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２００４９ ７月１６日 晴 良 （２３京都４）第５日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時００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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

５５ 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 ４５６＋ ４１：０９．８ １６．１�

４４ トップキックス 牡２鹿 ５４ 浜中 俊�コオロ 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４３０－ ４１：０９．９� ５．１�
８８ 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± ０ 〃 アタマ ４．０�
１１ 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± ０１：１０．３２� １．７�
６６ キクエチャン 牝２鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂ロイヤルパーク 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ３８８± ０１：１１．０４ １３．６�
２２ 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 ４３６＋ ２１：１１．５３ １８．７�
３３ テイエムハエハエ 牝２栗 ５４ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４１４＋１２１：１１．６クビ １２６．６	
７７ シゲルハッサク 牡２芦 ５４

５２ △国分 優作森中 蕃氏 鶴留 明雄 新ひだか 井高牧場 ４６０＋ ２１：１２．０２� １０４．４


（８頭）

売 得 金

単勝： １３，３５９，５００円 複勝： ３３，４８９，３００円 枠連： 発売なし

馬連： ２６，８８８，６００円 馬単： ２３，４３６，７００円 ワイド： １１，０９５，８００円

３連複： ３３，８８０，２００円 ３連単： ８５，００５，２００円 計： ２２７，１５５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ４３０円 � ２８０円 � ２４０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，８２０円 馬 単 �� ４，７４０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ７１０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� ２９，４３０円

票 数

単勝票数 計 １３３５９５ 的中 � ６５７１（５番人気）
複勝票数 計 ３３４８９３ 的中 � １８７２３（４番人気）� ３２６９３（３番人気）� ３９７９８（２番人気）
馬連票数 計 ２６８８８６ 的中 �� １０９４１（７番人気）
馬単票数 計 ２３４３６７ 的中 �� ３６５４（２０番人気）
ワイド票数 計 １１０９５８ 的中 �� ８０２３（６番人気）�� ３５０４（１２番人気）�� ９９１５（４番人気）
３連複票数 計 ３３８８０２ 的中 ��� ８７０６（１２番人気）
３連単票数 計 ８５００５２ 的中 ��� ２１３２（８２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１１．５―１１．４―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．７―３５．２―４６．６―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルリシュブール �
�
父 デュランダル �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．７．２ 京都７着

２００９．３．１４生 牡２鹿 母 デカンタージュ 母母 カズミハルコマ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。

２００５０ ７月１６日 晴 良 （２３京都４）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 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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２３ 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 ４７８＋ ８１：１３．０ １．７�

８１５ ウォーターメジャー 牡３黒鹿５６ 幸 英明山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 ４６２＋ ４１：１３．４２� ３．３�
２２ キンシゴールド 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜若草クラブ 浅見 秀一 浦河 有限会社
松田牧場 ４５６＋ ２ 〃 アタマ １３．３�

５８ ルレーヴドメール 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２＋１０ 〃 ハナ ３０．３�

３５ ハーイスマイル 牡３黒鹿 ５６
５４ △国分 優作小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 ４６０－ ２１：１３．６１ ８．０�

１１ ダイゴテンリュウ 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 ４６４＋１８１：１４．０２� ２８２．９�
４６ ドリームスパ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介セゾンレースホース	 中村 均 宮城 遊佐 武俊 ４９２＋ ４１：１４．１� １１３．９

６１１ ナリタハピネス 牡３栗 ５６ 大下 智	オースミ 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５６ ―１：１４．２� １４８．９�
３４ ノベンバーペガサス 牝３黒鹿５４ 北村 友一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４８４ ―１：１４．４１� ５８．９�
７１３ ナムラプルート 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬奈村 信重氏 松永 昌博 新ひだか 八田ファーム ４６４＋ ４１：１４．５� ５６．０
７１２ ユウキビバボーイ 牡３栗 ５６ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４６２＋ ４１：１４．８２ １４２．０�
５９ アドマイヤセリナー 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太近藤 利一氏 藤沢 則雄 浦河 辻 牧場 ４６８＋ ８１：１５．２２� ４４３．３�
４７ ハ ナ カ ゲ 牝３栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４３６ ―１：１５．４� １６．７�

