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１２０８５ ５月１５日 晴 良 （２３京都３）第８日 第１競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走９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

３４ クレセントシチー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �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± ０１：５４．４ １２．５�

８１３ スプリングシーズン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０８－ ８１：５４．５� ５．０�

７１１ ダンスラナキラ 牡３黒鹿５６ 小牧 太橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７２＋ ６１：５４．７１� ７．９�
２２ ネバーミスザマーク 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 北光牧場 ５０４＋ ６１：５４．９１� ６．０�
５７ ランスブレイク 牡３鹿 ５６ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤巻 則弘 ４７６± ０１：５５．０クビ ２．７�
８１４ シーズガレット 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４４８± ０１：５５．１� １２．１�
６１０ ビヨンドザリーフ 牡３栗 ５６ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム B４５２± ０１：５５．４２ ７．０	
４５ ネバープリンス 牡３鹿 ５６ 田中 克典澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４７８－１０１：５５．５� ６４．３

７１２ シルバーチーフ 牡３芦 ５６ 幸 英明加藤 守氏 南井 克巳 新ひだか 坂本牧場 ４８４＋ ２１：５６．０３ ９５．９�
３３ キャピタルチャンス 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 ５２０ ―１：５６．５３ ８２．７�
５８ シルクアリオン 牡３栗 ５６ 竹之下智昭有限会社シルク庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４５４－ ８１：５６．６� ４３．１
１１ テイクミーウェイ 牝３鹿 ５４ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４４２－ ４１：５７．２３� １９５．１�
６９ メイショウアサギリ 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 ４２４－ ４１：５７．９４ １２１．７�
４６ フィッシャーガール 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４６０＋ ２２：０１．０大差 １０６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，１２４，５００円 複勝： ２１，０７６，７００円 枠連： ８，０１９，３００円

馬連： ３１，３０８，９００円 馬単： ２２，２３６，４００円 ワイド： １３，５５４，０００円

３連複： ４７，９０１，６００円 ３連単： ７３，８６５，９００円 計： ２２８，０８７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ３１０円 � ２１０円 � ２１０円 枠 連（３－８） １，８５０円

馬 連 �� ３，１４０円 馬 単 �� ７，２７０円

ワ イ ド �� １，１００円 �� １，１３０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ８，２１０円 ３ 連 単 ��� ５５，８６０円

票 数

単勝票数 計 １０１２４５ 的中 � ６３９７（７番人気）
複勝票数 計 ２１０７６７ 的中 � １６０８２（６番人気）� ２９０９６（３番人気）� ２９２９９（２番人気）
枠連票数 計 ８０１９３ 的中 （３－８） ３２０８（９番人気）
馬連票数 計 ３１３０８９ 的中 �� ７３６５（１４番人気）
馬単票数 計 ２２２３６４ 的中 �� ２２５９（３０番人気）
ワイド票数 計 １３５５４０ 的中 �� ３０１６（１４番人気）�� ２９４０（１５番人気）�� ４４３３（９番人気）
３連複票数 計 ４７９０１６ 的中 ��� ４３０６（２６番人気）
３連単票数 計 ７３８６５９ 的中 ��� ９７６（１８１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．１―５０．３―１：０３．５―１：１６．５―１：２９．０―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３７．９
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クレセントシチー �
�
父 チアズブライトリー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．３．１９ 阪神１０着

２００８．３．１５生 牡３栗 母 ラブリークレセント 母母 ラブリーアズマ ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィッシャーガール号は，平成２３年６月１５日まで平地競走に出走できない。
※テイクミーウェイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２０８６ ５月１５日 晴 良 （２３京都３）第８日 第２競走 １，６００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

７１５ パイクスピーク 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２１：３５．５ ３．７�

８１８ サンレガーロ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４１８－ ６１：３５．６� １９．６�
８１７ エーシンサクショー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４１４－ ６ 〃 クビ ５３．１�
５１０ サトノコンドル 牝３栗 ５４ 川田 将雅里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４７０－ ４１：３５．８１� ４．４�
２４ マイネクラレット 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 大典牧場 ４４６－ ８１：３５．９� ８．８�
５９ ロードエアフォース 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４７４－ ２ 〃 アタマ ４．６	
２３ ディープロミオ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三深見 敏男氏 北出 成人 浦河 辻 牧場 ４８０＋ ４１：３６．０クビ ６．１

７１４ ディアウィキッド 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４２２－ ２１：３６．１� １７８．０�
４８ ハナサクテーラー 牝３芦 ５４ 小坂 忠士中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４７６＋１０１：３６．３１� ３２５．９�
６１２ ベルベットキス 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬加藤 厚子氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４０２± ０１：３６．４� ４１３．５
１２ ライジングサン 牡３栗 ５６ 熊沢 重文名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５０２－ ２ 〃 ハナ ２０１．７�
６１１ ゴールドルースター 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４４８－１２１：３６．６１� １２．６�
４７ ネオザフラッシュ 牝３栗 ５４ 幸 英明小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４０４－ ４１：３６．７� ６７．６�
１１ メイショウウンゼン 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４４０－ ６１：３７．２３ ２４５．９�
３５ カシノリミテッド 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎柏木 務氏 境 直行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４２８＋１８１：３７．３� ４１１．４�
７１３ フラワーキー 牝３青鹿 ５４

５１ ▲国分 優作北前孔一郎氏 田所 秀孝 浦河 村下農場 ４８８ ―１：３７．８３ １１２．６�
８１６ ダイシンライン 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 大八木信行氏 友道 康夫 新ひだか 松本牧場 ４４２＋１０１：３８．０１� ５１．７�

（伊）

３６ アグネスパンジー 牝３芦 ５４ 小牧 太渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 本巣牧場 ４５２ ―１：３８．２１ ２０．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０，５４５，０００円 複勝： １８，５７０，４００円 枠連： １０，８１５，９００円

馬連： ３０，５７３，４００円 馬単： ２０，４０２，９００円 ワイド： １２，８６０，１００円

３連複： ４１，７９８，１００円 ３連単： ５９，２９０，９００円 計： ２０４，８５６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � ２００円 � ５９０円 � １，０７０円 枠 連（７－８） ２，３６０円

