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１２０４９ ５月７日 曇 良 （２３京都３）第５日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１２ ウイントゥルーラヴ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊�ウイン 藤原 英昭 新ひだか 矢野牧場 ４２４－ ６１：５５．０ ３１．６�

７１３ ロブストニケ 牝３鹿 ５４
５１ ▲国分 優作��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４６２＋ ２１：５５．３２ ９．３�

１２ サフランルーデンス 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 ４５６± ０１：５５．５１� ４．６�
３６ ネオザスティング 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４３４＋１４１：５５．９２� ４．９�
７１４ ユウキオジョウー 牝３栗 ５４ 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４３０－ ２１：５６．１１� ４．８�
５９ ブロードピーク 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４００± ０ 〃 アタマ ４．９	
４８ メイショウモンシロ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 林 孝輝 ５０８＋ ４ 〃 ハナ １５５．４

４７ フィルハーマジック 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 ４５０＋ ８１：５６．５２� ７．２�
２４ ヤマニンレジェール 牝３栗 ５４ 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 ４８２－ ６１：５６．６� ２９５．７�
２３ テイエムセーラー 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４７６± ０１：５６．８１ ４９．３
５１０ ア ラ ン ロ ド 牝３栗 ５４ 武 豊村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４３０± ０１：５６．９� ２３．３�
３５ トーホウエルザ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４７０＋ ６１：５７．０� １４４．３�
８１５ アサヒチェリー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 本巣 敦 ４５６＋ ８１：５７．４２� １０７．３�
１１ クリノダイヤモンド 牝３芦 ５４ 中村 将之栗本 博晴氏 谷 潔 日高 永村 侑 ４８２＋ ８１：５８．０３� １０４．８�
６１１ メイショウコスモス 牝３鹿 ５４ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 多田 善弘 ４２８－ ２１：５８．２１� １５８．５�
８１６ ティボリタンポポ 牝３栗 ５４ 池添 謙一松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４９０－ ６１：５８．５２ ２６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，２１８，７００円 複勝： ２３，０６６，７００円 枠連： １０，４４７，９００円

馬連： ３３，５４９，９００円 馬単： ２２，６１５，９００円 ワイド： １７，３５１，７００円

３連複： ５３，５３３，７００円 ３連単： ７３，０９０，８００円 計： ２４４，８７５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１６０円 複 勝 � ９００円 � ３６０円 � １７０円 枠 連（６－７） ４，９５０円

馬 連 �� １５，８３０円 馬 単 �� ２９，０８０円

ワ イ ド �� ３，５８０円 �� ２，１３０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� １８，５１０円 ３ 連 単 ��� １８１，０２０円

票 数

単勝票数 計 １１２１８７ 的中 � ２８０３（９番人気）
複勝票数 計 ２３０６６７ 的中 � ５３４１（１０番人気）� １５７３４（６番人気）� ４７０４７（１番人気）
枠連票数 計 １０４４７９ 的中 （６－７） １５５９（１６番人気）
馬連票数 計 ３３５４９９ 的中 �� １５６５（３８番人気）
馬単票数 計 ２２６１５９ 的中 �� ５７４（７３番人気）
ワイド票数 計 １７３５１７ 的中 �� １１６１（３７番人気）�� １９７９（２１番人気）�� ５１９８（１３番人気）
３連複票数 計 ５３５３３７ 的中 ��� ２１３５（５７番人気）
３連単票数 計 ７３０９０８ 的中 ��� ２９８（４５６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１３．１―１３．４―１３．２―１２．９―１２．４―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３７．５―５０．９―１：０４．１―１：１７．０―１：２９．４―１：４１．９

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

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

勝馬の
紹 介

ウイントゥルーラヴ �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Montjeu デビュー ２０１０．８．２２ 札幌１４着

２００８．１．２１生 牝３鹿 母 ラヴインハーハート 母母 スターズインハーアイズ ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。

１２０５０ ５月７日 曇 良 （２３京都３）第５日 第２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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１４� アテーナーズブレス 牝３鹿 ５４ 北村 友一中村 浩章氏 増本 豊 米 Green
Gates Farm ４５８－ ８１：１１．８ ２５．６�

１２ メイショウクロガネ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４７０＋ ４１：１２．０１� ４．０�
４８ ワンダーエレメント 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 ４５８＋ ６１：１２．５３ ２．５�
３６ メイショウクロシオ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 鶴留 明雄 浦河 三嶋牧場 ４７０－ ２１：１２．８１� １１．９�
４７ タマモコメット 牝３芦 ５４

５１ ▲国分 優作タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４４０＋ ８１：１３．０１	 ２３．７�
６１２ ワンダーゴヴェルノ 牡３栗 ５６ 幸 英明山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４４０－ ２１：１３．３１� １１０．８�
３５ ファーザーリープ 牝３栗 ５４ 福永 祐一岡田 牧雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４５６＋ ２１：１３．５１� ３１．８	
８１５� エーシンホーマー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 米

C Kidder, N Cole,
J & J Mamakos &
B Kidder

４８８＋１０１：１３．６� ６．６

２３ グローバルチャージ 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介�リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 B４７６－ ４１：１３．９１� ５５．８�
１１ ダブルイーグル 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４６２＋１４１：１４．３２� ６．５
８１６ マイティローヤー 牡３栗 ５６ 中村 将之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 安達 昭夫 浦河 富菜牧場 ５０４－ ６１：１４．４� ２６７．５�
５１０ エデンシチー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 新ひだか 出羽牧場 ５２０－ ８１：１４．８２� ２３．６�
５９ フミノフェイマス 牡３栗 ５６ 安藤 光彰谷 二氏 目野 哲也 浦河 村下農場 ４９０± ０１：１５．４３� ６２．３�
７１３� レスタービート 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Dermot Cantillon
& Patrick Hayes ４８０ ―１：１５．５� ６６．３�

６１１ ラブデービット 牝３鹿 ５４ 黒岩 悠増田 陽一氏 日吉 正和 新ひだか 松田牧場 ４１６＋ ８ 〃 クビ ７３９．５�
２４ テイエムララバイ 牝３黒鹿５４ 石橋 守竹園 正繼氏 新川 恵 新ひだか 谷岡 正次 ４７８＋ ２１：１７．２大差 ４２５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９８２，４００円 複勝： ２５，９０２，６００円 枠連： １１，８９８，６００円

馬連： ３４，８７０，１００円 馬単： ２４，３０７，４００円 ワイド： １８，１０１，２００円

３連複： ５２，４４１，８００円 ３連単： ７３，９３９，７００円 計： ２５５，４４３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５６０円 複 勝 � ５４０円 � １６０円 � １２０円 枠 連（１－７） ３，０６０円

馬 連 �� ９，０９０円 馬 単 �� ２１，８３０円

ワ イ ド �� ２，３４０円 �� １，５５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ７，０８０円 ３ 連 単 ��� ８９，９００円

票 数

単勝票数 計 １３９８２４ 的中 � ４３１９（８番人気）
複勝票数 計 ２５９０２６ 的中 � ７７３８（９番人気）� ４４０２４（２番人気）� ８０９１４（１番人気）
枠連票数 計 １１８９８６ 的中 （１－７） ２８７５（１２番人気）
馬連票数 計 ３４８７０１ 的中 �� ２８３２（２７番人気）
馬単票数 計 ２４３０７４ 的中 �� ８２２（５９番人気）
ワイド票数 計 １８１０１２ 的中 �� １６９３（２７番人気）�� ２５９１（１７番人気）�� ２１４４５（１番人気）
３連複票数 計 ５２４４１８ 的中 ��� ５４６８（２０番人気）
３連単票数 計 ７３９３９７ 的中 ��� ６０７（２３８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．４―１１．８―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．０―４６．８―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アテーナーズブレス �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Lure デビュー ２０１１．３．２７ 小倉１０着

２００８．２．１３生 牝３鹿 母 Matsue 母母 Kooyonga ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムララバイ号は，平成２３年６月７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ウェイアウトバジー号・ビコーラミナ号・プレジデントペスカ号・マスコットウイング号・ミリオネアワルツ号・

リュウシンマリリン号

第３回　京都競馬　第５日



１２０５１ ５月７日 曇 良 （２３京都３）第５日 第３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

６１０ キングブラーボ 牡３黒鹿５６ 北村 友一村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５２２＋ ４１：５４．３ １１．０�

１１ ディープルマン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５１４＋ ６１：５４．６２ ７１．４�
７１１ ナリタデリゲート 牡３黒鹿５６ 福永 祐一�オースミ 木原 一良 日高 千葉飯田牧場 ５０４＋ ２１：５５．１３ ２．９�
５７ クレセントシチー 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４４４± ０１：５５．３１� １５７．０�
３３ メイショウヨウドウ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４７６－ ４１：５５．５１� ５．９�
４５ スプリングレベル 牡３黒鹿５６ 川田 将雅加藤 春夫氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４９８＋１０１：５５．６クビ １２．６�
７１２ スマートアルタス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠大川 徹氏 小崎 憲 日高 坂田牧場 ４６０± ０１：５５．９２ ３．８	
８１３ フィールドセブン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 浦河 山田 昇史 ４９０ ―１：５６．２１� ２９．９

８１４ ジョーアポロン 牡３芦 ５６ 小牧 太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ４８４－ ４１：５６．５１� １１．８�
３４ セルリアンパルス 牡３鹿 ５６ 幸 英明�イクタ 藤沢 則雄 池田 高橋 正三 ４８８ ―１：５６．８２ １８３．８
２２ フォースワン 牡３青 ５６

５５ ☆国分 恭介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム ４７０＋ ８１：５７．０１ １４２．５�
５８ テイエムライジン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B４２８＋ ４１：５７．１クビ ６．５�
６９ ドンウイング 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４３０＋ ２１：５７．３１� ４７２．６�
４６ ハッピーメール 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作飯田 正剛氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ２１：５９．４大差 ２８２．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，０６９，８００円 複勝： ２７，６９５，８００円 枠連： １２，０２７，１００円

馬連： ３８，５４１，３００円 馬単： ２８，３７６，９００円 ワイド： １７，８９０，９００円

３連複： ５１，５８２，５００円 ３連単： ７９，６９９，０００円 計： ２７１，８８３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２８０円 � ８７０円 � １４０円 枠 連（１－６） １７，７６０円

馬 連 �� １７，４７０円 馬 単 �� ３５，０３０円

ワ イ ド �� ３，９１０円 �� ５７０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� １５，１８０円 ３ 連 単 ��� １１９，０７０円

票 数

単勝票数 計 １６０６９８ 的中 � １１５５９（５番人気）
複勝票数 計 ２７６９５８ 的中 � ２３５７３（６番人気）� ５９９８（９番人気）� ７３６６９（１番人気）
枠連票数 計 １２０２７１ 的中 （１－６） ５００（２５番人気）
馬連票数 計 ３８５４１３ 的中 �� １６２９（３０番人気）
馬単票数 計 ２８３７６９ 的中 �� ５９８（６３番人気）
ワイド票数 計 １７８９０９ 的中 �� １０７５（３０番人気）�� ８４５７（６番人気）�� １９２９（２４番人気）
３連複票数 計 ５１５８２５ 的中 ��� ２５０８（４７番人気）
３連単票数 計 ７９６９９０ 的中 ��� ４９４（３０３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１３．１―１２．８―１２．９―１２．８―１２．８―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．３―５０．１―１：０３．０―１：１５．８―１：２８．６―１：４１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングブラーボ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー ２０１１．４．９ 阪神８着

