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増減 タイム 着 差 単勝
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単勝
人気

２０００１ ７月２日 曇 良 （２３京都４）第１日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走９時５５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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

８９ シゲルスダチ 牡２芦 ５４ 小牧 太森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 ４０２± ０１：２２．５ ４．６�

３３ フランベルジェ 牡２黒鹿５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：２２．７１� ４．１�
２２ マイネルアクロス 牡２黒鹿５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４２２± ０１：２２．９１� １５．５�
８８ エーシンブランシュ 牝２芦 ５４ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４１０± ０１：２３．１１� ７．１�
７７ ユキノベアハート 牡２栗 ５４

５２ △国分 優作遠藤 宗義氏 領家 政蔵 浦河 昭和牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ４１．３�
５５ カシノラピス 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３４＋ ２１：２３．２クビ ３．４	
６６ シルクティソナ 牡２黒鹿５４ 佐藤 哲三有限会社シルク山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４７２－ ４１：２３．３� ４．１

４４ ヒミノオオワシ 牡２栗 ５４ 和田 竜二佐々木八郎氏 鈴木 孝志 新冠 パカパカ

ファーム ４９４－ ６１：２３．５１� ９７．８�
１１ シゲルココナッツ 牡２栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 川村 禎彦 様似 スイートフアーム ４５４－ ８１：２４．４５ ７６．５�

（９頭）

売 得 金

単勝： １０，７９０，９００円 複勝： ２０，８１３，４００円 枠連： ５，６８４，２００円

馬連： ２５，８５１，８００円 馬単： ２０，９９８，９００円 ワイド： １１，９２５，２００円

３連複： ３６，８９９，６００円 ３連単： ７４，０９０，８００円 計： ２０７，０５４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ２９０円 枠 連（３－８） ７６０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ５９０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ３，２２０円 ３ 連 単 ��� １５，１４０円

票 数

単勝票数 計 １０７９０９ 的中 � １８７２８（４番人気）
複勝票数 計 ２０８１３４ 的中 � ３３２８３（４番人気）� ３５６８１（３番人気）� １５９５７（６番人気）
枠連票数 計 ５６８４２ 的中 （３－８） ５５７１（４番人気）
馬連票数 計 ２５８５１８ 的中 �� １４９３５（８番人気）
馬単票数 計 ２０９９８９ 的中 �� ６７２７（１４番人気）
ワイド票数 計 １１９２５２ 的中 �� ６４５６（７番人気）�� ４９４２（１３番人気）�� ５６０９（１０番人気）
３連複票数 計 ３６８９９６ 的中 ��� ８４７９（１４番人気）
３連単票数 計 ７４０９０８ 的中 ��� ３６１２（６７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．２―１１．９―１１．７―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．１―４６．０―５７．７―１：０９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３６．５
３ ６，９，５（３，８）２（１，７）４ ４ ・（６，９）（３，５）８，２，７，１，４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルスダチ 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．６．１８ 阪神５着

２００９．３．２３生 牡２芦 母 エ ト レ ー ヌ 母母 ライジングサンデー ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円

２０００２ ７月２日 曇 良 （２３京都４）第１日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

７１４ アースソング 牝３鹿 ５４ N．ピンナ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６２＋ ４１：２５．４ ４．３�

（伊）

１１ ゴールデンアスク 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎廣崎 利洋氏 千田 輝彦 浦河 岡本牧場 ４３６＋ ６１：２６．５７ ２５．８�
３６ シンコーロマン 牝３芦 ５４ 熊沢 重文豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４８４＋１６１：２６．６� ６．４�
６１１ ラプスドール 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５８－ ４ 〃 ハナ １．９�
４７ アイアンクリッパー 牝３栗 ５４

５２ △国分 優作池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４４６± ０１：２６．８１� ６８．８�
８１５ ルクスヴェーラ 牝３青鹿５４ 北村 友一吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：２６．９クビ ７６．４�
８１６ シゲルフクシュニン 牝３栗 ５４ 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 ワールドファーム ４７６－ ２ 〃 クビ ５８．９	
２３ マ リ ー リ コ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介冨沢 敦子氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４１４－ ８１：２８．１７ ２８４．１

７１３ アートオブグレース 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦岡田 隆寛氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４６８ ― 〃 ハナ １５．０�
４８ ロ ゼ ブ ル ー 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �ブルーマネジメント武 宏平 新ひだか 加野牧場 ４４０＋１４ 〃 クビ ２６．４
１２ スリーエレガント 牝３鹿 ５４ 中村 将之永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４２８＋ ２１：２８．２� １６８．４�
５１０ シェリーパーティー 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム ４４８－ ８１：２８．９４ １８．７�
５９ ステラプラド 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志道永 幸治氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：２９．０� １５．８�
３５ ガトーディマンシュ 牝３青鹿５４ 小林慎一郎有限会社シルク宮本 博 新ひだか 千代田牧場 ３８８－ ８１：２９．２１� １９８．１�
２４ グランオペラ 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６８＋ ６１：２９．８３� ３４８．４�
６１２ ヒミノミズキ 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬佐々木八郎氏 松永 昌博 日高 福満牧場 ４５０＋１２１：３３．２大差 ５１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，５３６，９００円 複勝： ２１，３２２，３００円 枠連： ７，４７５，２００円

馬連： ２７，１７７，９００円 馬単： ２０，４３１，１００円 ワイド： １２，７６５，２００円

３連複： ４０，７８３，８００円 ３連単： ６５，３１５，１００円 計： ２０６，８０７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � ７００円 � ２４０円 枠 連（１－７） ３，７２０円

馬 連 �� ５，４７０円 馬 単 �� ８，４５０円

ワ イ ド �� １，５３０円 �� ４６０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ８，６４０円 ３ 連 単 ��� ５１，７２０円

