールリヴィエール 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４９４＋ ２４：２５．４７ １５．０�
７１１ コウエイトライ 牝９鹿 ５８ 小坂 忠士伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４８８－１４４：２５．６１� １３．７�
７１２ テイエムトッパズレ 牡７青鹿６１ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ ４．３	
５８ シースピアー 牡４栗 ５９ 南井 大志藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４６６－ ６４：２５．７� １７．１

４６ マヤノスターダム 牡８鹿 ６０ 植野 貴也田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ５１８＋２６４：２６．７６ ２７．１�
８１４ ゴールドリーズン 牡７鹿 ６０ 高野 容輔�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４５２－１０４：２７．９７ ６６．１�
３３ � エイシンペキン 牡９鹿 ６０ 今村 康成平井 豊光氏 坂口 正則 米 Belvedere

Farm, Inc. ４７６＋ ４４：２８．２２ １０１．７
４５ ビコーフェザー 	６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 ４３６－ ２４：３４．３大差 １８．３�
２２ アンクルトップ 牡５栗 ６０ 岩崎 祐己�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４６２＋ ６４：３５．０４ １０４．１�
５７ ゴールデンシャイン 牡６鹿 ６０ 高田 潤�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４８６－ ２ （競走中止） ７．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，６７４，５００円 複勝： ２７，５３３，０００円 枠連： ２１，２３３，５００円

普通馬連： ７３，１３１，８００円 馬単： ４５，７９０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２２７，１００円

３連複： １０８，０４８，７００円 ３連単： １６７，２６４，３００円 計： ４８４，９０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ３４０円 � １，１６０円 � ２３０円 枠 連（１－６） ２，０６０円

普通馬連 �� ４３，９６０円 馬 単 �� ５４，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，３１０円 �� ８２０円 �� ５，０１０円

３ 連 複 ��� ５７，１３０円 ３ 連 単 ��� ４５３，８３０円

票 数

単勝票数 計 １７６７４５ 的中 � １６７９７（５番人気）
複勝票数 計 ２７５３３０ 的中 � ２１４３１（５番人気）� ５２６０（１１番人気）� ３６９１８（３番人気）
枠連票数 計 ２１２３３５ 的中 （１－６） ７６１５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７３１３１８ 的中 �� １２２８（６０番人気）
馬単票数 計 ４５７９０１ 的中 �� ６２５（１０２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２２７１ 的中 �� ６９５（６０番人気）�� ７７６９（７番人気）�� １１６１（５２番人気）
３連複票数 計１０８０４８７ 的中 ��� １３９６（１３１番人気）
３連単票数 計１６７２６４３ 的中 ��� ２７２（８７１番人気）

上り １マイル １：４６．９ ４F ５３．０－３F ４０．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンディーエス �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００７．１２．８ 中京８着

２００５．３．４生 牡５鹿 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ 障害：１１戦３勝 賞金 １１０，１５７，０００円
〔競走中止〕 ゴールデンシャイン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため２周目２コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ギルティストライク号・ディアディアー号・マルサンリターン号・ヨドノヒーロー号・ランヘランバ号
（非抽選馬） １頭 メジロラスタバン号



１２０８１ ５月１５日 晴 良 （２２京都３）第７日 第９競走 ��
��１，２００�

あおい

葵 ス テ ー ク ス
発走１５時００分 （芝・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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２４ ケイアイデイジー 牝３芦 ５４ 幸 英明 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田 三千雄 ５１０－ ２１：０７．６ ４．９�

４７ カレンチャン 牝３芦 ５４ 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６ 〃 クビ ４．５�
５９ ジュエルオブナイル 牝３鹿 ５５ 川田 将雅 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３６＋ ６ 〃 アタマ １８．１�
８１５ ツルマルジュピター 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８２＋ ８１：０７．７クビ ３．７�
７１４ スプリングサンダー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４３６＋１０ 〃 ハナ ３４．９�
２３ バクシンポイント 牝３鹿 ５４ 高倉 稜��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ５０６－ ６１：０７．９１� ８．４	
６１２ レオプライム 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎�レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４５０＋ ４１：０８．０� １７．１