馬 連 �� ４，７５０円 馬 単 �� ７，２３０円

ワ イ ド �� １，７３０円 �� ３，３２０円 �� ５，９８０円

３ 連 複 ��� ４３，２１０円 ３ 連 単 ��� １７５，７３０円

票 数

単勝票数 計 １０５４５０ 的中 � ２２８００（１番人気）
複勝票数 計 １８５７０４ 的中 � ３２６０３（２番人気）� ７４２１（７番人気）� ３８４４（９番人気）
枠連票数 計 １０８１５９ 的中 （７－８） ３３８４（１０番人気）
馬連票数 計 ３０５７３４ 的中 �� ４７５８（１６番人気）
馬単票数 計 ２０４０２９ 的中 �� ２０８３（２７番人気）
ワイド票数 計 １２８６０１ 的中 �� １８６２（１８番人気）�� ９５１（３０番人気）�� ５２２（４４番人気）
３連複票数 計 ４１７９８１ 的中 ��� ７１４（９４番人気）
３連単票数 計 ５９２９０９ 的中 ��� ２４９（４２３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．８―１２．５―１２．１―１１．９―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．７―４８．２―１：００．３―１：１２．２―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パイクスピーク �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Hernando デビュー ２０１１．２．２７ 阪神４着

２００８．３．２生 牝３鹿 母 アルヴァーダ 母母 Lalindi ４戦１勝 賞金 ６，４８０，０００円
※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） １頭 カガタイキ号
（非抽選馬） １頭 ゴールデンコマンド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回　京都競馬　第８日



１２０８７ ５月１５日 晴 良 （２３京都３）第８日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

３６ オーシャンブルー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４３２－ ２２：０１．１ ４．１�

５９ フェニックスソード 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４６２＋ ２２：０１．６３ １０．９�
（伊）

７１３ メイショウカルロ 牡３鹿 ５６
５３ ▲森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５０＋ ２２：０１．８１� ５．３�

５１０ メイショウテッサイ 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 B４７０＋ ２２：０２．２２� ３．１�
２３ クーガーストリート 牡３青鹿５６ 秋山真一郎 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４８４－ ８２：０２．４１� １３．５	
８１８ ミラグロッサ 牝３栗 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－１２２：０３．１４ ４．９

８１７ ミラーメソロ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 ３９６± ０２：０３．３１ １１１．２�
１２ ジャイアントブルー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一中西 宏彰氏 加藤 敬二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４８４－ ８２：０３．４� ４１０．９�
８１６ ダンスインザスカイ 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ２２４．６
６１２ ヤマニンパリュール 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 ４５８－ ６２：０３．６１� ４０．６�
３５ ニシノエクシード 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介西山 茂行氏 河内 洋 むかわ 西山牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ４６．５�
７１５ ブライティアコート 牝３青鹿５４ 田嶋 翔小林 昌志氏 小島 貞博 平取 雅 牧場 ４４８－ ４２：０３．７クビ ３８３．２�
２４ タカノコウモン 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 白井牧場 ４３２± ０２：０４．３３� １９５．１�
６１１ テイエムタキシード 牡３青鹿 ５６

５３ ▲国分 優作竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 鎌田 正嗣 ４７４± ０２：０４．６１� ３３４．１�
４７ アートスポット 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４２６＋ ８ 〃 クビ ２７．３�
４８ ファランギース 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�村田牧場 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４２６＋ ２２：０５．１３ １０３．６�
７１４ テイエムカルチェ 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 荻伏三好フ

アーム ４５８－１２２：０６．８大差 ３５５．０�
１１ ロードスラッガー �３青鹿５６ 小林慎一郎 �ロードホースクラブ 梅田 智之 新ひだか グランド牧場 ４７０＋ ６２：０７．１１� １４５．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，２５２，８００円 複勝： ２０，５１８，２００円 枠連： １１，５１０，６００円

馬連： ３２，５２８，５００円 馬単： ２５，３５９，４００円 ワイド： １４，７３２，４００円

３連複： ４７，１２８，４００円 ３連単： ７１，３７３，６００円 計： ２３５，４０３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（３－５） ４９０円

馬 連 �� ２，６００円 馬 単 �� ４，０３０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ４８０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ４，４５０円 ３ 連 単 ��� ２５，５９０円

票 数

単勝票数 計 １２２５２８ 的中 � ２３９５８（２番人気）
複勝票数 計 ２０５１８２ 的中 � ３３１６４（２番人気）� １８６４７（５番人気）� ２９６１０（３番人気）
枠連票数 計 １１５１０６ 的中 （３－５） １７４４５（１番人気）
馬連票数 計 ３２５２８５ 的中 �� ９２５７（１０番人気）
馬単票数 計 ２５３５９４ 的中 �� ４６４９（１５番人気）
ワイド票数 計 １４７３２４ 的中 �� ４４７３（１０番人気）�� ８１２０（５番人気）�� ２８５７（１５番人気）
３連複票数 計 ４７１２８４ 的中 ��� ７８２２（１３番人気）
３連単票数 計 ７１３７３６ 的中 ��� ２０５９（７４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．８―１２．１―１２．２―１２．９―１３．１―１２．９―１１．７―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．０―３４．８―４６．９―５９．１―１：１２．０―１：２５．１―１：３８．０―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．０
１
３

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

２
４

１＝８（２，１３）（３，４，１０）７（９，１８）（６，１２，１７）１６－１１－１５＝（１４，５）・（８，１３）（１，６，２，１０）９（７，３）１６（１２，４，１８）（１１，１７）１５－５＝１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オーシャンブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dashing Blade デビュー ２０１１．２．５ 小倉６着

２００８．３．２６生 牡３鹿 母 プ ア プ ー 母母 Plains Indian ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 ニシノエクシード号は，装鞍所で右後肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムカルチェ号・ロードスラッガー号は，平成２３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ツルミアクセル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２０８８ ５月１５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都３）第８日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

３４ リリーハーバー 牡７黒鹿６０ 小坂 忠士土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ５１６＋ ６３：１３．７ ８．０�

６１０� スズカワイルド 牡６黒鹿６０ 林 満明永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７８－ ２３：１４．８７ ２．７�
７１１ オンワードホープ �４黒鹿５９ 熊沢 重文�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４８６－ ２３：１５．０� ４．４�
１１ � カワキタトップ 牡５芦 ６０ 植野 貴也川島 吉男氏 梅内 忍 三石 木田牧場 ４７２± ０３：１５．２１� ９．９�
２２ ヤ ラ マ イ カ 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ５１８＋ ２３：１６．３７ ４９．５�
５７ ワキノレジェンド 牡４鹿 ５９ 北沢 伸也脇山 良之氏 大根田裕之 新ひだか 田原橋本牧場 ４９０＋ ２３：１６．７２	 １７．３�
８１３ スズカケノミチ 牝４栗 ５７ 高野 和馬武岡 雅子氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５０＋ ６３：１８．０８ １６３．０	
３３ ピエナグッドラック 牡７鹿 ６０ 中村 将之本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７８＋ ２３：１９．３８ ７．１

７１２ アラタマポケット 牡５鹿 ６０ 難波 剛健荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７２± ０３：２０．７９ １３８．３�
６９ 
 エーシンテュポーン 牡４鹿 ５９ 今村 康成�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８４－ ２３：２０．９� １４．８�
８１４� ブルーフォーチュン 牝５鹿 ５８ 田嶋 翔桜井 欣吾氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４５４± ０３：２１．３２	 １２．３
４６ 
 ライオングラス �７栗 ６０ 横山 義行山本 英俊氏 尾関 知人 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

４８６－ ６３：２４．４大差 ７６．９�
５８ シンボリルルド 牡４鹿 ５９ 山本 康志シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４６０－ ４３：２７．７大差 ３０．８�
４５ トップオブボストン 牡６鹿 ６０ 白浜 雄造横瀬 寛子氏 飯田 雄三 浦河 桑田フアーム ５５６－１４３：３４．０大差 ８８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，３１２，８００円 複勝： １４，８７１，７００円 枠連： １１，７５９，８００円

馬連： ３０，８６６，７００円 馬単： ２３，５５６，５００円 ワイド： １３，４０３，７００円

３連複： ４８，７７７，９００円 ３連単： ７２，４２６，８００円 計： ２２６，９７５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（３－６） ５２０円

馬 連 �� １，５２０円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ６２０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� １１，４２０円

票 数

単勝票数 計 １１３１２８ 的中 � １１２８１（４番人気）
複勝票数 計 １４８７１７ 的中 � １２４６３（４番人気）� ３９０５５（１番人気）� ３００４６（２番人気）
枠連票数 計 １１７５９８ 的中 （３－６） １６９２３（２番人気）
馬連票数 計 ３０８６６７ 的中 �� １５０８１（４番人気）
馬単票数 計 ２３５５６５ 的中 �� ４７８４（１２番人気）
ワイド票数 計 １３４０３７ 的中 �� ５２８９（４番人気）�� ４７４１（７番人気）�� １９５０６（１番人気）
３連複票数 計 ４８７７７９ 的中 ��� ２２２４１（３番人気）
３連単票数 計 ７２４２６８ 的中 ��� ４６８１（２４番人気）

上り １マイル １：４６．４ ４F ５１．７－３F ３８．５
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

リリーハーバー �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Theatrical デビュー ２００６．９．２４ 中京４着

２００４．４．２８生 牡７黒鹿 母 ワールドグローリーⅡ 母母 Only Queens 障害：１戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔騎手変更〕 ピエナグッドラック号の騎手西谷誠は，第７日第８競走での落馬負傷のため中村将之に変更。

ブルーフォーチュン号の騎手大江原圭は，騎乗停止のため田嶋翔に変更。
〔制裁〕 ブルーフォーチュン号に騎乗予定であった騎手大江原圭は，調整ルームにおいて携帯電話を使用したことについて

平成２３年５月１５日から平成２３年６月１３日まで騎乗停止。



１２０８９ ５月１５日 晴 良 （２３京都３）第８日 第５競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１１ ユウキマリアッチ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４８２－ ８１：１１．９ ９．３�

２３ サミットストーン 牡３鹿 ５６ 小牧 太百万 武夫氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ５２２± ０ 〃 クビ ２．７�

７１３ マーベラスビジン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介笹原 貞生氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４６８＋ ４１：１２．１１� １１５．１�
３５ レディオブパーシャ 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５６＋ ４１：１２．３１� ５．３�

４８ キクノキアラ 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４４６＋ ６１：１２．６２ ２４．１�
３６ ホーマンルッツ 牡３栗 ５６ 幸 英明久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４４２± ０１：１２．７� ６．９�
８１６ タイセイマグナム 牡３栗 ５６ 芹沢 純一田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 B５１６＋ ２１：１２．８� ２２．７�
５１０ マ ル コ フ ジ 牡３栗 ５６ 柴原 央明岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 ４４８－ ８１：１２．９クビ ８．８	
１２ ジャマイカジョー 牡３黒鹿５６ 石橋 守薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４３６± ０１：１３．０� １５．９

４７ トーホウペッグ 牝３芦 ５４

５１ ▲森 一馬東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６２－ ４１：１３．２１ ４８．１�
５９ トウケイカガヤキ 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 えりも エクセルマネジメント ４４２＋ ２１：１３．５１� ２１７．２
８１５� ゼニスパワー 牡３栗 ５６ 鮫島 良太中西 功氏 牧田 和弥 新冠 村上 欽哉 ４５０－ ６ 〃 クビ １０８．８�
７１４ バンブーマンユー 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４７２＋ ８１：１３．９２� １００．３�
６１２ ナイトフライト 牝３栗 ５４ 川島 信二橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 新冠 パカパカ

ファーム ４７２－ ６１：１５．０７ １０．１�
２４ ビップセンノセン 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４４８－ ６１：１５．５３ ４３．４�
６１１ オウケンウッド 牡３芦 ５６ N．ピンナ 福井 明氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３６± ０１：１６．０３ ７３．３�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１３０，７００円 複勝： ２８，９４０，３００円 枠連： １６，０４０，３００円