票 数

単勝票数 計 １１５３６９ 的中 � ２１６２８（２番人気）
複勝票数 計 ２１３２２３ 的中 � ３９５５７（２番人気）� ６２５５（８番人気）� ２３９８９（３番人気）
枠連票数 計 ７４７５２ 的中 （１－７） １４８６（１２番人気）
馬連票数 計 ２７１７７９ 的中 �� ３６６８（１７番人気）
馬単票数 計 ２０４３１１ 的中 �� １７８６（２９番人気）
ワイド票数 計 １２７６５２ 的中 �� １９６９（１８番人気）�� ７５１４（３番人気）�� ２０３７（１６番人気）
３連複票数 計 ４０７８３８ 的中 ��� ３４８７（３１番人気）
３連単票数 計 ６５３１５１ 的中 ��� ９３２（１４２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．９―１２．２―１２．５―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３４．８―４７．０―５９．５―１：１２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．６―３F３８．４
３ ・（１１，１３）１４，１２（４，１０）（９，７，１６）（１，６）８（２，１５）３－５ ４ ・（１１，１３）１４－（１０，６）（７，１６）（１２，１）４（９，８）（２，３，１５）－５

勝馬の
紹 介

アースソング �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２０１１．３．２６ 小倉１２着

２００８．２．２２生 牝３鹿 母 ワールドミュージック 母母 Headline ４戦１勝 賞金 ５，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒミノミズキ号は，平成２３年８月２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。
（非当選馬） ５頭 エメラルスカイ号・オンエア号・キョウワパフューム号・サツマフラワー号・ビビアンスマイル号
※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。

第４回　京都競馬　第１日



２０００３ ７月２日 曇 良 （２３京都４）第１日 第３競走 ��
��１，９００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

１２ ラインレグルス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８０＋ ４２：０１．９ ６．５�

２３ ロードランパート 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７０± ０２：０２．０� ５．４�
（伊）

３６ ファンドリソフィア �３栗 ５６ 幸 英明水戸眞知子氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４６６＋ ２２：０２．２１� ５．８�
４７ バーガンディミック 牡３栗 ５６ 川田 将雅広尾レース� 松永 幹夫 日高 出口牧場 ４２６＋ ４２：０２．３� ５．６�
６１１ クリノプロジェクト 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４２＋ ２２：０２．６１� ２９．６�
７１３	 ヴィデスープラ 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬前田 幸治氏 中竹 和也 米
Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

５２６－ ４ 〃 クビ ２５９．０�
３５ ウインテイクオフ �３黒鹿５６ 浜中 俊�ウイン 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド ４５４＋ ８２：０２．７クビ １７．９	
４８ ホクセツタイガー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂平島 尚武氏 宮本 博 新冠 ムラカミファーム ４４６－ ４ 〃 クビ ８９．４

６１２ ホッコーロブロイ 牡３栗 ５６

５４ △国分 優作矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 丸幸小林牧場 ４８６－ ４２：０２．８� ２．９�
２４ アメイジングアスク 牡３黒鹿５６ 福永 祐一廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４２４－ ４ 〃 クビ １４．０�
１１ ミキノバロンドール 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４９２－ ４２：０３．３３ １０５．３
５１０ テイエムヘイロー 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４３０＋ ２２：０５．４大差 ５６２．６�
７１４ スズノウルフ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦阿部 雅子氏 佐藤 正雄 鹿児島 徳重 正幸 B４４０＋ ６２：０６．０３� ３３１．０�
５９ ジャイアントブルー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介中西 宏彰氏 加藤 敬二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４８２－ ２２：０８．３大差 ５１７．９�
８１６ メイショウシャルム 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好�氏 本田 優 浦河 辻 牧場 ５２０± ０２：０８．６１� ３８．９�
８１５ メイショウモンシロ 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 林 孝輝 B５０８＋ ２２：０８．９２ １６１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７０７，１００円 複勝： ３１，０４５，１００円 枠連： １１，３３０，５００円

馬連： ３８，８８６，６００円 馬単： ２７，４５１，８００円 ワイド： １８，４４７，９００円

３連複： ５３，９４９，０００円 ３連単： ８２，４５９，３００円 計： ２７９，２７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � １７０円 枠 連（１－２） １，１７０円

馬 連 �� １，７１０円 馬 単 �� ３，７７０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ６１０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，９６０円 ３ 連 単 ��� １５，７２０円

票 数

単勝票数 計 １５７０７１ 的中 � １９２８３（５番人気）
複勝票数 計 ３１０４５１ 的中 � ３８７１０（５番人気）� ４５４８８（３番人気）� ５２７７７（２番人気）
枠連票数 計 １１３３０５ 的中 （１－２） ７１８９（６番人気）
馬連票数 計 ３８８８６６ 的中 �� １６８７０（５番人気）
馬単票数 計 ２７４５１８ 的中 �� ５３８５（１５番人気）
ワイド票数 計 １８４４７９ 的中 �� ８１７０（６番人気）�� ７４４６（８番人気）�� ８７１８（５番人気）
３連複票数 計 ５３９４９０ 的中 ��� １３４５８（７番人気）
３連単票数 計 ８２４５９３ 的中 ��� ３８７２（４４番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．６―１２．２―１４．０―１３．５―１２．９―１２．９―１２．８―１２．４―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．７―１８．３―３０．５―４４．５―５８．０―１：１０．９―１：２３．８―１：３６．６―１：４９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ラインレグルス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．１７ 京都１０着

２００８．２．１生 牡３鹿 母 オートサンデー 母母 ヤマヒサエオリア １１戦１勝 賞金 １２，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウシャルム号・メイショウモンシロ号は，平成２３年８月２日まで平地競走に出走できない。

ジャイアントブルー号は，平成２３年９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，主として騎乗中の国名を表示している。