１１ トーホウプリンセス 牝３栗 ５４ 国分 恭介東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４８２－ ２ 〃 ハナ １４．６�
６１１ シ ー マ ー ク 牡３栗 ５６ 石橋 守 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５２２－ ４１：０８．２１ ６５．７�
７１３ ノーワンエルス 牡３芦 ５７ 太宰 啓介 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B５０４＋ ８１：０８．３� １３．０
３５ ペガサスヒルズ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４７２＋ ２ 〃 ハナ １７．２�
１２ エ ス カ ー ダ 牡３青鹿５７ 渡辺 薫彦山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４４６－ ４１：０８．５１� ３４．３�
４８ レオパステル 牝３鹿 ５４ 上村 洋行田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 ３９６－ ８１：０８．６クビ ７２．５�
３６ 	 ケイアイブリザード 牡３芦 ５６ 和田 竜二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４８４－ ２ 〃 アタマ １４３．３�
８１６ ブ イ コ ナ ン 牡３鹿 ５６ 小牧 太藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４８４＋ ４ 〃 ハナ ３７．６�
５１０ タカノキング 牡３鹿 ５６ 酒井 学山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４７２＋ ６１：０９．９８ １６６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，４７６，３００円 複勝： ４５，７１４，８００円 枠連： ３０，２７８，８００円

普通馬連： １２６，４４９，８００円 馬単： ７２，０８９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，７７３，２００円

３連複： １５５，２２９，７００円 ３連単： ２５９，１９２，０００円 計： ７６０，２０３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ４１０円 枠 連（２－４） ７２０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，１９０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ５，８３０円 ３ 連 単 ��� ２５，１７０円

票 数

単勝票数 計 ３２４７６３ 的中 � ５３２２７（３番人気）
複勝票数 計 ４５７１４８ 的中 � ８０８６３（２番人気）� ７４９３６（３番人気）� ２３０３０（６番人気）
枠連票数 計 ３０２７８８ 的中 （２－４） ３１１２２（２番人気）
普通馬連票数 計１２６４４９８ 的中 �� ９３１６７（３番人気）
馬単票数 計 ７２０８９２ 的中 �� ２６２２１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８７７３２ 的中 �� ２５３２７（２番人気）�� ７７２４（１２番人気）�� ６７０９（１６番人気）
３連複票数 計１５５２２９７ 的中 ��� １９６６１（１３番人気）
３連単票数 計２５９１９２０ 的中 ��� ７６００（５０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１０．８―１１．１―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．３―４４．４―５５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．１―３F３４．３
３ ・（１，１５）（６，７，１６）２（４，９）１３，３，１１（８，１０）（１４，１２）５ ４ ・（１，１５）（７，１６）９（６，４）１３，２（３，１１）１２（１４，８）（５，１０）

勝馬の
紹 介

ケイアイデイジー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．７．１９ 新潟１着

２００７．４．１８生 牝３芦 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド １０戦３勝 賞金 ４６，８６８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 ツルマルジュピター号の騎手佐藤哲三は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番・９番・８番

への進路影響）



１２０８２ ５月１５日 晴 良 （２２京都３）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

か み が も

上賀茂ステークス
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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１１ アドマイヤスワット 牡５栗 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ２１：５１．０ ６．８�

３３ ディアプリンシパル 牡５青 ５７ 池添 謙一寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４８０＋１０１：５１．３１� １１．８�
７９ テイエムザエックス 牡７栗 ５７ 中村 将之竹園 正繼氏 木原 一良 早来 ノーザンファーム ４９０－ ２１：５１．４� ５７．０�
６７ シルクイーグル 牡５鹿 ５７ 国分 恭介有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４９０－ ８１：５１．５クビ ８．５�
５５ メイショウブンブク 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 ４６４± ０ 〃 アタマ ６３．２�
６８ アコニットライアン 牡５青鹿５７ 秋山真一郎渡邉 光典氏 服部 利之 静内 大典牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ９．０�
４４ フロムジオリエント 牡４青鹿５７ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５０６＋ ８ 〃 ハナ １８．３	
７１０ グランプリサクセス 牡６芦 ５７ 和田 竜二
グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４６６＋ ４１：５１．６クビ ３６．０�
５６ ピエナポパイ 牡５栗 ５７ 幸 英明本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ５１４＋１６ 〃 ハナ ４８．６�
２２ サクラヒストリー 牡４鹿 ５７ 小牧 太
さくらコマース梅田 智之 新ひだか 新和牧場 ５２８－ ２１：５１．７� ３．８
８１１ ルティラーレ 牡５栗 ５７ 武 幸四郎岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４７６－ ４１：５２．５５ ３７．１�
８１２ ドリームトラベラー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：５３．３５ ２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，３５６，７００円 複勝： ５６，４１４，６００円 枠連： ３７，４４６，６００円

普通馬連： １８４，３３５，５００円 馬単： １０８，２１７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，８６８，７００円