馬連： ４５，７８１，２００円 馬単： ３０，４４５，１００円 ワイド： ２１，２５５，９００円

３連複： ６８，３９８，７００円 ３連単： ９８，９４１，８００円 計： ３２７，９３４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 � １，６１０円 枠 連（１－２） ９８０円

馬 連 �� １，９４０円 馬 単 �� ４，６２０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� １１，５３０円 �� ９，２８０円

３ 連 複 ��� ９２，６３０円 ３ 連 単 ��� ３６６，９３０円

票 数

単勝票数 計 １８１３０７ 的中 � １５４８９（５番人気）
複勝票数 計 ２８９４０３ 的中 � ２７０６１（５番人気）� ４４９３０（２番人気）� ３７４８（１３番人気）
枠連票数 計 １６０４０３ 的中 （１－２） １２１５８（４番人気）
馬連票数 計 ４５７８１２ 的中 �� １７４３８（６番人気）
馬単票数 計 ３０４４５１ 的中 �� ４８７３（１４番人気）
ワイド票数 計 ２１２５５９ 的中 �� ５７４２（１０番人気）�� ４４２（８２番人気）�� ５５０（７５番人気）
３連複票数 計 ６８３９８７ 的中 ��� ５４５（２０５番人気）
３連単票数 計 ９８９４１８ 的中 ��� １９９（９３５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１２．１―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３４．９―４７．０―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユウキマリアッチ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１０．８．１ 新潟２着

２００８．５．１８生 牝３鹿 母 ユ ウ キ ビ バ 母母 ユウキビバーチェ １７戦２勝 賞金 ２４，６５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オウケンウッド号は，平成２３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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 オーバーヘッド号・オーラレガーレ号・カリスマサンスカイ号・サクセスリアン号・シゲルカンサヤク号・

タガノルビコン号・ペプチドサクシード号・ホクセツダンス号・マンテンリューマ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２０９０ ５月１５日 晴 良 （２３京都３）第８日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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

１：２０．５
１：１９．０

良

良

５６ ダーズンローズ 牡３青 ５６ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２１：２１．５ ４．８�

３３ ダ コ ー ル 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４＋ ４１：２１．６� １．５�
８１２ ゴールデンオブジェ 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４８－ ２１：２１．７� ２８．５�
６８ マスターグレイマン 牡３芦 ５６ 和田 竜二村山 卓也氏 山内 研二 浦河 小島牧場 ４６０＋ ２１：２２．０１� １２．０�
２２ エーティーランボー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ６．４�
７１０ パワフルキリシマ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４８＋ ６１：２２．１クビ ６８．５	
４５ ベンジャミン 牡３青鹿５６ 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 ４８６± ０１：２２．２� ７０．２

７１１ エーシンジェネシス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４８０－ ６ 〃 ハナ ２１．９�
６９ ブラウンマシーン 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士キャピタルクラブ 境 直行 新冠 田鎖牧場 ４６０＋ ２１：２２．４１ ３０６．２�
１１ ジョウショーツヨシ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４０± ０１：２２．６１� ３３６．３
４４ ケイエスキングオー 牡３鹿 ５６ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 ４２６＋ ２１：２２．９１� １３０．４�
８１３ ヒシカルメン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４３４－ ８１：２３．１１� １８７．４�
５７ エヴァンブルー 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 �ブルーマネジメント大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４６４－ ２１：２４．２７ １１８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，９７１，４００円 複勝： ６２，０２４，９００円 枠連： １０，８７３，７００円

馬連： ４１，５３１，６００円 馬単： ４０，１４７，０００円 ワイド： １８，３５５，３００円

３連複： ５８，５４３，５００円 ３連単： １３７，２５６，７００円 計： ３８８，７０４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ３４０円 枠 連（３－５） ２６０円

馬 連 �� ２６０円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ９７０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，６６０円 ３ 連 単 ��� ７，５３０円

票 数

単勝票数 計 １９９７１４ 的中 � ３３４０９（２番人気）
複勝票数 計 ６２０２４９ 的中 � ６２３９０（２番人気）� ４２２９２９（１番人気）� １５３４２（６番人気）
枠連票数 計 １０８７３７ 的中 （３－５） ３０９７９（１番人気）
馬連票数 計 ４１５３１６ 的中 �� １１９６９８（１番人気）
馬単票数 計 ４０１４７０ 的中 �� ３８６４７（３番人気）
ワイド票数 計 １８３５５３ 的中 �� ３７５１８（１番人気）�� ３７１８（１２番人気）�� ８２４８（６番人気）
３連複票数 計 ５８５４３５ 的中 ��� ２６０４８（５番人気）
３連単票数 計１３７２５６７ 的中 ��� １３４６６（１９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．９―１１．７―１１．６―１１．４―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．１―５８．７―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダーズンローズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Lyphard デビュー ２０１０．７．１０ 阪神１０着

２００８．４．１３生 牡３青 母 ロ ー ザ ネ イ 母母 Riviere Doree ９戦２勝 賞金 １４，９００，０００円



１２０９１ ５月１５日 晴 良 （２３京都３）第８日 第７競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０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

４５ � アドマイヤベルナ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６６－ ６１：４６．１ ８．８�

３３ ドリームクラフト 牡５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 ４４８± ０１：４６．８４ ２．０�
５６ テ キ ー ラ 牡６鹿 ５７ N．ピンナ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７８＋ ４１：４７．０１� ７．５�
（伊）

４４ マイネアロマ 牝４黒鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４７０＋１８１：４７．２１� ７．９�

８１３ サンライズスカイ 牡５黒鹿５７ 幸 英明松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 B４６６＋ ６１：４７．４１� ４．９�
６９ マグニフィセント 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４３４－ ４１：４７．６１� ４３１．５�
６８ ナリタプラチナ 牡５黒鹿５７ 鮫島 良太�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２ 〃 ハナ ９．８	
７１１ ヒダカタイザン 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史藤井 謙氏 飯田 明弘 浦河 日東牧場 ４２０＋ ２ 〃 ハナ １５２．７