２０００４ ７月２日 曇 良 （２３京都４）第１日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

８１６ ニホンピロエラリー 牡３黒鹿５６ 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４８４＋ ２１：２５．１ １５．０�

２４ ペガサスプリンス 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 ４５８＋ ４１：２５．３１� ２．４�

１１ デザートオアシス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１８ ―１：２５．９３� ５．６�

２３ ウエリントンシチー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４７０－ ２１：２６．０� １０．２�
８１５ シャドウトルネード 牡３青 ５６

５５ ☆川須 栄彦飯塚 知一氏 矢作 芳人 平取 坂東牧場 ４６２－ ６１：２６．３１� １９．２�
４８ シゲルヤクイン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太森中 蕃氏 宮 徹 新ひだか 谷口育成牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ ４６．０�
７１４ スナークワイルド 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文杉本仙次郎氏 藤岡 範士 浦河 日優牧場 ４８８＋ ８１：２６．５１� ４．６	
７１３ リアリーザワールド 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 優作吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４８０＋ ４１：２６．６クビ ３８．９

５１０ ゴールドディガー 牡３栗 ５６ 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム ４７２＋１４ 〃 ハナ ４４．２�
３５ イケオコリンボー 牡３栗 ５６ 小牧 太池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４８８ ―１：２６．７� ２４．６�
４７ アルモドヴァール 牡３栗 ５６ 北村 友一 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０－ ４１：２７．０２ ４７．９
６１１ ライブリユラナス 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 谷口育成牧場 ５０４－１０１：２７．２１� １９９．１�
６１２ タ イ ア ッ プ 牡３栗 ５６ 川田 将雅キャピタルクラブ 坂口 正則 日高 浜本 幸雄 ４３４± ０１：２７．７３ １３．２�
１２ メイショウセトウチ 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 磯野牧場 ４４８＋ ４１：２７．９１� １５１．５�
５９ ジョイライド 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 田畑 憲士氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５２６＋ ８１：２８．６４ ３１７．１�

（伊）

３６ シンゼンバイロン 牡３栗 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 白老 習志野牧場 ４７４ ― 〃 クビ ３９８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１８７，２００円 複勝： ２９，４８７，２００円 枠連： １２，７６６，５００円

馬連： ３７，０５０，７００円 馬単： ２８，１８２，０００円 ワイド： １８，５３６，８００円

３連複： ５３，２１９，２００円 ３連単： ８４，８０８，７００円 計： ２８２，２３８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ２８０円 � １３０円 � ２３０円 枠 連（２－８） ６１０円

馬 連 �� １，４７０円 馬 単 �� ４，３７０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� １，７７０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ４，２１０円 ３ 連 単 ��� ３３，７１０円

票 数

単勝票数 計 １８１８７２ 的中 � ９５７３（６番人気）
複勝票数 計 ２９４８７２ 的中 � ２２２００（５番人気）� ７９８９１（１番人気）� ３０５６５（３番人気）
枠連票数 計 １２７６６５ 的中 （２－８） １５６２０（３番人気）
馬連票数 計 ３７０５０７ 的中 �� １８６２４（５番人気）
馬単票数 計 ２８１８２０ 的中 �� ４７６８（１３番人気）
ワイド票数 計 １８５３６８ 的中 �� ７２７４（６番人気）�� ２３６１（２３番人気）�� １３４３９（３番人気）
３連複票数 計 ５３２１９２ 的中 ��� ９３３２（１１番人気）
３連単票数 計 ８４８０８７ 的中 ��� １８５７（９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．２―４７．３―５９．５―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロエラリー �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１１．３．２０ 阪神１１着

２００８．５．１２生 牡３黒鹿 母 ニホンピロアミーカ 母母 ニホンピロピュアー ５戦１勝 賞金 ５，３００，０００円
〔制裁〕 シンゼンバイロン号の騎手飯田祐史は，３コーナーで内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）
※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 エドモンドシチー号・ダイヤモンドアロー号・ダブルエッグ号・テイエムロックダン号・マイアイゼーレ号
（非抽選馬） １頭 エーシンリボルバー号
※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。



２０００５ ７月２日 曇 良 （２３京都４）第１日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時１０分 （芝・右）

新馬；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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

３３ ブ ロ ッ ケ ン 牝２鹿 ５４ 田中 克典本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５０ ―１：０９．６ １．６�

８９ イントゥザストーム 牝２鹿 ５４
５２ △国分 優作金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４０２ ―１：０９．９２ ５．４�
６６ ハッピーショット 牝２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４４８ ―１：１０．０� １２．８�
８８ テイエムタイホー 牡２栗 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 ４３４ ―１：１０．４２� ２８．１�
４４ カノヤミノリ 牡２芦 ５４ 佐藤 哲三神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４５８ ―１：１０．７２ ６．８�
５５ マイネブラッサム 牝２鹿 ５４ N．ピンナ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４５４ ―１：１０．９１� ８．８�
（伊）

２２ ルリシュブール 牡２鹿 ５４ 小牧 太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 前川牧場 ４５２ ― 〃 ハナ ２６．６	
１１ ソーリメンバー 牝２黒鹿５４ 藤岡 康太
ミルファーム 宮 徹 浦河 ミルファーム ４２２ ―１：１１．４３ ３３．８�
７７ ジプシーバイオリン 牡２栗 ５４ 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 ４４２ ―１：１１．８２� １０７．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２２，５１０，５００円 複勝： ３１，６７９，６００円 枠連： ７，１７５，３００円