６１０ ミスズファミリー 牝３鹿 ５４
５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 ４１４ ―１：１６．１４ ４１３．７�

８１４ サツマフラワー 牝３栗 ５４ 小牧 太蛭川 年明氏 鈴木 孝志 浦河 ひるかわ育
成牧場 ５００＋１０ 〃 クビ ９５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，６３１，２００円 複勝： ４７，９６０，５００円 枠連： １０，２８３，９００円

馬連： ３６，４１２，７００円 馬単： ３１，２６４，２００円 ワイド： １８，３８３，９００円

３連複： ５１，９３６，９００円 ３連単： ９６，８９７，０００円 計： ３１２，７７０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（２－８） ２１０円

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ３６０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ２９０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� １，６６０円

票 数

単勝票数 計 １９６３１２ 的中 � ９１００１（１番人気）
複勝票数 計 ４７９６０５ 的中 � ２５７３５６（１番人気）� １１４５０９（２番人気）� ２８８０５（４番人気）
枠連票数 計 １０２８３９ 的中 （２－８） ３６５０７（１番人気）
馬連票数 計 ３６４１２７ 的中 �� １１１２６７（１番人気）
馬単票数 計 ３１２６４２ 的中 �� ６４６１１（１番人気）
ワイド票数 計 １８３８３９ 的中 �� ４３７４１（１番人気）�� １３６３３（３番人気）�� ９６８１（５番人気）
３連複票数 計 ５１９３６９ 的中 ��� ６０８３４（２番人気）
３連単票数 計 ９６８９７０ 的中 ��� ４３２０６（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．８―１２．０―１２．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．８―３５．６―４７．６―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウクロガネ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１１．３．２１ 阪神５着

２００８．２．１７生 牡３鹿 母 ステイトリースター 母母 Stylish Star ５戦１勝 賞金 ８，４５０，０００円
※出走取消馬 スリンシンガポール号（疾病〔右後肢挫創〕のため）

第４回　京都競馬　第５日



２００５１ ７月１６日 晴 良 （２３京都４）第５日 第３競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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

２：２２．６
２：２２．１

良

良

４７ クーガーストリート 牡３青鹿５６ 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２２：２９．１ ２２．５�

６１２ アルジェンタム 牡３栗 ５６ 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８２：２９．２� １．３�
８１５ プレスインザサン 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４４０± ０２：２９．６２� ７．４�
４８ 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± ０ 〃 クビ １０．０�
７１４ ライジングサン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５００＋ ２２：２９．７� ４５．２�
６１１ メイショウオオワシ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９６－ ２２：２９．８� １８．０	
３６ ギ ャ バ ン �３鹿 ５６ 田辺 裕信木浪 巖氏 鮫島 一歩 新冠 大栄牧場 ４４２－ ６２：２９．９� １１４．８

７１３ ダイヤモンドハウス �３黒鹿５６ 中村 将之原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４１８－ ２２：３０．０� ２５８．５�
５１０ グ ッ ド ワ ン 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム ５１０－ ４ 〃 アタマ １６９．６�
１２ ローザアルラヴィス 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ６２：３０．１クビ ４２．３
２３ ライトアップゲラン 牝３黒鹿５４ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 谷 潔 日高 白井牧場 ４４６－ １２：３０．７３� １７８．７�
２４ スズカキーストン 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 B４８６＋ ４２：３０．８クビ ３４．５�
１１ ウィズイングレース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４６４± ０２：３１．２２� ５８．８�
５９ プリティスカイ 牝３鹿 ５４ 酒井 学長谷川光司氏 日吉 正和 新ひだか 見上牧場 ４６２± ０２：３１．９４ ３３９．６�
８１６ アンダーザローズ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦加藤 守氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B４８４－ ８ 〃 アタマ １７６．５�
３５ アートオブクウィル 牝３青鹿５４ 北村 友一岡田 隆寛氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４４２± ０２：３２．２１� ２５０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２６８，２００円 複勝： ５９，２７５，２００円 枠連： １０，４２２，８００円