２００８．４．２６生 牡３黒鹿 母 シェラムール 母母 ニコールモナムール ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーメール号は，平成２３年６月７日まで平地競走に出走できない。
※テイエムライジン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２０５２ ５月７日 曇 良 （２３京都３）第５日 第４競走 ��２，４００�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

２：２２．６
２：２２．１

良

良

８１１ イ グ ア ス 牡３黒鹿５６ 四位 洋文 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２２：２８．７ ５．９�

７１０ ダノンハロー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ２２：２９．２３ ３．３�
２２ ラ ル ゴ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ４２：２９．４１� ４．６�
６８ アーセナルゴール 牡３鹿 ５６ 小牧 太渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２２：２９．５� １４．４�
５６ クレバーキング 牡３鹿 ５６ 川田 将雅田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６４＋ ８ 〃 クビ １６．３	
５５ セルリアンディンゴ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作�イクタ 田所 秀孝 むかわ フラット牧場 ４９０± ０２：２９．６� １２．１

７９ トムコウクン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４７６－ ２２：２９．８１� ７７．４�
３３ キクノアジオ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎菊池 五郎氏 牧田 和弥 新ひだか 城地 清満 ４９２－１０ 〃 ハナ ２７６．９�
４４ オーミチャンドラ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介岩� 僖澄氏 田島 良保 新冠 清水 克則 ３９６－１０２：２９．９� ８５．９
１１ テイクミーウェイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４４６－１２２：３１．１７ ３６２．５�
８１２ ニホンピロフィード 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦小林百太郎氏 服部 利之 日高 佐々木 直孝 ４１０－ ２２：３３．３大差 ３６．１�
６７ トウシンヤマト 牡３黒鹿５６ 武 豊�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６４－ ２２：４０．８大差 ３．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，０４４，２００円 複勝： ２８，６８３，０００円 枠連： １０，９９８，７００円

馬連： ３８，３７７，３００円 馬単： ２７，２５６，８００円 ワイド： １７，２３７，４００円

３連複： ４９，９８９，３００円 ３連単： ８７，２５７，２００円 計： ２７８，８４３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（７－８） ８２０円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ５５０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，７７０円 ３ 連 単 ��� １２，３００円

票 数

単勝票数 計 １９０４４２ 的中 � ２５６９３（４番人気）
複勝票数 計 ２８６８３０ 的中 � ３９０１６（３番人気）� ６１４６５（２番人気）� ３７５０６（４番人気）
枠連票数 計 １０９９８７ 的中 （７－８） ９９８６（３番人気）
馬連票数 計 ３８３７７３ 的中 �� ２７５８２（４番人気）
馬単票数 計 ２７２５６８ 的中 �� ９０９２（９番人気）
ワイド票数 計 １７２３７４ 的中 �� １３２０８（３番人気）�� ７１９４（６番人気）�� １３５７７（２番人気）
３連複票数 計 ４９９８９３ 的中 ��� ２０９０２（４番人気）
３連単票数 計 ８７２５７２ 的中 ��� ５２３６（３０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１１．６―１３．２―１３．３―１２．９―１３．１―１３．３―１２．６―１２．０―１１．２―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�
１２．５―２４．０―３５．６―４８．８―１：０２．１―１：１５．０―１：２８．１―１：４１．４―１：５４．０―２：０６．０―２：１７．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イ グ ア ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Potrillazo デビュー ２０１０．１１．６ 東京９着

２００８．２．３生 牡３黒鹿 母 ポトリザリス 母母 Chaldee ７戦１勝 賞金 ７，２５０，０００円
〔調教再審査〕 トウシンヤマト号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 トウシンヤマト号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



１２０５３ ５月７日 曇 良 （２３京都３）第５日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２４ フレールジャック 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４６ ―１：４６．８ ４．２�

２３ ブルースビスティー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B４６０－ ４１：４７．１２ ８．６�
４８ ショウナンカミング 牡３栗 ５６ 秋山真一郎国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４６０＋ ４１：４７．４１� ４．４�
７１３ ゴットラウディー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４５６± ０ 〃 アタマ １５．９�
８１８ デットシーピサ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 新ひだか 前川 正美 ４２８－ ６ 〃 アタマ ７．２�
４７ ペガサスイエロー 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４６６－ ６１：４７．６� ６４．７�
６１１ クレバーベスト �３鹿 ５６ 武 豊田	 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４８－ ６１：４７．８１� ２１．４

８１７ レイメイフライト 牡３黒鹿５６ 小牧 太畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４７４ ―１：４７．９� ３２．１�
１１ エアクロニクル 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４５０－ ６１：４８．１１� ６．８
３５ マイネルコルテーゼ 牡３芦 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 須貝 尚介 新ひだか 木田牧場 ５０６＋１２１：４８．４１� １８８．６�
１２ コ ー ド ロ ン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊池住 安信氏 牧浦 充徳 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５６－ ６１：４８．７１� １０１．３�
５１０ タマモマーブル 牡３栗 ５６ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４８８－ ４１：４９．４４ ５．０�
５９ メインアヴェニュー 牡３青鹿５６ 北村 友一安原 浩司氏 本田 優 浦河 本巣 敦 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ２９６．２�
７１５ エイユームーン 牡３黒鹿５６ 上野 翔笹部 義則氏 飯田 雄三 新冠 川上 悦夫 ４４４－ ８ 〃 ハナ ４０５．０�
６１２ トーワゴールド 牡３青鹿５６ 小林 徹弥齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４４４± ０１：５０．２５ ４０５．９�
８１６ ケイオーホップ 牡３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新ひだか パラダイス・ファーム ４５２＋ ４１：５３．１大差 ６３０．３�
３６ リンカーンドリーム 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭�口 正蔵氏 千田 輝彦 日高 長谷川牧場 ４５６＋ ４１：５４．０５ ３７９．３�
７１４ ザ ベ ラ ル 牝３青鹿５４ 川田 将雅布施 光章氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４３４＋１８２：０３．２大差 ２５７．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，２７３，３００円 複勝： ３５，４７９，５００円 枠連： １５，７０４，１００円