馬連： ３４，１１９，４００円 馬単： ３４，４４３，３００円 ワイド： １５，９９９，３００円

３連複： ４６，６４１，１００円 ３連単： １１１，４０８，５００円 計： ３０３，９７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（３－８） ３４０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ３６０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ３，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２２５１０５ 的中 � １１１３５１（１番人気）
複勝票数 計 ３１６７９６ 的中 � １４７７８６（１番人気）� ４０８００（２番人気）� ２２８６３（５番人気）
枠連票数 計 ７１７５３ 的中 （３－８） １５８８９（１番人気）
馬連票数 計 ３４１１９４ 的中 �� ６２２３１（１番人気）
馬単票数 計 ３４４４３３ 的中 �� ４４１６２（１番人気）
ワイド票数 計 １５９９９３ 的中 �� ２３６１２（１番人気）�� １０５３３（４番人気）�� ５７２８（８番人気）
３連複票数 計 ４６６４１１ 的中 ��� ２７６４７（４番人気）
３連単票数 計１１１４０８５ 的中 ��� ２４５９９（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１１．４―１１．３―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．２―３５．６―４６．９―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．４―３F３４．０
３ ８，６－（４，３）（２，１，９）－５－７ ４ ・（８，６）３（４，１）９，２－５，７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブ ロ ッ ケ ン 
�
父 ワイルドラッシュ 

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

２００９．２．５生 牝２鹿 母 ヘニーズソング 母母 Zama Hummer １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を表示している。

２０００６ ７月２日 曇 良 （２３京都４）第１日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１５ ドリームボンバー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４６６＋ ２１：５３．８ ４．９�

５１０ ウインマクレガー 牡３黒鹿５６ 幸 英明�ウイン 北出 成人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－ ２１：５３．９� ８９．９�

４７ サイキョウイシヤマ 牡３鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志奥本賢一郎氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４７４＋ ２１：５４．１１� ４．５�

６１２ カネトシテンアップ 牡３鹿 ５６
５４ △国分 優作兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 新冠橋本牧場 ４６４－ ２１：５４．８４ ４８．５�

６１１ クレバーステージ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 B４７２± ０ 〃 クビ ７．３�
４８ トーアヒカルホシ 牡３芦 ５６ 北村 友一高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 ４２４－ ４１：５４．９� ５．５	
５９ アドマイヤリボー 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 ４４０－ ４１：５５．０クビ １１．０

１２ セントヴァリー 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４５０± ０１：５５．２１� ４．１�
３６ エーシンベルリナー 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�栄進堂 高野 友和 新ひだか 城地 清満 ４６６－ ２１：５５．７３ １５６．９�
２４ レールスプリッター 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５００± ０１：５６．１２� ５４．２�
８１６ アサケムサシ 牡３鹿 ５６ 小牧 太大橋 堯氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ６９．９�
３５ ローズアダージョ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ４４２－１０１：５６．３１� １２．４�
２３ メイショウイソロク 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４７８－ ７１：５６．４クビ ２０７．９�
７１４ スナークフルハウス 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜杉本仙次郎氏 野村 彰彦 新ひだか 見上牧場 ４７０－ ２１：５６．８２� １１４．７�
１１ ロングコウテイ 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一中井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４２６＋ ２ 〃 ハナ １２４．４�
７１３ テイエムギンリュウ 牡３芦 ５６ 安藤 光彰竹園 正繼氏 新川 恵 日高 加藤牧場 ４９４－ ４１：５６．９クビ １２８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９３１，１００円 複勝： ２６，４３０，５００円 枠連： １１，４２８，０００円

馬連： ３７，０２４，３００円 馬単： ２６，２３８，０００円 ワイド： １７，１９５，９００円

３連複： ５４，２４９，１００円 ３連単： ８４，３４１，８００円 計： ２７１，８３８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２１０円 � ２，６８０円 � １８０円 枠 連（５－８） ２，４６０円

馬 連 �� ２９，１７０円 馬 単 �� ４０，３５０円

ワ イ ド �� ９，７３０円 �� ５４０円 �� １０，２５０円

３ 連 複 ��� ４３，３３０円 ３ 連 単 ��� ３３２，８６０円

票 数

単勝票数 計 １４９３１１ 的中 � ２４０７６（３番人気）
複勝票数 計 ２６４３０５ 的中 � ３７２０５（４番人気）� １８７０（１４番人気）� ４５７４１（２番人気）
枠連票数 計 １１４２８０ 的中 （５－８） ３４３４（１２番人気）
馬連票数 計 ３７０２４３ 的中 �� ９３７（４９番人気）
馬単票数 計 ２６２３８０ 的中 �� ４８０（６８番人気）
ワイド票数 計 １７１９５９ 的中 �� ４１４（６４番人気）�� ８７３１（４番人気）�� ３９３（６６番人気）
３連複票数 計 ５４２４９１ 的中 ��� ９２４（９６番人気）
３連単票数 計 ８４３４１８ 的中 ��� １８７（６６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．７―４９．９―１：０３．２―１：１５．９―１：２８．３―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームボンバー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 リ ズ ム デビュー ２０１０．１０．３１ 京都１１着

２００８．３．２６生 牡３鹿 母 ハッピーリズム 母母 ア ミ ダ ス ６戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円



２０００７ ７月２日 曇 良 （２３京都４）第１日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時１０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２４ ナムラオウドウ 牡３黒鹿５６ 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４３６－ ４１：４７．０ １１．３�

８１６ サクラアルディート 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ２．５�
７１４ エスカナール 牝３黒鹿５４ 和田 竜二下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４８８＋１０１：４７．７４ １２．６�
１２ フクラムサイフ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４９２－ ４１：４７．８� ５．８�
８１７ モエレプレミア 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三中村 和夫氏 高野 友和 新ひだか 鹿嶋牧場 ５１８ ― 〃 クビ ３７．０�
５９ チェリッシュライン 牝３黒鹿５４ 柴原 央明有限会社シルク昆 貢 新冠 ハシモトフアーム ４３２ ―１：４７．９� １９７．３�
１１ ゴッドオブロマンス 牝３鹿 ５４ N．ピンナ 山本 剛史氏 橋田 満 千歳 社台ファーム ４１６＋ ２１：４８．３２� ９９．２	