馬連： ３１，８７１，４００円 馬単： ３２，１６２，６００円 ワイド： １６，３６２，４００円

３連複： ４９，０３１，３００円 ３連単： １００，３０７，９００円 計： ３１７，７０１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２５０円 複 勝 � ３３０円 � １００円 � １４０円 枠 連（４－６） ３８０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ４，３８０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，１３０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� １８，７９０円

票 数

単勝票数 計 １８２６８２ 的中 � ６４２１（５番人気）
複勝票数 計 ５９２７５２ 的中 � １２４３９（５番人気）� ４４５６６９（１番人気）� ４８９３８（２番人気）
枠連票数 計 １０４２２８ 的中 （４－６） ２０７５３（２番人気）
馬連票数 計 ３１８７１４ 的中 �� ２１８８０（４番人気）
馬単票数 計 ３２１６２６ 的中 �� ５４２０（１２番人気）
ワイド票数 計 １６３６２４ 的中 �� ９５７９（４番人気）�� ２８５８（１１番人気）�� ２９１６１（１番人気）
３連複票数 計 ４９０３１３ 的中 ��� ２５５４２（３番人気）
３連単票数 計１００３０７９ 的中 ��� ３９４０（５３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．８―１３．０―１３．４―１３．４―１３．６―１３．３―１２．５―１１．５―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�
１２．２―２３．３―３５．１―４８．１―１：０１．５―１：１４．９―１：２８．５―１：４１．８―１：５４．３―２：０５．８―２：１７．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クーガーストリート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．３．２６ 阪神１７着

２００８．５．１７生 牡３青鹿 母 ピューマカフェ 母母 セトフローリアンⅡ ５戦１勝 賞金 ５，３００，０００円
〔発走状況〕 アートオブクウィル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

２００５２ ７月１６日 晴 良 （２３京都４）第５日 第４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 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

３６ ビューティーモズ 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４７４＋ ６１：２５．１ ３７．３�

８１６ デザートオアシス 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 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 ５２０＋ ２ 〃 ハナ ２．２�

１２ タマモダリア 牝３栗 ５４
５３ ☆国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 B４２４± ０１：２５．４２ １１．０�

５１０ スリーアルテミス 牝３鹿 ５４
５２ △国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５４－ ２１：２５．５クビ １４．５�

５９ � アンティフォナ 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 米 Shadai Cor-
poration ４５６－ ２１：２５．６� ７．２�

２４ � レディワシントン 牝３鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦鳴戸 雄一氏 池江 泰寿 米 Yuichi Na-

ruto ４４６＋ ２１：２６．７７ ８．５	
８１５ サンダーストラック 牡３鹿 ５６ 川田 将雅山本 英俊氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ２１：２６．８クビ ４．５