馬連： ５０，８０７，２００円 馬単： ３０，６０９，５００円 ワイド： ２２，８６９，４００円

３連複： ６５，４３４，２００円 ３連単： ９９，０７１，４００円 計： ３４１，２４８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２３０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（２－２） ２，４４０円

馬 連 �� ２，３００円 馬 単 �� ３，７２０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ５４０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ３，１５０円 ３ 連 単 ��� １８，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２１２７３３ 的中 � ４０６２８（１番人気）
複勝票数 計 ３５４７９５ 的中 � ３８１２７（３番人気）� ２９１６９（６番人気）� ８３２１８（１番人気）
枠連票数 計 １５７０４１ 的中 （２－２） ４７５２（１４番人気）
馬連票数 計 ５０８０７２ 的中 �� １６３５３（１２番人気）
馬単票数 計 ３０６０９５ 的中 �� ６０８６（１５番人気）
ワイド票数 計 ２２８６９４ 的中 �� ６８５３（１０番人気）�� １０８７４（４番人気）�� ９０９２（５番人気）
３連複票数 計 ６５４３４２ 的中 ��� １５３５８（８番人気）
３連単票数 計 ９９０７１４ 的中 ��� ４０３４（３７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．８―１２．４―１２．６―１２．１―１１．７―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３５．２―４７．６―１：００．２―１：１２．３―１：２４．０―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレールジャック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev 初出走

２００８．５．２５生 牡３鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ブルースビスティー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ブルースビスティー号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ザベラル号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイオーホップ号は，平成２３年６月７日まで平地競走に出走できない。

リンカーンドリーム号は，平成２３年７月７日まで平地競走に出走できない。

１２０５４ ５月７日 晴 良 （２３京都３）第５日 第６競走 ��
��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１３ グ ラ ン ス 牝３鹿 ５４ 小牧 太吉田 千津氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：５３．０ ４．９�

２４ サトノサミット 牡３芦 ５６ 岩田 康誠里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５００－ ２１：５３．４２� １６．９�
３５ アルボランシー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４７２＋ ６１：５３．５クビ ３７．６�
５１０� ロージーライト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲国分 優作栗本 博晴氏 谷 潔 日高 メイプルファーム ４６４＋ ６１：５３．７１� １８４．３�
８１６ シ ー ラ イ フ 牝３芦 ５４ 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ４９６＋１４１：５３．８� ４９．７�
４８ ヴ ォ レ 牡３芦 ５６ 秋山真一郎�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－ ６１：５４．０１� １９．１�
１２ ハ ス ラ ー 牡３黒鹿５６ 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５１０－ ８１：５４．２１ ７．４	
６１１ サフランディライト 牡３鹿 ５６ 川田 将雅海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４７８－ ２ 〃 ハナ １０．６

２３ アドマイヤトリック 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２ 〃 ハナ ８２．０�
６１２ サンライズドバイ 牡３芦 ５６ 武 豊松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８４± ０１：５４．３� ６４．２�
８１５ バンブーチェルシー 牡３青鹿５６ 和田 竜二バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７２＋ ４１：５４．６１	 １１５．５�
７１４ タガノエテルネル 
３鹿 ５６ 幸 英明八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８２＋ ６１：５４．７� ３２．５�
５９ スラストライン 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７２－１０１：５４．８クビ ４．６�
１１ シルクエスティーム 牡３黒鹿５６ 池添 謙一有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 山岡ファーム ４７４± ０ 〃 アタマ ６５．２�
３６ タガノマツカゼ 
３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 八木牧場 ５３２± ０１：５５．１１	 ２４．２�
４７ � スクウェルチャー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 角田 晃一 米

Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

５０２± ０１：５５．２	 ３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１１１，６００円 複勝： ３４，６８３，０００円 枠連： １４，７８２，６００円

馬連： ４７，１５４，１００円 馬単： ２９，７３３，４００円 ワイド： ２３，３４５，６００円

３連複： ６５，５８６，９００円 ３連単： ９５，５６９，１００円 計： ３３１，９６６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � ５１０円 � ９１０円 枠 連（２－７） ３，１２０円

馬 連 �� ５，６４０円 馬 単 �� ９，６７０円

ワ イ ド �� １，７２０円 �� ２，９９０円 �� ８，９９０円

３ 連 複 ��� ５４，１５０円 ３ 連 単 ��� ２１３，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２１１１１６ 的中 � ３４４９２（３番人気）
複勝票数 計 ３４６８３０ 的中 � ６８９３２（２番人気）� １５８８２（６番人気）� ８１９３（１０番人気）
枠連票数 計 １４７８２６ 的中 （２－７） ３５００（１４番人気）
馬連票数 計 ４７１５４１ 的中 �� ６１８０（１８番人気）
馬単票数 計 ２９７３３４ 的中 �� ２２７０（３４番人気）
ワイド票数 計 ２３３４５６ 的中 �� ３４０６（１７番人気）�� １９２１（３０番人気）�� ６２８（７４番人気）
３連複票数 計 ６５５８６９ 的中 ��� ８９４（１５０番人気）
３連単票数 計 ９５５６９１ 的中 ��� ３３０（６２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３７．３―５０．１―１：０３．１―１：１５．８―１：２８．０―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．２
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