（伊）

３６ トーホウストロング 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 ４８８ ― 〃 クビ ２７．４

５１０ プレミアムリーチ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介吉永 清美氏 藤岡 範士 日高 菊地牧場 B４４０± ０１：４８．４� ３１８．７�
４８ ダノンウィスラー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 ４４８－１２１：４８．５� ６．８�
７１３ サンライズサルーテ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ４４０＋１２１：４８．７１� ３２．６
４７ ミラグロッサ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �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 ４９４－ ８１：４８．９１� １３．３�
３５ トップシュール 牡３黒鹿５６ 石橋 守�コオロ 境 直行 新ひだか 聖心台牧場 ３９８－ ４１：４９．１１� ５０９．０�
２３ バロンルージュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０－１４１：４９．３１� ３１７．６�

６１２ メイショウトカチ 牡３鹿 ５６
５５ ☆川須 栄彦松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４９０－ ６１：４９．５１� ３９６．８�

７１５ ブルースビスティー 牡３鹿 ５６ 幸 英明備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B４６６＋ ６１：４９．７１� ６．１�
８１８ ケンオベリスク 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬中西 宏彰氏 松永 昌博 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４７６－ ８１：５０．４４ ３２８．１�

６１１ キョウワノイノリ 牡３青鹿５６ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４５４－ ２１：５１．２５ １４７．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，６０７，２００円 複勝： ３９，７２２，５００円 枠連： １５，６３２，４００円

馬連： ５５，３８４，４００円 馬単： ３３，６３８，９００円 ワイド： ２３，５９７，８００円

３連複： ７３，０８７，２００円 ３連単： １１１，８８４，８００円 計： ３７５，５５５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ２９０円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（２－８） １，４１０円

馬 連 �� １，４００円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド �� ７００円 �� １，８３０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ５，５３０円 ３ 連 単 ��� ２６，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２２６０７２ 的中 � １５７９７（５番人気）
複勝票数 計 ３９７２２５ 的中 � ２９２５８（６番人気）� １１５４２３（１番人気）� ２５４９０（７番人気）
枠連票数 計 １５６３２４ 的中 （２－８） ８１８７（７番人気）
馬連票数 計 ５５３８４４ 的中 �� ２９３８３（４番人気）
馬単票数 計 ３３６３８９ 的中 �� ７５１３（１０番人気）
ワイド票数 計 ２３５９７８ 的中 �� ８４３８（８番人気）�� ３０１３（２３番人気）�� ９８１６（５番人気）
３連複票数 計 ７３０８７２ 的中 ��� ９７６３（１７番人気）
３連単票数 計１１１８８４８ 的中 ��� ３０９８（８５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．２―３４．５―４６．９―５９．４―１：１１．７―１：２４．３―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラオウドウ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神６着

２００８．５．３０生 牡３黒鹿 母 ビストロドゥパリ 母母 ド ッ フ ５戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走状況〕 ブルースビスティー号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻５分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウワノイノリ号は，平成２３年８月２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。
（非当選馬） ２頭 ニホンピロフィード号・ラヴフェアリー号
（非抽選馬） ３頭 シーサイドウーマン号・ハナサクテーラー号・ペプチドパラス号
※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。

２０００８ ７月２日 曇 良 （２３京都４）第１日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上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

７１３� エーシンアガペー 牝４青 ５５
５４ ☆川須 栄彦�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 小河 豊水 B４５６＋ ２１：５２．１ ８．２�

５９ サンヴァンサン 牝４栗 ５５
５２ ▲藤懸 貴志万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２＋ ２１：５２．４２ ６．６�
６１１ カ ス ガ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ２３．４�
２３ プリティカポレイ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５８＋１０１：５２．７１� ２．９�
３５ ミ リ ア ム 牝５芦 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 追分 追分ファーム ４４０＋ ４ 〃 クビ １１．８�
８１５ 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 ４６０＋ ４１：５２．９１� １７５．７	
５１０ ヤマニンギモーヴ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４８４＋ ６１：５３．０クビ ２２．９

４８ � ネオジェイズレーヌ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太小林 仁幸氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６± ０１：５３．１� ８４．６�
２４ � ピシーズクイーン 牝４鹿 ５５ 浜中 俊三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか 石川 新一 ４６４－ ９１：５３．２クビ ４３．５�
７１４ オーパスクイーン 牝４鹿 ５５ 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 B５０６＋ ４１：５３．３� ４．２
３６ メイショウボヌス 牝４栗 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４８４＋ ４１：５３．４� ２５．７�
１２ 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 ４８４＋ ４ 〃 アタマ ９．２�
４７ アドマイヤインディ 牝５栗 ５５ 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４５６－１２ 〃 同着 ９５．６�
１１ � プ ル プ ル 牝５鹿 ５５

５３ △国分 優作栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４２２± ０１：５３．５� ７１．８�
６１２ ラガーラブリン 牝４黒鹿５５ 幸 英明奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 ４４２＋ ４１：５３．６� １３５．６�
８１６ ティボリペガサス 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６０＋ ４１：５３．９１� ２２０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１０５，３００円 複勝： ３６，３９８，７００円 枠連： １６，０５１，２００円

馬連： ５３，０００，４００円 馬単： ３４，１８１，８００円 ワイド： ２３，８０３，７００円

３連複： ７５，４９１，３００円 ３連単： １１９，８２０，１００円 計： ３７９，８５２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２４０円 � ２４０円 � ５００円 枠 連（５－７） ６３０円

馬 連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ４，６３０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ２，３７０円 �� ２，４７０円