３連複： ２１２，８２３，５００円 ３連単： ４４２，６１３，０００円 計： １，１２８，０７６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２４０円 � ３７０円 � １，１００円 枠 連（１－３） ３，５６０円

普通馬連 �� ３，２３０円 馬 単 �� ５，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� ３，９５０円 �� ４，２１０円

３ 連 複 ��� ３８，０３０円 ３ 連 単 ��� １８５，５００円

票 数

単勝票数 計 ３６３５６７ 的中 � ４２７１４（３番人気）
複勝票数 計 ５６４１４６ 的中 � ７１４８９（３番人気）� ４０１３４（６番人気）� １１５２３（１１番人気）
枠連票数 計 ３７４４６６ 的中 （１－３） ７７８４（１４番人気）
普通馬連票数 計１８４３３５５ 的中 �� ４２１７３（１２番人気）
馬単票数 計１０８２１７６ 的中 �� １３５５０（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９８６８７ 的中 �� １１３４７（１２番人気）�� ３０５７（３９番人気）�� ２８６７（４３番人気）
３連複票数 計２１２８２３５ 的中 ��� ４１３０（９９番人気）
３連単票数 計４４２６１３０ 的中 ��� １７６１（４７３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１２．３―１２．７―１２．８―１２．７―１２．５―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．１―３５．４―４８．１―１：００．９―１：１３．６―１：２６．１―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．４
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤスワット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００７．１２．１ 阪神９着

２００５．３．７生 牡５栗 母 ビ ー バ ッ プ 母母 ビバールクイン １３戦５勝 賞金 ７７，５０６，０００円



１２０８３ ５月１５日 晴 良 （２２京都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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

１１ トゥリオンファーレ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１０± ０１：５９．４ １．７�

７８ インテンスブルー 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎市川 義美氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 B４８８＋ ８１：５９．５� １７．３�
５５ ポーラーライツ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 池江 泰郎 追分 追分ファーム ４９８＋ ２ 〃 ハナ ３１．５�
７７ ラインドリーム 牝４黒鹿５５ 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４６４－ ４ 〃 クビ ３．８�
４４ スーパーオービット 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４５０＋ ２１：５９．６クビ ３１．２�
２２ ロードアルファード 牡７鹿 ５７ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ４９６＋ ４１：５９．７� １０．０	
８１０ ティルフィング 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦 �キャロットファーム 大根田裕之 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：５９．８クビ ６５．２

６６ ナリタジャングル 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４４６－ ６２：００．０１� １６．７�
３３ サンライズスカイ 牡４黒鹿５７ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 B４５２－２４ 〃 ハナ １０．９�
８９ � グランドカラー 牡６鹿 ５７ 上村 洋行廣松 金次氏 境 征勝 門別 高山 博 ５３２± ０２：０１．０６ ９７．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３１，６５２，６００円 複勝： ４７，９５７，８００円 枠連： ２６，１８２，４００円

普通馬連： ９４，９６７，７００円 馬単： ７９，７３３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，０４４，５００円

３連複： １３１，３４３，９００円 ３連単： ３１９，４４８，３００円 計： ７６２，３３０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３５０円 � ５３０円 枠 連（１－７） ２４０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� １，０２０円 �� ２，７１０円

３ 連 複 ��� ８，６４０円 ３ 連 単 ��� ２１，０６０円

票 数

単勝票数 計 ３１６５２６ 的中 � １４９３９４（１番人気）
複勝票数 計 ４７９５７８ 的中 � ２３２３５２（１番人気）� ２２５１０（５番人気）� １３３３６（８番人気）
枠連票数 計 ２６１８２４ 的中 （１－７） ８２８４８（１番人気）
普通馬連票数 計 ９４９６７７ 的中 �� ４９７４７（５番人気）
馬単票数 計 ７９７３３４ 的中 �� ２９３０３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１０４４５ 的中 �� １４５３８（６番人気）�� ７４８３（１２番人気）�� ２６６９（２８番人気）
３連複票数 計１３１３４３９ 的中 ��� １１２３０（２６番人気）
３連単票数 計３１９４４８３ 的中 ��� １１１９９（６０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．０―１２．５―１２．２―１２．６―１１．８―１１．４―１１．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３５．７―４８．２―１：００．４―１：１３．０―１：２４．８―１：３６．２―１：４７．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トゥリオンファーレ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００８．１１．１６ 京都４着

２００６．２．２２生 牡４黒鹿 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール １１戦３勝 賞金 ４５，６１８，０００円