グ ラ ン ス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Deputy Commander デビュー ２０１０．１１．６ 京都３着

２００８．２．２６生 牝３鹿 母 グラッブユアハート 母母 Kelly Amber ６戦２勝 賞金 １８，１５０，０００円



１２０５５ ５月７日 晴 良 （２３京都３）第５日 第７競走 ��
��１，６００�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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

７９ タイキパーシヴァル 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４９０＋ ２１：３３．２ ５．８�

７８ ゼフィランサス 牝３青 ５４ 藤田 伸二�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 ４１８± ０ 〃 ハナ １７．９�
５５ トップシャイン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４６６＋ ４１：３３．６２� ４．２�
６６ エーティーランボー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４６８＋ ４１：３３．７クビ １１．７�
３３ ラフアウェイ 牝３青 ５４ 岩田 康誠�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５５０＋ ６ 〃 クビ ３．５�
１１ ゴットマスタング 牡３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 ４６８－ ８１：３３．８クビ ８．７	
８１１ マヤノクレド 牡３鹿 ５６ 和田 竜二田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４７６－ ２１：３３．９� １２１．１

２２ ロードハリアー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 ４６６－ ４１：３４．４３ ７．６�
４４ ラトーヌペガサス 牝３鹿 ５４ 幸 英明松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４２４－１４１：３４．６１� ３６．６�
８１０ アドマイヤクーガー 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋１２１：３４．８１� ９．６
６７ キンショーオーロラ 牝３青 ５４ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 新ひだか 本桐牧場 ４３６－ ４１：３４．９� ３１．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，７９４，４００円 複勝： ３２，４２１，８００円 枠連： １１，４２５，６００円

馬連： ４７，４６４，３００円 馬単： ３１，３３０，２００円 ワイド： ２０，２３９，５００円

３連複： ５７，６５５，３００円 ３連単： ９９，９８３，９００円 計： ３１９，３１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２１０円 � ４４０円 � １６０円 枠 連（７－７） ４，１４０円

馬 連 �� ５，４８０円 馬 単 �� ９，８９０円

ワ イ ド �� １，６６０円 �� ６５０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ７，８４０円 ３ 連 単 ��� ５５，６９０円

票 数

単勝票数 計 １８７９４４ 的中 � ２５９１０（３番人気）
複勝票数 計 ３２４２１８ 的中 � ４２０６６（３番人気）� １５２８９（８番人気）� ６７４０３（１番人気）
枠連票数 計 １１４２５６ 的中 （７－７） ２０４１（２０番人気）
馬連票数 計 ４７４６４３ 的中 �� ６３９３（２４番人気）
馬単票数 計 ３１３３０２ 的中 �� ２３３９（４４番人気）
ワイド票数 計 ２０２３９５ 的中 �� ２９１４（２５番人気）�� ８０６７（５番人気）�� ３７０２（２０番人気）
３連複票数 計 ５７６５５３ 的中 ��� ５４３１（３１番人気）
３連単票数 計 ９９９８３９ 的中 ��� １３２５（２１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３４．８―４７．０―５８．９―１：１０．５―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキパーシヴァル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２０１０．９．２６ 札幌１着

２００８．２．１６生 牡３栗 母 ヤエノジョオー 母母 リンクスオブゴールド ６戦２勝 賞金 １５，８００，０００円

１２０５６ ５月７日 晴 良 （２３京都３）第５日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

３３ ヤマニンシャスール 牡４鹿 ５７ 福永 祐一土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４７０＋ ６１：５９．９ ４．１�

８１１ タガノイノセンス 牝４青 ５５ 川田 将雅八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ４９４＋ ２２：００．１１� ８．０�
１１ � メイショウサミット 牡５鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 ５３０－ ６２：００．２� ５．６�
２２ タマモグランプリ 	４鹿 ５７ 浜中 俊タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４３０＋ ６２：００．３クビ ２．６�
５５ アドマイヤツバサ 牡４青鹿５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５０＋１４２：００．４� ７．１�
４４ � エルプレジデンテ 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４５２± ０２：００．６１
 ２４．４�

６８ トップミノル 牡４青鹿５７ 池添 謙一吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７２± ０２：００．７クビ １８．３	
６７ コ ン ゴ ウ 牡５芦 ５７ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４０－ ８２：０１．１２� ６１．４

５６ ブリリアントシチー 牡４栗 ５７

５４ ▲国分 優作 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５０４－ ４２：０１．２� １００．４�
７１０� マッシヴジェネラル 牡４青 ５７ 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４６４－ ４２：０１．８３� ２３８．７�
７９ デイブレイクスベル 牡５黒鹿５７ 幸 英明協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４７４－ ４２：０２．０１
 ７６．１�
８１２� ブ レ イ ク 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介河合實貴男氏 服部 利之 日高 シンボリ牧場 ４６２＋１２２：０２．１� ２０．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，４１６，１００円 複勝： ２６，２９９，０００円 枠連： １２，３１４，８００円

馬連： ４４，４０５，５００円 馬単： ３２，１７３，６００円 ワイド： １７，９０１，５００円

３連複： ５８，２２５，２００円 ３連単： １０８，５４３，８００円 計： ３１６，２７９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（３－８） １，１９０円

馬 連 �� １，５９０円 馬 単 �� ３，１１０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ４００円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，６００円 ３ 連 単 ��� １５，９７０円