３ 連 複 ��� １４，４４０円 ３ 連 単 ��� ６４，６００円

票 数

単勝票数 計 ２１１０５３ 的中 � ２０３６４（４番人気）
複勝票数 計 ３６３９８７ 的中 � ４２７１２（４番人気）� ４３６７１（３番人気）� １６６６９（７番人気）
枠連票数 計 １６０５１２ 的中 （５－７） １９０４４（２番人気）
馬連票数 計 ５３０００４ 的中 �� １８８００（９番人気）
馬単票数 計 ３４１８１８ 的中 �� ５４５５（１７番人気）
ワイド票数 計 ２３８０３７ 的中 �� ７５１４（９番人気）�� ２４２５（２８番人気）�� ２３２２（２９番人気）
３連複票数 計 ７５４９１３ 的中 ��� ３８６０（５０番人気）
３連単票数 計１１９８２０１ 的中 ��� １３６９（２０８番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．４―１３．１―１２．９―１２．７―１２．５―１２．４―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．４―３６．５―４９．４―１：０２．１―１：１４．６―１：２７．０―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�エーシンアガペー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス

２００７．４．２２生 牝４青 母 エイシンアイノウタ 母母 エイシンララミー １１戦１勝 賞金 １５，５１０，０００円
初出走 JRA

※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 エーシンジェネシス号



２０００９ ７月２日 曇 良 （２３京都４）第１日 第９競走 ��
��１，４００�

お お え や ま

大 江 山 特 別
発走１４時１５分 （芝・右・外）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

７１５ ペルレンケッテ 牝３鹿 ５２ 福永 祐一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６０－１０１：２１．３ ２．１�

６１１ ビッグスマイル 牝３黒鹿５２ 川田 将雅大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４３８＋１６１：２１．４� ７．５�
５１０ ニシノモレッタ 牝４栗 ５５ 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４９２± ０１：２２．０３� ９．７�
５９ ブラウンマシーン 牡３鹿 ５４ 浜中 俊キャピタルクラブ 境 直行 新冠 田鎖牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ３０．３�
１２ ガールズストーリー 牝３黒鹿５２ 酒井 学吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４１２－ ６ 〃 アタマ ３７．３�
７１４ パワフルキリシマ 牡３鹿 ５４ 北村 友一西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４３８－ ８１：２２．２１� ６７．９�
８１７ スズカサクセス 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４６６＋ ２１：２２．３� ２８８．１	
２３ ドリームヒーロー 牡４青鹿５７ 佐藤 哲三田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３４－ ６１：２２．４� １２．１

３６ メイショウドナリオ 牡５栗 ５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５１２－１０１：２２．５� ４．６�
７１３	 サイキョウアサカゼ 牡５栗 ５７ 武 幸四郎奥本賢一郎氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４３２± ０１：２２．６� ２３．４�
１１ ノーブルディード 牡３黒鹿５４ 渡辺 薫彦 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４１：２２．７� ２０６．５
４８ 
 ミラノムーン 牡４鹿 ５７ 石橋 守山口 義道氏 松永 幹夫 独 Frau U. Tim-

mermann ４７２＋ ２ 〃 ハナ ８６．１�
４７ レ コ メ ン ド 牡４鹿 ５７ N．ピンナ �アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 B４８４＋ ４ 〃 ハナ １５．３�

（伊）

８１８ トップアテンション 牡４鹿 ５７ 小牧 太�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４８４＋ ４１：２２．９１� ７２．１�
２４ ナリタブルースター 牝４青鹿５５ 国分 優作�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８２－ ６１：２３．５３� １５１．６�
３５ 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 B４８４＋ ６ 〃 ハナ １８０．５�
６１２	 クレバーアグネス 牡５栗 ５７ 高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４７０－ ２１：２３．６クビ ３１３．７�
８１６� アイスメアー 牝３栗 ５２ 北野 真弘村上 憲政氏 野田 学 新ひだか 藤平 和実 ４３４－１３１：２３．７� ４６３．４�

（兵庫） （兵庫）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，１６５，６００円 複勝： ４８，３８５，７００円 枠連： ２０，００２，６００円

馬連： ８４，５１８，０００円 馬単： ５６，８５６，４００円 ワイド： ３４，３０７，７００円

３連複： １１２，７９６，９００円 ３連単： ２０８，２１５，１００円 計： ５９７，２４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � ２４０円 枠 連（６－７） ６５０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ４５０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 ��� ８，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３２１６５６ 的中 � １２５４１３（１番人気）
複勝票数 計 ４８３８５７ 的中 � １６４３６１（１番人気）� ４６６６７（３番人気）� ３９８２７（４番人気）
枠連票数 計 ２０００２６ 的中 （６－７） ２２９６２（２番人気）
馬連票数 計 ８４５１８０ 的中 �� ７８１３６（２番人気）
馬単票数 計 ５６８５６４ 的中 �� ３５８４６（２番人気）
ワイド票数 計 ３４３０７７ 的中 �� ２３０４４（２番人気）�� １９２０７（４番人気）�� ７８１２（１１番人気）
３連複票数 計１１２７９６９ 的中 ��� ３４０４３（５番人気）
３連単票数 計２０８２１５１ 的中 ��� １８２１６（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．９―４６．９―５８．８―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペルレンケッテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１１．２．２７ 阪神３着

２００８．４．３０生 牝３鹿 母 プ ン テ ィ ラ 母母 Prada ６戦２勝 賞金 ２３，６５５，０００円
※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。
（非当選馬） ２頭 アドマイヤクーガー号・ウエストエンド号
（非抽選馬） ３頭 スズノハミルトン号・ネオザウイナー号・レスタービート号
※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。

２００１０ ７月２日 曇 良 （２３京都４）第１日 第１０競走 ��
��１，６００�

た ん ご は ん と う

丹 後 半 島 特 別
発走１４時５０分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

８１３ ピースピース 牡５鹿 ５７ N．ピンナ ��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４６４－ ２１：３３．４ ４３．４�
（伊）