８１２ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５５ 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４６２＋ ４１：４７．８１� ９５．０�
２２ � グレートビンテージ 牡４青鹿５７ 小牧 太臼田 浩義氏 鈴木 孝志 日高 メイプルファーム ４３２± ０１：４７．９� １６１．６�
１１ � ラガーゴールデン 牡５鹿 ５７ 上野 翔奥村 啓二氏 清水 久詞 静内 今 牧場 ４０４－ ２１：４８．３２� ２６３．４
５７ アルアラビアン 牡４鹿 ５７ 柴原 央明�エーティー 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４７２＋ ４１：４８．４クビ ２４．８�
７１０� ピエナヴィブレ 牝４鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介本谷 兼三氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：５０．６大差 ４０４．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，９８５，７００円 複勝： ３４，５７８，２００円 枠連： １０，９８５，４００円

馬連： ４６，５６２，４００円 馬単： ３６，７４３，７００円 ワイド： １９，２０９，８００円

３連複： ６５，０５４，９００円 ３連単： １２３，７０５，１００円 計： ３５６，８２５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２８０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（３－４） ５１０円

馬 連 �� １，２４０円 馬 単 �� ３，１３０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� １，２８０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ２，７２０円 ３ 連 単 ��� １９，９３０円

票 数

単勝票数 計 １９９８５７ 的中 � １８００７（５番人気）
複勝票数 計 ３４５７８２ 的中 � ２０７８８（６番人気）� １３９７０９（１番人気）� ４２５４８（３番人気）
枠連票数 計 １０９８５４ 的中 （３－４） １５９０４（２番人気）
馬連票数 計 ４６５６２４ 的中 �� ２７７７４（５番人気）
馬単票数 計 ３６７４３７ 的中 �� ８６８２（１１番人気）
ワイド票数 計 １９２０９８ 的中 �� １０１６７（５番人気）�� ３３３１（１６番人気）�� １５８５２（２番人気）
３連複票数 計 ６５０５４９ 的中 ��� １７７０４（１１番人気）
３連単票数 計１２３７０５１ 的中 ��� ４５８３（５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３５．４―４７．７―１：００．１―１：１１．９―１：２３．０―１：３４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アドマイヤベルナ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス

２００７．２．１６生 牡４鹿 母 パーシャンブルー 母母 スプリングコート ５戦１勝 賞金 ８，６５０，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピエナヴィブレ号は，平成２３年６月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２０９２ ５月１５日 晴 良 （２３京都３）第８日 第８競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１１ ピサノルビー 牝５黒鹿５５ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 飛野牧場 ４８４＋ ４１：５４．０ １．３�

８１０ トウカイファミリー 牝５黒鹿５５ 秋山真一郎内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４６６± ０１：５４．２１� １０．９�
４４ コウエイテンプウ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 浦河 安原 実 ４８２± ０１：５４．３� ９．９�
２２ ヤマニンギモーヴ 牝４鹿 ５５ N．ピンナ 土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４７６－ ２１：５４．９３� １０．０�

（伊）

３３ シルククラリティ 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介有限会社シルク庄野 靖志 日高 ヤナガワ牧場 ４８２－ ６１：５５．１１� ２２．４�
５５ スイートベルモット 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５２＋ ２ 〃 ハナ １５５．１�
７７ エリモレインボー 牝４鹿 ５５

５２ ▲国分 優作山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４５０－ ２１：５５．６３ １９．４	
７８ � プ ル プ ル 牝５鹿 ５５ 高橋 亮栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４３０＋ ４１：５５．９２ ７４．１

６６ クリスマドンナ 牝４黒鹿５５ 小牧 太�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ５０４＋ ４１：５６．５３� ３６．６�
８９ ラガーラブリン 牝４黒鹿５５ 荻野 琢真奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 ４３８＋１６１：５６．６� ６２．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，７３７，４００円 複勝： ６９，９１９，１００円 枠連： １１，５５６，１００円

馬連： ４３，７４３，７００円 馬単： ５０，０７３，５００円 ワイド： ２２，７０５，４００円

３連複： ６４，７５４，５００円 ３連単： １８３，９６５，２００円 計： ４７１，４５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � ２００円 � １７０円 枠 連（１－８） ４６０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １８０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ２，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２４７３７４ 的中 � １５９０１３（１番人気）
複勝票数 計 ６９９１９１ 的中 � ５２７９１４（１番人気）� ２９０２９（４番人気）� ４１９３１（２番人気）
枠連票数 計 １１５５６１ 的中 （１－８） １８７７０（３番人気）
馬連票数 計 ４３７４３７ 的中 �� ６０９３６（３番人気）
馬単票数 計 ５００７３５ 的中 �� ５４０９６（３番人気）
ワイド票数 計 ２２７０５４ 的中 �� １９５５９（４番人気）�� ３９８９８（１番人気）�� ７０７４（８番人気）
３連複票数 計 ６４７５４５ 的中 ��� ５１２６３（２番人気）
３連単票数 計１８３９６５２ 的中 ��� ４６１４８（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．１―１４．０―１３．８―１３．５―１２．５―１１．８―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．７―３８．７―５２．５―１：０６．０―１：１８．５―１：３０．３―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．５
１
３
１０，１（２，４，９）６（３，７）８，５・（１０，１）（９，７）（２，４，６）８（５，３）

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

勝馬の
紹 介

ピサノルビー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００９．２．１５ 京都３着

２００６．４．２９生 牝５黒鹿 母 ペ ル ヴ ィ ア 母母 Valthea ２２戦３勝 賞金 ４３，８００，０００円
〔騎手変更〕 ヤマニンギモーヴ号の騎手渡辺薫彦は，負傷のためN．ピンナに変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１２０９３ ５月１５日 晴 良 （２３京都３）第８日 第９競走 ��２，４００�
からすま

烏丸ステークス
発走１４時１５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下，２２．５．１５以降２３．５．８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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

３５ トレイルブレイザー 牡４鹿 ５６ 川田 将雅前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８＋ ６２：２３．６ ５．６�

７１５ トモロポケット 牡５栗 ５５ 藤岡 佑介廣崎 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４７４－ ２２：２４．０２� １７．１�
５１０ ケンブリッジレーザ 牡８青 ５６ 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ５０２± ０２：２４．１クビ ２６．６�
５９ � カワキタフウジン 牡６栗 ５７．５ 秋山真一郎川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５１０－ ２ 〃 クビ ５．１�
２４ カネトシパサージュ 牡４黒鹿５４ 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４６０＋ ２２：２４．２クビ １４．８�
１２ セタガヤフラッグ 牡８鹿 ５５ 熊沢 重文千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム B４６０－ ６２：２４．８３� １３５．６�
７１４ ジャングルハヤテ 牡４黒鹿５５ 柴山 雄一伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 新ひだか グランド牧場 ４８０－ ２ 〃 アタマ ３．９�
４８ ブルースターキング 牡５黒鹿５６ 佐藤 哲三 	ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７０＋ ２２：２５．０１� ４７．２

６１１ エーケーサンライズ 牡６鹿 ５４ 小牧 太桂土地	 庄野 靖志 門別 小西 章 ４４８－ ８２：２５．１� １４１．８�
１１ ロイヤルネックレス 牝５青 ５４ 和田 竜二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２２：２５．３１� ４．３�
２３ ラフィナール 牡７鹿 ５４ N．ピンナ サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ５００± ０２：２５．４� ２５．７�

（伊）

６１２� サンマルエミネム 牡５鹿 ５４ 野元 昭嘉相馬 勇氏 日吉 正和 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ９２．１�

８１８ トウカイオーロラ 牡４黒鹿５５ 国分 優作内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４６６－ ６２：２５．５� ２１．８�
８１７ トーセンゴライアス 牡７芦 ５５ 国分 恭介島川 �哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム ５４８－１０２：２５．６� ８５．２�
８１６ ゴールデンハインド 牡５鹿 ５６ 鮫島 良太吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５４４－ ６２：２５．８１ ８１．９�
３６ アグネススターチ 牡６鹿 ５３ 赤木高太郎渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６２：２６．９７ ６３．９�
７１３ パーフェクトラン 牡８鹿 ５１ 中村 将之下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５２２± ０２：３０．６大差 ４１３．８�
４７ バイタルスタイル 牝４栗 ５２ 太宰 啓介 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４４８－１２２：３１．９８ １７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，４１３，５００円 複勝： ４４，３８９，１００円 枠連： ２６，２１９，２００円

馬連： １０４，１８９，５００円 馬単： ５７，８７２，６００円 ワイド： ３７，７２７，５００円

３連複： １３４，７５５，４００円 ３連単： ２１６，６４２，２００円 計： ６４８，２０９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２３０円 � ５８０円 � ５３０円 枠 連（３－７） ９８０円

馬 連 �� ４，７２０円 馬 単 �� ７，４００円

ワ イ ド �� １，７４０円 �� １，９３０円 �� ３，９２０円

３ 連 複 ��� ２１，６１０円 ３ 連 単 ��� １０６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２６４１３５ 的中 � ３７１９０（４番人気）
複勝票数 計 ４４３８９１ 的中 � ５９５９５（４番人気）� １８５４０（７番人気）� ２０３７５（６番人気）
枠連票数 計 ２６２１９２ 的中 （３－７） １９８６９（４番人気）
馬連票数 計１０４１８９５ 的中 �� １６３２４（１７番人気）
馬単票数 計 ５７８７２６ 的中 �� ５７７７（２１番人気）
ワイド票数 計 ３７７２７５ 的中 �� ５４０１（２１番人気）�� ４８５５（２６番人気）�� ２３３４（３８番人気）
３連複票数 計１３４７５５４ 的中 ��� ４６０４（５９番人気）
３連単票数 計２１６６４２２ 的中 ��� １４９５（２８６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．１―１１．６―１２．３―１２．４―１２．８―１２．９―１２．４―１２．０―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．１―２２．８―３３．９―４５．５―５７．８―１：１０．２―１：２３．０―１：３５．９―１：４８．３―２：００．３―２：１１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トレイルブレイザー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．９．２１ 新潟１着

２００７．３．１５生 牡４鹿 母 リ リ オ 母母 Gioconda １２戦４勝 賞金 ５７，８３２，０００円
〔騎手変更〕 トレイルブレイザー号の騎手渡辺薫彦は，負傷のため川田将雅に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パーフェクトラン号・バイタルスタイル号は，平成２３年６月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２０９４ ５月１５日 晴 良 （２３京都３）第８日 第１０競走 ��１，４００�
す ざ く

朱雀ステークス
発走１４時５０分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

３４ エアラフォン 牡４栗 ５７ N．ピンナ �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：２２．２ ３．１�
（伊）

１１ � エーシンウェズン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５１８＋ ８１：２２．３� ４．０�

７１２ マイネルプルート 牡７黒鹿５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４７２＋ ２１：２２．４� ６２．３�

４６ モ ト ヒ メ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４５０＋ ６ 〃 クビ ２３１．５�
５７ メモリーパフィア 牝５黒鹿５５ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４７２＋ ２１：２２．５クビ １０．８�
６９ オオトリオウジャ 牡５鹿 ５７ 小牧 太鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５０４＋ ２ 〃 アタマ ２１．０�
８１４ アグネスヨジゲン 牡８鹿 ５７ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４９６－ ２ 〃 アタマ ３３．６	
５８ ローズカットダイヤ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎青芝商事� 平田 修 千歳 社台ファーム B４５０± ０１：２２．６� １６．９

３３ マルカベスト 牡６栗 ５７ 安藤 勝己河長産業� 鶴留 明雄 様似 猿倉牧場 ４６８± ０１：２２．７� ３．８�
６１０ シゲルモトナリ 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５０６± ０ 〃 アタマ ７．５�
４５ ユ メ イ ッ ポ 牝６栗 ５５ 国分 優作昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ５０２＋１０ 〃 クビ １４５．９
２２ テラノファントム 牡６黒鹿５７ 佐藤 哲三寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ２１：２２．８クビ １０７．０�
７１１ イセノスバル 牡５青 ５７ 熊沢 重文大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２４± ０１：２２．９� ６３．８�
８１３ マイネルプライゼン 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 むかわ 六角 久美子 ４６８－ ４ 〃 クビ ８７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，０７９，２００円 複勝： ４６，３５６，８００円 枠連： ３０，６６２，０００円