票 数

単勝票数 計 １６４１６１ 的中 � ３１９７５（２番人気）
複勝票数 計 ２６２９９０ 的中 � ５１１４７（２番人気）� ２７１６４（５番人気）� ４７３６４（３番人気）
枠連票数 計 １２３１４８ 的中 （３－８） ７６５９（６番人気）
馬連票数 計 ４４４０５５ 的中 �� ２０７１９（８番人気）
馬単票数 計 ３２１７３６ 的中 �� ７６５０（１３番人気）
ワイド票数 計 １７９０１５ 的中 �� ７２９７（７番人気）�� １１８５１（４番人気）�� ５９６９（９番人気）
３連複票数 計 ５８２２５２ 的中 ��� １６５４６（９番人気）
３連単票数 計１０８５４３８ 的中 ��� ５０１９（４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３６．５―４８．８―１：００．８―１：１３．３―１：２５．３―１：３６．９―１：４８．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヤマニンシャスール �
�
父 マイネルマックス �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００９．７．５ 福島７着

２００７．４．１７生 牡４鹿 母 イブキグリンバレー 母母 モントタヤーラ ２７戦２勝 賞金 ３９，９８４，０００円



１２０５７ ５月７日 晴 良 （２３京都３）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

お い け

御 池 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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

６１２ メイショウヤワラ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５３６＋ ２１：２３．２ ３．８�

２４ ヘリオスシチー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４５６＋ ２１：２３．５１� １０．３�
３５ ペガサスヒーロー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一松岡 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 ４６６－ ２１：２３．７１� ２．７�
４８ メイショウシェイク 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５３２＋ ８１：２４．０１� ４８．０�
８１６ アイディンパワー 牡５鹿 ５７ 北村 友一米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９４＋ ４ 〃 クビ １０．１�
５１０ グリッターエルフ 牝７黒鹿５５ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４８８＋ ４ 〃 アタマ ２６．２�
４７ ライコウテンユウ 牡６栗 ５７ 浜中 俊内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５２４± ０１：２４．１クビ ３４．４	
８１５ エーシンポルックス 牡４芦 ５７ 小牧 太�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B４９８－ ２１：２４．４２ ４．７

１２ テイエムフルパワー 牡７栗 ５７ 国分 優作竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ １１２．７�
５９ 	 キングコーリンオー 
５鹿 ５７ 熊沢 重文伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４５０－ ２１：２４．７１� ２２４．６�
２３ ヨドノブラボー 牡４鹿 ５７ 国分 恭介海原 聖一氏 大根田裕之 平取 高橋 啓 ４６０－ ８１：２５．０１� ４７４．３
７１３ ユメノキズナ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４７２－ ８１：２５．２１� ３３．３�
３６ ハニーメロンチャン 牝４栗 ５５ 武 豊松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４６２＋ ４１：２５．４� ２４．９�
７１４ アドマイヤオンリー 牝４芦 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ２１：２５．６１� ２６．３�
１１ 	 ナビエストークス 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B４８４＋１０１：２７．０９ ２４１．７�

（１５頭）
６１１ キリシマウイング 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋 修孝 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２７，２６５，０００円 複勝： ４７，９６６，０００円 枠連： ２３，５８５，３００円

馬連： ９４，００１，０００円 馬単： ５５，４１２，０００円 ワイド： ３５，０８０，９００円

３連複： １１８，７９６，２００円 ３連単： ２０１，７１４，１００円 計： ６０３，８２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（２－６） １，９１０円

馬 連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ３，３３０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ２５０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� １０，５００円

票 数

単勝票数 差引計 ２７２６５０（返還計 ３ ） 的中 � ５７６１３（２番人気）
複勝票数 差引計 ４７９６６０（返還計 ６ ） 的中 � ９９４９７（２番人気）� ４８７９１（４番人気）� １１８８０５（１番人気）
枠連票数 差引計 ２３５８５３（返還計 ６ ） 的中 （２－６） ９１１７（８番人気）
馬連票数 差引計 ９４００１０（返還計 ４１） 的中 �� ３４６２６（７番人気）
馬単票数 差引計 ５５４１２０（返還計 ４１） 的中 �� １２３０３（１２番人気）
ワイド票数 差引計 ３５０８０９（返還計 ２５） 的中 �� １３１５９（７番人気）�� ３９０７１（１番人気）�� １９７３５（４番人気）
３連複票数 差引計１１８７９６２（返還計 ２１１） 的中 ��� ６４０２９（２番人気）
３連単票数 差引計２０１７１４１（返還計 ３０９） 的中 ��� １４１７９（１９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．５―１２．０―１２．２―１１．８―１２．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヤワラ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ウインドストース デビュー ２００８．４．１２ 阪神１着

２００５．４．１７生 牝６栗 母 メイショウサンサン 母母 ミスイメージ １４戦４勝 賞金 ４９，６６９，０００円
〔出走取消〕 キリシマウイング号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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 スピルオーバー号・ミヤジシェンロン号

１２０５８ ５月７日 晴 良 （２３京都３）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�

たかせがわ

高瀬川ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．５．８以降２３．５．１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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

３５ � ド ス ラ イ ス 牡５栗 ５７ 川田 将雅小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar
Farm, LLC ５３２＋ ２１：２２．４ ３７．０�

３４ サ イ オ ン 牡５芦 ５７ 安藤 勝己里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０４－ ２１：２２．６１� ２．７�
４７ � キャプテンルビー 牡６芦 ５４ 藤岡 佑介�ターフ・スポート伊藤 大士 三石 ダイイチ牧場 B４６６± ０１：２２．９２ ５１．１�
７１２ デイトユアドリーム 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：２３．４３ ４．５�
２２ � ジートップキセキ 牡６栗 ５４ 小林 徹弥�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５０８－ ８ 〃 クビ ３９．２�
８１４ ハクバドウジ 牡６芦 ５４ 熊沢 重文�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５１６± ０１：２３．６１� １８．３	
６１０ サンマルセイコー 牝８黒鹿５０ 国分 優作相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９４＋ ８１：２３．７	 １０５．３

５８ ロリンザーユーザー 牡７鹿 ５４ 国分 恭介ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B５０４－ ８ 〃 ハナ ４５．３�
６１１ ウインプレミアム 牡７芦 ５４ 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４９６＋ ８１：２３．８クビ １７．６�
２３ � カフェレジェンド 牡６青鹿５４ 幸 英明西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５２０－ ２１：２３．９
 １０８．８
４６ サウンドアクシス 牡５栗 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８０± ０１：２４．０
 ６．３�
１１ � パーフェクトケン 牡５鹿 ５５ 藤田 伸二藤田 在子氏 萱野 浩二 米 Edward P.