７１１ 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 ４４６－ ６１：３３．５� ８．０�
１１ ティアップゴールド 牡５鹿 ５７ 浜中 俊田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４７４－ ２１：３３．８１� １２．１�
５７ ナリタスレンダー 	６鹿 ５７ 田中 健�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４８６－１６ 〃 ハナ ２９．３�
６１０ セイクリッドセブン 牡４栗 ５７ 小牧 太 �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 ４６８± ０１：３３．９� ５．４�
７１２
 マジンプロスパー 牡４栗 ５７ 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム ４９２± ０ 〃 クビ １．６	
４５ アグネスサクラ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：３４．０クビ ２８．２

８１４ シルクターンベリー 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４８４－ ６１：３４．２１� ９４．６�
６９ � ロードロックスター 牡５鹿 ５７ 幸 英明 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm ５０４± ０ 〃 クビ １０．４�
５８ ル ナ キ ッ ズ 牡５栗 ５７ 酒井 学畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４８０＋ ２１：３４．９４ ６１．４
２２ ウェザーサイド 牡５鹿 ５７ 和田 竜二吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４５２± ０１：３５．１１ １５１．３�
３４ ビ ン チ ェ ロ 牡７黒鹿５７ 高倉 稜 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ４１：３５．４１� ２７４．０�
３３ 
 ハマノモナーク 牡６黒鹿５７ 渡辺 薫彦浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４５２－ ４１：３５．７１� ７１２．１�
４６ パリスドール 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介釘田 秀一氏 川村 禎彦 鹿児島 釘田フアーム ４４４－２８１：３７．６大差 ５１６．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４５，８１４，４００円 複勝： ７４，６０１，４００円 枠連： ２６，２８３，２００円

馬連： １０７，２６５，３００円 馬単： ７８，６２７，８００円 ワイド： ４４，０６４，５００円

３連複： １４７，３０１，８００円 ３連単： ２９９，７４５，１００円 計： ８２３，７０３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，３４０円 複 勝 � ８６０円 � ２６０円 � ２９０円 枠 連（７－８） １，８８０円

馬 連 �� ９，９９０円 馬 単 �� ２９，４３０円

ワ イ ド �� ２，０１０円 �� ２，３６０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� １９，５４０円 ３ 連 単 ��� １８６，３７０円

票 数

単勝票数 計 ４５８１４４ 的中 � ８３２８（８番人気）
複勝票数 計 ７４６０１４ 的中 � １９５７１（９番人気）� ８３０８３（３番人気）� ７３３２０（４番人気）
枠連票数 計 ２６２８３２ 的中 （７－８） １０３６０（８番人気）
馬連票数 計１０７２６５３ 的中 �� ７９３１（２６番人気）
馬単票数 計 ７８６２７８ 的中 �� １９７２（５８番人気）
ワイド票数 計 ４４０６４５ 的中 �� ５３３１（２１番人気）�� ４４９５（２５番人気）�� １３２３９（１０番人気）
３連複票数 計１４７３０１８ 的中 ��� ５５６６（５２番人気）
３連単票数 計２９９７４５１ 的中 ��� １１８７（３６２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．７―１１．９―１１．９―１１．８―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．１―４７．０―５８．９―１：１０．７―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピースピース �
�
父 マリエンバード �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００８．７．１３ 阪神１３着

２００６．４．３生 牡５鹿 母 ベルヴェデーレ 母母 フラツターアウエイ ３５戦４勝 賞金 ８４，４１１，０００円
〔制裁〕 マジンプロスパー号の騎手北村友一は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金３０，０００円。（５番・１番・７番への

進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パリスドール号は，平成２３年８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，主として騎乗中の国名を表示している。



２００１１ ７月２日 曇 良 （２３京都４）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�

あまのはしだて

天橋立ステークス
発走１５時３０分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．７．３以降２３．６．２６まで１回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１２ ニホンピロアワーズ 牡４青鹿５８ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 ５０８＋ ８１：５０．６ １．９�

５７ スタッドジェルラン 牡５栗 ５７．５ 佐藤 哲三久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４９８＋ ２１：５１．０２� ４．８�
４４ フォーティファイド 牡６栗 ５６ 浜中 俊吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ４９８－ ２１：５１．３１� １４．３�
７１１ エアペイシェンス 牡５栗 ５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４ 〃 クビ ６．１�
５６ メガロスバンダム 牡６鹿 ５６ N．ピンナ 山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ５０８± ０１：５２．０４ １０．５�

（伊）

６９ トーセンスターン 牡６鹿 ５４ 川田 将雅島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：５２．１� ９８．３	
３３ デンコウヤマト 牡５栗 ５５ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ５２．８

２２ 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 ４８２－１０１：５２．３１ １６６．３�
６８ マーベラスカイザー 牡３栗 ５２ 松山 弘平笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 ４７６＋ ４１：５２．５１� ３１．４�
１１ 	 プラチナメーン 牡６栗 ５５ 小牧 太広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ５０４＋ ６１：５２．７１� ２６．２
８１３
 ゲバルトステイヤー 牡７栗 ５４ 太宰 啓介畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８２－ ６１：５２．９１ １７４．１�
４５ アイソトープ 牡６栗 ５４ 和田 竜二 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B４９０＋ ４１：５３．３２� ７１．９�
７１０ プリンセスペスカ 牝５栗 ５３ 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４４４－２２１：５３．５１� １７．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５７，２４６，１００円 複勝： ９０，８９５，１００円 枠連： ４４，５２９，４００円

馬連： ２３５，８６７，１００円 馬単： １３８，３９５，６００円 ワイド： ６７，９５１，９００円

３連複： ２６６，９９９，７００円 ３連単： ５９９，８３１，６００円 計： １，５０１，７１６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（５－８） ２９０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ４８０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� ４，０５０円