４８ メモリーフェミナ 牝３栗 ５４ 幸 英明�シンザンクラブ 武田 博 浦河 成隆牧場 ４４０ ―１：２７．１２ ２３０．３�
７１４ タイキアンジェリカ 牝３栗 ５４ 和田 竜二�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４６４－ ２ 〃 ハナ ６０．５�
１１ � エーシンビショップ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米 Ron Stolich ４９４－ ６１：２７．３１� １３２．６
６１１ ネバーミスザマーク 牡３鹿 ５６ 石橋 守畑佐 博氏 河内 洋 浦河 北光牧場 B５０６± ０１：２７．４� １３．１�
２３ ノブアルコバレーノ 牡３鹿 ５６ 高田 潤前田 亘輝氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４７４± ０１：２７．５� １４２．１�
４７ ニューポートビーチ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜百万 武夫氏 崎山 博樹 日高 藤本ファーム ４３８－ ４１：２７．６� １０６．４�
６１２ ターボクエスト 牝３栗 ５４ 北村 友一河津 章夫氏 中尾 秀正 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４９０ ―１：２８．３４ １１４．９�
７１３ プ リ ン ス 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉山田眞理子氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４７４－ ６１：２９．１５ ４９０．５�
３５ ニシノエックス 牡３栗 ５６ 赤木高太郎西山 茂行氏 高木 登 むかわ 西山牧場 ４７８＋ ６１：２９．３１� １５９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６０２，２００円 複勝： ３１，２７９，５００円 枠連： １２，２２７，３００円

馬連： ３５，６１０，４００円 馬単： ２７，６９６，５００円 ワイド： ２０，５９８，１００円

３連複： ５６，７８４，８００円 ３連単： ９４，２７５，２００円 計： ２９９，０７４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７３０円 複 勝 � ７７０円 � １５０円 � ３５０円 枠 連（３－８） ２，７２０円

馬 連 �� ４，９８０円 馬 単 �� ８，１２０円

ワ イ ド �� １，１３０円 �� ６，２３０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� １６，７９０円 ３ 連 単 ��� ６９，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２０６０２２ 的中 � ４３６４（８番人気）
複勝票数 計 ３１２７９５ 的中 � ８１６４（８番人気）� ７６７１２（１番人気）� ２０７９８（６番人気）
枠連票数 計 １２２２７３ 的中 （３－８） ３３２６（８番人気）
馬連票数 計 ３５６１０４ 的中 �� ５２７８（１９番人気）
馬単票数 計 ２７６９６５ 的中 �� ２５１８（２９番人気）
ワイド票数 計 ２０５９８１ 的中 �� ４５２４（１５番人気）�� ７７３（４１番人気）�� ７４３９（８番人気）
３連複票数 計 ５６７８４８ 的中 ��� ２４９６（４４番人気）
３連単票数 計 ９４２７５２ 的中 ��� １００２（２０６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．７―３５．３―４７．５―５９．６―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビューティーモズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．８．２１ 札幌６着

２００８．３．１４生 牝３黒鹿 母 ペルファヴォーレ 母母 コンアモール ３戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
〔発走状況〕 ニシノエックス号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 ニシノエックス号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アオイシャトル号・アスターファイター号



２００５３ ７月１６日 晴 良 （２３京都４）第５日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

４４ ク ラ レ ン ト 牡２栗 ５４ 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０ ―１：２２．３ ４．１�

８１３ サドンストーム 牡２栗 ５４
５２ △国分 優作 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６４ ―１：２２．７２� ５．５�
５７ ブルーハーツクライ 牡２栗 ５４ 和田 竜二 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 ４５２ ―１：２３．０１� ９．４�
２２ マイネマキアージュ 牝２黒鹿５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４１２ ― 〃 ハナ ２７．４�
５６ ジュディソング 牝２栗 ５４ 藤岡 康太中辻 明氏 宮 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２ ―１：２３．１� ４．７�
８１２ ジークジオン 牡２栗 ５４ 田辺 裕信幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４７０ ―１：２３．９５ ２０．０�
７１１ サクラエミネント 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４２８ ― 〃 アタマ ３．７	
４５ オウケンハナミズキ 牝２青 ５４