Evans ５０２＋ ８１：２４．１
 ３１．３�
７１３ ノボレインボー 牝５芦 ５２ 石橋 守�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５１０＋ ２１：２４．４２ ７７．８�
５９ ストレートイン 牡５鹿 ５５ 秋山真一郎島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５０２－１８１：２４．５クビ ２０８．１�
８１５ トウショウクエスト 牡６栗 ５５ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３０± ０１：２５．１３
 ４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，２２９，４００円 複勝： ４８，４８０，５００円 枠連： ２７，７９５，３００円

馬連： １１７，３９８，９００円 馬単： ６６，７０６，９００円 ワイド： ３９，１２１，０００円

３連複： １４３，６１７，８００円 ３連単： ２５１，２０２，６００円 計： ７２５，５５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７００円 複 勝 � ８１０円 � １７０円 � １，５４０円 枠 連（３－３） ７，２７０円

馬 連 �� ６，４５０円 馬 単 �� １７，０２０円

ワ イ ド �� １，７８０円 �� １６，４００円 �� ３，１６０円

３ 連 複 ��� ７７，５４０円 ３ 連 単 ��� ５２９，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３１２２９４ 的中 � ６６６６（８番人気）
複勝票数 計 ４８４８０５ 的中 � １３０４１（１０番人気）� １０９２１７（１番人気）� ６５４３（１４番人気）
枠連票数 計 ２７７９５３ 的中 （３－３） ２８２５（２３番人気）
馬連票数 計１１７３９８９ 的中 �� １３４４９（２１番人気）
馬単票数 計 ６６７０６９ 的中 �� ２８９３（５０番人気）
ワイド票数 計 ３９１２１０ 的中 �� ５５１１（１６番人気）�� ５７６（８６番人気）�� ３０５５（３４番人気）
３連複票数 計１４３６１７８ 的中 ��� １３６７（１５０番人気）
３連単票数 計２５１２０２６ 的中 ��� ３５０（８７５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１１．７―１２．１―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．７―３３．７―４５．４―５７．５―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ド ス ラ イ ス �
�
父 Speightstown �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２００９．４．２６ 東京８着

２００６．４．１６生 牡５栗 母 Daisies and Nites 母母 Slew’s Ann １９戦４勝 賞金 ７８，５９１，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出走取消馬 ドリームスカイラブ号（疾病〔左肩跛行〕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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 アグネスマクシマム号・アデュラリア号・アンヴァルト号・オオトリオウジャ号・キングパーフェクト号・

ケイアイエーデル号・ゴールドエンデバー号・ジョーメテオ号・テイエムクレナイ号・ノルマンディー号・
ビギンマニューバー号・マイエンブレム号



１２０５９ ５月７日 晴 良 （２３京都３）第５日 第１１競走 ��
��２，２００�第５９回京 都 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走１５時３５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
京都新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，１９０，０００円 ３４０，０００円 １７０，０００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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

３５ クレスコグランド 牡３栗 ５６ 武 豊堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４９０－ ４２：１３．５ ９．２�

６１１ ユニバーサルバンク 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２ 〃 ハナ ５．４�
６１０ サウンドバスター 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 ４７４－ ６ 〃 アタマ ４２．８�
２２ ルイーザシアター 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９０－ ２２：１３．７１� １９．０�
４６ サ ン ビ ー ム 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ４９８－１２ 〃 クビ ２５．４�
５９ パッションダンス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４ 〃 アタマ １８．７	
１１ ダノンフェニックス 牡３黒鹿５６ 川田 将雅�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３０－ ２２：１３．８クビ １４．９

４７ サトノシュレン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 ４７４＋１０ 〃 ハナ １２０．２�
７１３ ファタモルガーナ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 ４７０± ０２：１４．０１� ８０．８�
７１２ レッドデイヴィス �３鹿 ５６ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６２－１６２：１４．２１ １．７
８１５ テ ン ペ ル 牡３黒鹿５６ 池添 謙一山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４６２－ ８２：１４．４１� ２７．４�
８１４ コスモヘイガー 牡３栗 ５６ 北村 友一 �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 増本牧場 ４９８－ ４２：１４．５� １４０．３�
５８ ア ヤ ナ ミ 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎田原 邦男氏 小島 茂之 新冠 秋田牧場 ４９２± ０２：１４．９２� ３７６．７�
３４ マーベラスバロン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４７４± ０２：１６．２８ ２８６．４�
２３ レッドセインツ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４２０± ０２：１９．１大差 １７．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０１，７５７，１００円 複勝： １５１，９４８，８００円 枠連： ７４，３８１，９００円

馬連： ３６７，８１２，９００円 馬単： ２２７，５１４，０００円 ワイド： １２５，５９３，５００円

３連複： ４８２，０９３，３００円 ３連単： １，０１１，０６８，１００円 計： ２，５４２，１６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２８０円 � １９０円 � ８５０円 枠 連（３－６） １，６１０円

馬 連 �� １，８１０円 馬 単 �� ４，３２０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ３，８２０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� １８，１８０円 ３ 連 単 ��� １１３，１００円