票 数

単勝票数 計 ５７２４６１ 的中 � ２４６５５０（１番人気）
複勝票数 計 ９０８９５１ 的中 � ３８２４２２（１番人気）� １６０７４８（２番人気）� ５６８１０（４番人気）
枠連票数 計 ４４５２９４ 的中 （５－８） １１５３１６（１番人気）
馬連票数 計２３５８６７１ 的中 �� ４７２７１０（１番人気）
馬単票数 計１３８３９５６ 的中 �� １６５６６７（１番人気）
ワイド票数 計 ６７９５１９ 的中 �� １３１４４２（１番人気）�� ３０８８２（５番人気）�� １７１５５（１０番人気）
３連複票数 計２６６９９９７ 的中 ��� １３１９３５（３番人気）
３連単票数 計５９９８３１６ 的中 ��� １０９３１３（４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１３．３―１２．８―１２．７―１２．２―１２．０―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３６．８―４９．６―１：０２．３―１：１４．５―１：２６．５―１：３８．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロアワーズ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１０．１．２３ 京都３着

２００７．５．３生 牡４青鹿 母 ニホンピロルピナス 母母 ニホンピロタイラ １０戦５勝 賞金 ８４，５７３，０００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。

２００１２ ７月２日 曇 良 （２３京都４）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１１ ツリーズオブホープ 牡４栗 ５７
５６ ☆高倉 稜吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４５４－ ２１：１２．４ ４．３�

８１５ エーシンハダル 牡４鹿 ５７
５６ ☆川須 栄彦�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B４８８－ ２ 〃 ハナ ４．８�

１１ ダイシンサーベル 牡６黒鹿５７ 川田 将雅大八木信行氏 吉田 直弘 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８０－ ２ 〃 クビ １３．２�

７１３ サザンブレイズ 牡３栗 ５４ 幸 英明南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４５２－ ４１：１２．６１� ５．４�
５９ � オールブランニュー 牝５黒鹿５５ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４５６＋１６１：１２．７� １１．４�
４８ グランスカイ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ １２．５�
４７ メイショウテッペイ 牡６鹿 ５７ 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 日の出牧場 ５１８－ ８１：１３．２３ ２３．７	
３６ サマーラグーン 牝５青鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂セゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４６６＋１０１：１３．３� ６８．２

５１０ ナリタシーズン 牡４栗 ５７ 芹沢 純一�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４９８－ ２１：１４．１５ ７．４�
２３ キクノアルバ 牝４鹿 ５５ N．ピンナ 菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４７４＋１０１：１４．２� ８．０�

（伊）

３５ プリンセスエリー 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４８４＋ ６１：１４．５２ ８４．８�
６１２� アイファースペイン 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文中島 稔氏 日吉 正和 静内 大城 康伸 ４２６＋ ８１：１５．５６ ２９３．２�
１２ � ワールドウイング 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介庄野 昭彦氏 柴田 光陽 新ひだか 中田 浩美 ４９２－ ９１：１５．７１ ５４．０�
８１６ メイショウローツェ 牡５栗 ５７ 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４６６＋１２ 〃 クビ ６９．６�
７１４ シゲルコイヒメ 牝４黒鹿５５ 酒井 学森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 出羽牧場 ４３４＋ ６１：１６．３３� ２１８．０�
２４ マルサンライナー 牝３栗 ５２

５０ △国分 優作松井三千年氏 目野 哲也 様似 様似堀牧場 ４５８－１０１：１８．２大差 ４２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，２２５，０００円 複勝： ５５，７６４，８００円 枠連： ２９，７８４，６００円

馬連： １１３，０２２，１００円 馬単： ６６，７２１，７００円 ワイド： ４５，４７２，７００円

３連複： １５５，９８１，０００円 ３連単： ２８８，５２６，８００円 計： ７８８，４９８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ３２０円 枠 連（６－８） ９８０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� １，１８０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ５，３５０円 ３ 連 単 ��� ２２，４２０円

票 数

単勝票数 計 ３３２２５０ 的中 � ６１０１５（１番人気）
複勝票数 計 ５５７６４８ 的中 � １２６１７４（１番人気）� ８５６６７（２番人気）� ３５９５４（６番人気）
枠連票数 計 ２９７８４６ 的中 （６－８） ２２５２４（２番人気）
馬連票数 計１１３０２２１ 的中 �� ８６８８５（１番人気）
馬単票数 計 ６６７２１７ 的中 �� ２４３９９（２番人気）
ワイド票数 計 ４５４７２７ 的中 �� ３７０９８（１番人気）�� ８９７９（１４番人気）�� ８３９２（１６番人気）
３連複票数 計１５５９８１０ 的中 ��� ２１５３４（１３番人気）
３連単票数 計２８８５２６８ 的中 ��� ９４９９（４６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１２．５―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３５．１―４７．６―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツリーズオブホープ �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２０１０．１．１０ 京都６着

２００７．３．１９生 牡４栗 母 ユメノクラリティー 母母 マ シ ェ ア ー １０戦２勝 賞金 ２２，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルサンライナー号は，平成２３年８月２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 イメージレイナ号・ゴーオンホーマン号・スマートオーシャン号・タカノキング号・ナムラナイト号
※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。



（２３京都４）第１日 ７月２日（土曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７頭 本 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

１７８，３２０，０００円
１５，１５０，０００円
１，５５０，０００円
１６，９１０，０００円
５９，８０５，５００円
４，６０２，０００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
３０５，８２７，３００円
５０６，５４６，３００円
２０８，１４３，１００円
８４９，１６８，０００円
５６６，１６７，３００円
３３４，０６８，６００円
１，１１７，３９９，７００円
２，１３０，４４７，７００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 ６，０１７，７６８，０００円

総入場人員 １７，２２９名 （有料入場人員 １５，９６８名）