１２０８４ ５月１５日 晴 良 （２２京都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 （芝・右・外）

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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

４７ アスドゥクール 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６＋ ２１：２０．８ ５．１�

５９ メモリーパフィア 牝４黒鹿５５ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４６４＋ ４ 〃 ハナ ８．２�
５１０ アルーリングムーン 牡４鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜 �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 ４４８－ ６１：２０．９� ２．９�

６１１ メイショウジェイ 牝５鹿 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４５２＋ ６ 〃 ハナ ６．４�
３５ � テーオーエンペラー 牡７黒鹿５７ 酒井 学小笹 公也氏 須貝 尚介 三石 中田 英樹 B４９８－１２１：２１．０� ２９．０�
８１５ ヴ ェ ン テ ィ 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８８＋１０ 〃 アタマ １３６．５	
２４ メイショウゲンジ 牡７栗 ５７

５５ △国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 新冠 ヤマオカ牧場 ５２０＋ ２ 〃 ハナ ８．５

８１６ コパノマユチャン 牝４栗 ５５ 武 幸四郎小林 祥晃氏 作田 誠二 浦河 高岸 順一 ４３４－ ２１：２１．１クビ ６１．４�
１２ � ハマノモナーク 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４５４－ ２１：２１．４１� ８３．６�
１１ ラ ベ 牝５黒鹿５５ 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４＋１２ 〃 アタマ １０．１
７１４ ショウナンアトム 牡４鹿 ５７ 小牧 太国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４６８＋ ２ 〃 クビ １８．８�
７１３ ローザブランカ 牝５芦 ５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６０－ ２１：２１．５クビ ５８．３�
４８ キングアレキサンダ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介岸田 勝宏氏 大根田裕之 静内 カタオカフアーム ４９４＋ ２１：２１．７１	 ２７．１�
３６ � サクラプレジャー 牡６黒鹿５７ 北村 浩平�さくらコマース牧浦 充徳 静内 山田牧場 ５００－ ２１：２２．３３	 ３８．０�
２３ ヨシノアツヒメ 牝４鹿 ５５ 野元 昭嘉吉永 久子氏 野元 昭 青森 一山牧場 ４８２＋ ２１：２２．７２	 ３６０．１�
６１２ マイネルオークベイ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム B４９０± ０１：２４．０８ ５９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，６１２，６００円 複勝： ５９，７６６，５００円 枠連： ３８，６４３，５００円

普通馬連： １３４，５５８，５００円 馬単： ８３，４３０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，４５２，３００円

３連複： １８０，０５９，４００円 ３連単： ３５１，２４４，６００円 計： ９３６，７６７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � １３０円 枠 連（４－５） ５５０円

普通馬連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ４，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ４００円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ２，５５０円 ３ 連 単 ��� １８，９５０円

票 数

単勝票数 計 ３９６１２６ 的中 � ６２２６１（２番人気）
複勝票数 計 ５９７６６５ 的中 � ８４３８３（２番人気）� ４９１７０（５番人気）� １５３８７８（１番人気）
枠連票数 計 ３８６４３５ 的中 （４－５） ５２７８８（１番人気）
普通馬連票数 計１３４５５８５ 的中 �� ３８４８８（９番人気）
馬単票数 計 ８３４３０５ 的中 �� １２８７０（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９４５２３ 的中 �� １４３４７（８番人気）�� ３２９８９（２番人気）�� ２０７６５（４番人気）
３連複票数 計１８００５９４ 的中 ��� ５２２７８（５番人気）
３連単票数 計３５１２４４６ 的中 ��� １３６８６（４２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．７―１１．５―１１．１―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．８―３４．５―４６．０―５７．１―１：０８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスドゥクール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１．６ 京都４着

２００５．３．１２生 牝５栗 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller １３戦４勝 賞金 ３９，０８０，０００円
〔発走状況〕 マイネルオークベイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



（２２京都３）第７日 ５月１５日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

２８３，２９０，０００円
４，２６０，０００円
１０，７００，０００円
２，０４０，０００円
２８，１７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，３７９，０００円
５，５７６，８００円
１，６５３，３００円

勝馬投票券売得金
２６４，５２２，７００円
４４３，４９４，０００円
２５１，３４４，７００円
８８９，３１８，７００円
６１７，６５７，３００円
３０７，９８２，０００円
１，１６７，７１８，９００円
２，２５９，２１２，５００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 ６，２０１，２５０，８００円

総入場人員 ２０，７２９名 （有料入場人員 １８，７４８名）