５３ ☆高倉 稜福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ３９２ ―１：２４．６４ ４５．７

７１０ シゲルブンタン 牡２栗 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 藤原牧場 ４５４ ―１：２５．３４ １４６．８�
６９ ウインオーラム 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三�ウイン 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 ４７４ ―１：２５．５１� １４．４�
３３ エリモヴィエント 牡２栗 ５４ 浜中 俊山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４６６ ―１：２５．７１� ４２．６
１１ シゲルパパイア 牡２黒鹿５４ 中村 将之森中 蕃氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４５４ ―１：２６．０１� １６６．７�
６８ エーシンスコルピオ 牡２栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦�栄進堂 田所 秀孝 浦河 室田 千秋 ４４２ ― 〃 ハナ ４８．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，６４１，５００円 複勝： ２７，８２１，４００円 枠連： １０，３０４，７００円

馬連： ３８，７１２，０００円 馬単： ２７，６４９，０００円 ワイド： １７，１５０，６００円

３連複： ５２，０８３，７００円 ３連単： ８１，００９，３００円 計： ２７４，３７２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（４－８） ８２０円

馬 連 �� １，１９０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ８３０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ３，３００円 ３ 連 単 ��� １４，４５０円

票 数

単勝票数 計 １９６４１５ 的中 � ３８５０６（２番人気）
複勝票数 計 ２７８２１４ 的中 � ４７７６０（２番人気）� ４６７３１（３番人気）� ２２６１６（５番人気）
枠連票数 計 １０３０４７ 的中 （４－８） ９３４５（６番人気）
馬連票数 計 ３８７１２０ 的中 �� ２４１６３（６番人気）
馬単票数 計 ２７６４９０ 的中 �� １０１７６（６番人気）
ワイド票数 計 １７１５０６ 的中 �� ７５７３（６番人気）�� ５０２１（１０番人気）�� ５０８５（９番人気）
３連複票数 計 ５２０８３７ 的中 ��� １１６８１（１０番人気）
３連単票数 計 ８１００９３ 的中 ��� ４１３９（３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．６―４６．０―５７．７―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ラ レ ン ト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ダンシングブレーヴ 初出走

２００９．３．２生 牡２栗 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２００５４ ７月１６日 晴 良 （２３京都４）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）

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

５９ メイショウゾウセン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４５２－１０１：５４．５ ３．４�

７１３ 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 B４９６＋ ４１：５４．６� ３．１�
１１ ルチルドラード 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ４ 〃 ハナ ７．２�
２４ 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 ４３８－ ８１：５４．９１� ６７．９�
４８ イケオコリンボー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４８８± ０１：５５．０� ２８．１�
２３ モータウンサウンド 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬 �社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６１：５５．１� ６．１�
１２ バンブーアーセナル 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ５０８－ ２１：５５．２クビ ２３０．６	
３５ キョウワオリオン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４９４－ ４１：５５．４１� １１６．９

３６ ゴールドジェーン 牝３鹿 ５４ 北村 友一加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４３８＋ ２ 〃 アタマ ９４．０�
５１０ ウォーターワールド 牡３栗 ５６ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 ４５８－ ４１：５５．５� １００．３�
４７ ドリームボルト 牡３栗 ５６ 武 豊セゾンレースホース 藤沢 則雄 浦河 谷口牧場 ５１０＋ ４１：５５．６� ２１．３�
７１４ トップチェッカー 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 優作吉田 正志氏 長浜 博之 安平 追分ファーム ４５４ ―１：５５．９１� ４９．４�
６１２ バトルハイビッグ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 ４８６－１０１：５９．２大差 ３１１．６�
８１５ ペ ラ フ ィ ネ 牝３芦 ５４ 田辺 裕信市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６２± ０１：５９．６２� ３２．８�
６１１ ヘヴンリーブリス 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５３４＋ ８１：５９．７� ８．７�
８１６ 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 B４７０－ ２ （競走中止） ２２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１１７，５００円 複勝： ２５，５１８，２００円 枠連： １１，２３３，５００円

馬連： ３５，５０６，９００円 馬単： ２４，６８９，８００円 ワイド： １８，０８１，７００円

３連複： ５１，８４５，８００円 ３連単： ７９，９２９，４００円 計： ２６３，９２２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（５－７） ５４０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ３８０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 ��� ４，３２０円