馬連： １１９，８８７，０００円 馬単： ７３，６９３，５００円 ワイド： ３９，３７０，３００円

３連複： １４５，０１６，３００円 ３連単： ２８２，３７２，１００円 計： ７６８，４３７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ９３０円 枠 連（１－３） ３３０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２，５３０円 �� ２，７００円

３ 連 複 ��� １３，２００円 ３ 連 単 ��� ４４，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３１０７９２ 的中 � ７９４８９（１番人気）
複勝票数 計 ４６３５６８ 的中 � ９７３５９（１番人気）� ９３７９８（２番人気）� ８５５０（９番人気）
枠連票数 計 ３０６６２０ 的中 （１－３） ６９６３１（１番人気）
馬連票数 計１１９８８７０ 的中 �� １５７１２３（１番人気）
馬単票数 計 ７３６９３５ 的中 �� ５２７０２（１番人気）
ワイド票数 計 ３９３７０３ 的中 �� ４４４６８（１番人気）�� ３４４４（２６番人気）�� ３２１３（２８番人気）
３連複票数 計１４５０１６３ 的中 ��� ８１０９（３９番人気）
３連単票数 計２８２３７２１ 的中 ��� ４６９０（１３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．２―３６．６―４８．４―５９．４―１：１０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３３．８
３ ７（５，６）（１，３，１１）８（２，１０）（４，１２）（１３，１４）－９ ４ ７，５，６（１，１１）（３，８，１０）（２，４，１２）（１３，１４）－９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エアラフォン �
�
父 デュランダル �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．１１．２２ 京都１着

２００７．２．２生 牡４栗 母 プリティタイディ 母母 ミスタイモア １０戦４勝 賞金 ６２，３３８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



１２０９５ ５月１５日 晴 良 （２３京都３）第８日 第１１競走
栗東市制施行１０周年記念

��１，４００�
りっとう

栗東ステークス
発走１５時３０分 （ダート・右）

４歳以上，２２．５．１５以降２３．５．８まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
栗東市長賞（１着）

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

５９ トーホウドルチェ 牝６黒鹿５５ 幸 英明東豊物産� 田島 良保 門別 竹島 幸治 ４５２＋ ６１：２２．７ １９．９�

３６ ワールドワイド 牡５芦 ５５ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９６＋ ４１：２２．８� ４．６�
８１６ ナムラタイタン 牡５栗 ５７．５ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５１８± ０１：２３．１１� ５．７�
７１３ シルクフォーチュン 牡５鹿 ５５ N．ピンナ 有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４６０－ ４ 〃 ハナ １０．９�

（伊）

２４ マルカベンチャー 牡５栗 ５６ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４６４－ ２ 〃 アタマ ２．９�
６１２ トウショウカズン 牡４鹿 ５５ 国分 優作トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５３４＋ ４１：２３．３１� ４．８�
７１４ アートオブウォー 牡７栗 ５１ 野元 昭嘉岡田 隆寛氏 小原伊佐美 静内 岡田 猛 ４８８＋ ４ 〃 アタマ １０１．９	
１２ � ス ー ニ 牡５鹿 ５８．５ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Highclere

Inc. ４７６＋ ４１：２３．４� ２１．１

８１５ トシギャングスター 牡４芦 ５４ 国分 恭介田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ９４．２�
６１１ スペースフライト 牡７栃栗５３ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４７８± ０ 〃 アタマ １５６．５�
３５ メイショウセンゴク 牡６栗 ５２ 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４７６－ ８１：２３．５� ３１５．２
５１０ タマモホットプレイ 牡１０栗 ５３ 赤木高太郎タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７８－ ４１：２３．８１� ２１０．５�
２３ ピースキーパー 牡６鹿 ５４ 和田 竜二 �サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－ ２１：２４．０� ５１．２�
４８ トーホウアタック 牡７鹿 ５１ 川島 信二東豊物産� 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４７６－１０ 〃 アタマ ２３１．９�
４７ ダイワディライト 牡７栗 ５７ 藤岡 佑介大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 B５０４± ０ 〃 ハナ ２０．５�
１１ � ワールドハンター 牡７栗 ５４ 柴原 央明青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５０６＋ ６１：２４．３１� １１３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，２７５，５００円 複勝： ８１，０１９，８００円 枠連： ３９，６３０，０００円

馬連： ２３２，８７６，１００円 馬単： １３４，４５３，５００円 ワイド： ６９，６９３，５００円

３連複： ２８０，０２１，２００円 ３連単： ５７６，０８３，５００円 計： １，４６３，０５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９９０円 複 勝 � ４６０円 � １７０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ３，６６０円

馬 連 �� ３，２６０円 馬 単 �� １０，３１０円

ワ イ ド �� １，０６０円 �� １，５８０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ６，３００円 ３ 連 単 ��� ６７，８２０円

票 数

単勝票数 計 ４９２７５５ 的中 � １９５７３（６番人気）
複勝票数 計 ８１０１９８ 的中 � ３６９３５（６番人気）� １５１８１９（２番人気）� １０６２１９（４番人気）
枠連票数 計 ３９６３００ 的中 （３－５） ８０１１（１４番人気）
馬連票数 計２３２８７６１ 的中 �� ５２７６４（１３番人気）
馬単票数 計１３４４５３５ 的中 �� ９６３３（３４番人気）
ワイド票数 計 ６９６９３５ 的中 �� １５９９７（１１番人気）�� １０４３６（１７番人気）�� ３３８２２（５番人気）
３連複票数 計２８００２１２ 的中 ��� ３２８５０（２１番人気）
３連単票数 計５７６０８３５ 的中 ��� ６２６９（１７９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．７―１１．８―１２．０―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．１―４６．９―５８．９―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウドルチェ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１１．１７ 京都３着