票 数

単勝票数 計１０１７５７１ 的中 � ８７３５１（３番人気）
複勝票数 計１５１９４８８ 的中 � １４６４０６（３番人気）� ２５９３９６（２番人気）� ３７３９９（１０番人気）
枠連票数 計 ７４３８１９ 的中 （３－６） ３４２０２（５番人気）
馬連票数 計３６７８１２９ 的中 �� １５０６０１（７番人気）
馬単票数 計２２７５１４０ 的中 �� ３８８７３（１４番人気）
ワイド票数 計１２５５９３５ 的中 �� ５９３４０（３番人気）�� ７７２５（３９番人気）�� １４３４４（２３番人気）
３連複票数 計４８２０９３３ 的中 ��� １９５８０（５６番人気）
３連単票数 計１０１１０６８１ 的中 ��� ６５９８（２９４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．３―１２．４―１２．４―１３．２―１３．１―１２．３―１１．２―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．５―３５．８―４８．２―１：００．６―１：１３．８―１：２６．９―１：３９．２―１：５０．４―２：０１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレスコグランド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．５ 京都２着

２００８．１．３１生 牡３栗 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ ６戦３勝 賞金 ７５，０８４，０００円
〔発走状況〕 ファタモルガーナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ルイーザシアター号の騎手安藤勝己は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ファタモルガーナ号は，平成２３年５月８日から平成２３年５月２９日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。

１２０６０ ５月７日 晴 良 （２３京都３）第５日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （芝・右・外）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７１４ デ コ ル テ 牝４黒鹿５５ 福永 祐一谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４５６＋ ６１：３３．８ ４．１�

２４ ハッピーパレード 牝５黒鹿５５ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４２± ０１：３４．１１� ４．０�
７１３ フェイズシフト 牝５黒鹿５５ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７０＋ ２１：３４．３１� ５６．０�
６１２ ナリタシリカ 牝５黒鹿５５ 和田 竜二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４４２－１４１：３４．４� ２４．８�
８１８ オメガブルーハワイ 牝４黒鹿５５ 武 豊原 �子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２ 〃 クビ ５．７�
６１１ ブルーモーメント 牝４鹿 ５５ 川田 将雅前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８± ０ 〃 ハナ ２３．５�
２３ アクティビューティ 牝４芦 ５５ 熊沢 重文	宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５００－ ４１：３４．５クビ １１．１

３６ モ モ フ ク 牝６栗 ５５

５４ ☆国分 恭介大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４７６＋ ２ 〃 クビ ９９．８�
８１７ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５５ 藤岡 佑介飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４２＋ ２１：３４．６� ５０．２�
５９ メイショウルシェロ 牝６黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４１８± ０ 〃 ハナ ３２．６
８１６ ニチドウルチル 牝４栗 ５５ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４９０＋ ２１：３４．７� ６．８�
７１５ イイデエース 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４７０－ ８ 〃 ハナ ６４．８�
４８ ルナフライト 牝５黒鹿５５ 浜中 俊小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ２８．１�
５１０ ヤマニンビサージュ 牝４青 ５５

５２ ▲藤懸 貴志土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 ４３６＋ ６１：３４．８� ４０７．９�
１１ ト シ ザ マ キ 牝４栗 ５５ 幸 英明上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４５８－ ６１：３４．９� １１．８�
３５ オカゲサマデ 牝５鹿 ５５

５２ ▲国分 優作小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ２４．３�
１２ シルクナデシコ 牝５栗 ５５ 石橋 守有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４２４＋ ２１：３５．０クビ １３２．３�
４７ クリノサンデーママ 牝５栗 ５５ 川島 信二栗本 博晴氏 星野 忍 浦河 本巣 敦 ４３４－ ４１：３５．１� ２５９．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，２７７，６００円 複勝： ５０，９８８，９００円 枠連： ３７，１９８，９００円

馬連： １１３，９１５，５００円 馬単： ６４，０１４，９００円 ワイド： ４２，６５２，１００円

３連複： １４６，７４０，９００円 ３連単： ２５１，６２７，２００円 計： ７３７，４１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ９９０円 枠 連（２－７） ６２０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ３，１７０円 �� ３，１４０円

３ 連 複 ��� １２，９９０円 ３ 連 単 ��� ５１，８３０円

票 数

単勝票数 計 ３０２７７６ 的中 � ５９０７５（２番人気）
複勝票数 計 ５０９８８９ 的中 � ９２２６３（２番人気）� ９９３５７（１番人気）� ９２７７（１３番人気）
枠連票数 計 ３７１９８９ 的中 （２－７） ４４８１７（３番人気）
馬連票数 計１１３９１５５ 的中 �� １１０３１９（１番人気）
馬単票数 計 ６４０１４９ 的中 �� ２８３０２（１番人気）
ワイド票数 計 ４２６５２１ 的中 �� ３４３７４（１番人気）�� ３０７０（３８番人気）�� ３１０３（３６番人気）
３連複票数 計１４６７４０９ 的中 ��� ８３３９（３９番人気）
３連単票数 計２５１６２７２ 的中 ��� ３５８３（１２９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１２．６―１２．１―１１．６―１１．０―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．０―４７．６―５９．７―１：１１．３―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ コ ル テ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１．１６ 京都４着

２００７．３．２２生 牝４黒鹿 母 タニノホロホロ 母母 タニノターゲット ９戦３勝 賞金 ３０，６６６，０００円



（２３京都３）第５日 ５月７日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８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

２７３，６７０，０００円
５，４６０，０００円
２，７６０，０００円
２５，７８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，００７，０００円
４，８８３，０００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
３２８，４３９，６００円
５３３，６１５，６００円
２６２，５６０，８００円
１，０２８，２９８，０００円
６４０，０５１，５００円
３９７，３８４，７００円
１，３４５，６９７，１００円
２，４３２，７６６，９００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 ６，９６８，８１４，２００円

総入場人員 ２２，４３７名 （有料入場人員 ２０，９５２名）