２００５．３．３０生 牝６黒鹿 母 トーホウウインド 母母 テルノビクトリ ３１戦６勝 賞金 １５６，８５７，０００円
［他本会外：３戦１勝］

〔騎手変更〕 タマモホットプレイ号の騎手渡辺薫彦は，負傷のため赤木高太郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）３３頭 アースサウンド号・アーリーロブスト号・エーシンホワイティ号・ガブリン号・カホマックス号・ガンダーラ号・

キャプテンベガ号・グリッターウイング号・ケイアイテンジン号・サワヤカラスカル号・シャウトライン号・
スズカサンバ号・ストロングガルーダ号・スピリタス号・スマートステージ号・ダイワファルコン号・
ダンツホウテイ号・ツルマルジュピター号・テイエムカゲムシャ号・ティファニーケイス号・トウカイミステリー号・
ドスライス号・トーホウオルビス号・ナニハトモアレ号・ビクトリーテツニー号・ピューター号・
プリンセスメモリー号・マイネルクラリティ号・マイネルスケルツィ号・マルブツイースター号・
リキサンファイター号・レインフォーレスト号・ワンダーポデリオ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２０９６ ５月１５日 晴 良 （２３京都３）第８日 第１２競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１２ シャドウエレメント 牡４鹿 ５７ 和田 竜二飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ４９４－ ８１：１１．２ ２０．７�

１１ サダムテンジン 牝５栗 ５５
５２ ▲国分 優作大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４５８－ ６１：１１．３� １９．７�

４７ マルカバッケン 牡４鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：１１．４� ６．０�

６１２ マイプラーナ 牝５黒鹿５５ 小牧 太五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４８２＋ ２１：１１．５� ８．７�
２３ ピンクペガサス 牡６黒鹿５７ 赤木高太郎木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５０２－ ２１：１１．７１� ４．４�
７１３ イ チ オ カ 牡６黒鹿５７ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５１４－ ６１：１１．９１ １０．０�
３６ � コパノカチーノ 牡５栗 ５７ 太宰 啓介小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５２０－ ２ 〃 クビ ３．３	
８１５ コリコパット 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４５２＋ ４１：１２．４３ ３１．５

２４ ワンモアグリッター 牝６栗 ５５ 石橋 守�イクタ 千田 輝彦 新冠 長浜 秀昭 ４６０－ ８１：１２．５クビ ３０３．８�
４８ タカノキング 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ２２．６
５９ ニホンピロシュラブ 牝４鹿 ５５ 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４６０± ０１：１２．８１� １４．６�
７１４ スコッツブラフ 牡４芦 ５７ 鮫島 良太 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：１３．０１� ９７．９�
３５ メイショウアツヒメ 牝５鹿 ５５ N．ピンナ 松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ５０２－ ８１：１３．１クビ １８．６�

（伊）

８１６ メイショウタカチホ 牡５栗 ５７
５４ ▲森 一馬松本 和子氏 高橋 隆 静内 岡田牧場 ４７２－ ４１：１３．２� ２３６．６�

６１１ ヒシコモンズ 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４７４－１０１：１４．２６ ２９．３�
５１０ リリーレインボー 牡６青鹿５７ 熊沢 重文土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 谷口育成牧場 ５１２＋ ２１：１４．８３� ２７０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，３１８，４００円 複勝： ５５，８５８，８００円 枠連： ３３，３７３，１００円

馬連： １５１，１４２，３００円 馬単： ８５，６９５，５００円 ワイド： ５２，１４５，５００円

３連複： １９９，０８０，９００円 ３連単： ３７０，１０３，５００円 計： ９８４，７１８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０７０円 複 勝 � ６７０円 � ６９０円 � ３１０円 枠 連（１－１） １４，４９０円

馬 連 �� １６，７２０円 馬 単 �� ２９，４９０円

ワ イ ド �� ４，７５０円 �� ２，５００円 �� ２，４９０円

３ 連 複 ��� ３８，５２０円 ３ 連 単 ��� ３１９，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３７３１８４ 的中 � １４２４７（９番人気）
複勝票数 計 ５５８５８８ 的中 � ２０８６２（８番人気）� ２０１４９（１０番人気）� ５３７４１（３番人気）
枠連票数 計 ３３３７３１ 的中 （１－１） １７００（３２番人気）
馬連票数 計１５１１４２３ 的中 �� ６６７２（５４番人気）
馬単票数 計 ８５６９５５ 的中 �� ２１４５（９５番人気）
ワイド票数 計 ５２１４５５ 的中 �� ２６７８（５４番人気）�� ５１７１（３０番人気）�� ５１８５（２９番人気）
３連複票数 計１９９０８０９ 的中 ��� ３８１５（１１６番人気）
３連単票数 計３７０１０３５ 的中 ��� ８５５（８５３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．４―１１．９―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．０―４６．９―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３６．２
３ ・（５，６，７，１０）－１１，９（３，１６）（２，１４）１２，１（８，４，１３）１５ ４ ・（５，６，７，１０）９（３，２）１１，１２，１６，１（１４，１３）（８，４）１５

勝馬の
紹 介

シャドウエレメント �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Ogygian デビュー ２００９．１２．２０ 中山１着

２００７．６．１６生 牡４鹿 母 カオリナイト 母母 Natania １０戦３勝 賞金 ２６，９５０，０００円
〔騎手変更〕 リリーレインボー号の騎手渡辺薫彦は，負傷のため熊沢重文に変更。
〔制裁〕 サダムテンジン号の騎手国分優作は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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 サンマルチーフ号・ナムラナイト号・ミッキーシュタルク号・リッカコウユウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（２３京都３）第８日 ５月１５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２４，７４０，０００円
６，３９０，０００円
９，０００，０００円
１，６５０，０００円
２１，２３０，０００円
６２，９８２，０００円
５，３５４，８００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
２７１，１４６，９００円
４９８，１２４，０００円
２２１，４４５，４００円
９１０，９９１，３００円
６００，６７９，６００円
３３５，０１３，４００円
１，２０１，２３１，４００円
２，２６６，０２７，３００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 ６，３０４，６５９，３００円

総入場人員 ２７，２８２名 （有料入場人員 ２５，４３０名）