票 数

単勝票数 計 １７１１７５ 的中 � ３９８４０（２番人気）
複勝票数 計 ２５５１８２ 的中 � ７００７９（１番人気）� ４５５３６（２番人気）� ３１７３１（３番人気）
枠連票数 計 １１２３３５ 的中 （５－７） １５４６８（１番人気）
馬連票数 計 ３５５０６９ 的中 �� ４７７４６（１番人気）
馬単票数 計 ２４６８９８ 的中 �� １６６６５（２番人気）
ワイド票数 計 １８０８１７ 的中 �� ２１８１３（１番人気）�� １１３７８（３番人気）�� ８９１５（５番人気）
３連複票数 計 ５１８４５８ 的中 ��� ３５６７１（１番人気）
３連単票数 計 ７９９２９４ 的中 ��� １３６７０（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１３．１―１２．９―１３．３―１２．９―１２．６―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３６．７―４９．６―１：０２．９―１：１５．８―１：２８．４―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．７
１
３
３（１，７）（１１，１６）－９，１５，５，１３，６，８（４，１２，１４）（２，１０）・（１，３，７）９（５，１３）（１１，１５）（６，８，１４）４（２，１２）１０＝１６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウゾウセン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．１．２３ 小倉３着

２００８．３．１０生 牡３黒鹿 母 メイショウデンコー 母母 メイショウベローナ ７戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔競走中止〕 クレバーステージ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕ドリームボルト号の騎手武豊は，発走直後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番・９番・１０番への進路影響）

クレバーステージ号の騎手和田竜二は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（１５番・１４番への進路影響）
〔その他〕 ペラフィネ号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「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〕 ヘヴンリーブリス号は，平成２３年８月１６日まで平地競走に出走できない。



２００５５ ７月１６日 晴 良 （２３京都４）第５日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

３５ ヒカリゴールド 牡３黒鹿５６ 浜中 俊�ヒカリクラブ 西浦 勝一 日高 中川牧場 ４５６＋ ２１：０９．０ ８．４�

４７ サカジロロイヤル 牡３黒鹿 ５６
５４ △国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 ４８０＋ ４ 〃 アタマ １２．２�

６１２ レ ー ガ ン 牡３青鹿５６ 石橋 守重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４８６＋ ４１：０９．４２� ７．２�
５１０ ディアウィキッド 牝３鹿 ５４ 北村 友一寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４３０± ０１：０９．６１� ２３．４�
２４ ピエナクリスタル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 ４５８－ ４１：０９．７クビ ２．７�
８１５ ネオザフラッシュ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４１０＋ ６１：０９．８� ８７．０�
３６ メトログリペン 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４９６± ０１：１０．０１� ３．３	
４８ メモリービジュアル 牝３栗 ５４ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 ４８０－１６１：１０．１� ５７．８

７１３ タ ト ゥ ー ン 牝３鹿 ５４ 酒井 学玉置 辰次氏 坪 憲章 新ひだか 田中 裕之 ４５２－１２１：１０．２� ８５．２�
７１４ カシノエベレスト 牝３青 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４２２± ０１：１０．４１� ３３．６�
６１１ マ リ ア 牝３青鹿５４ 田辺 裕信岡 浩二氏 中竹 和也 新ひだか 今 牧場 ４４６＋１４１：１０．５� ６４．５
５９ ワキノファイブ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４２４－１０１：１０．６� ６２．２�
１２ リアリーサムシング 牡３栗 ５６ 熊沢 重文吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４７０－ ２１：１１．０２� ２０．１�
１１ セリアメンテ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２＋ ６１：１１．２１� ２８８．５�
２３ ソ ー ニ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志平井 裕氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４３４－ ８ 〃 アタマ ３２．５�
８１６ スプリングフェスタ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５０－ ６１：１２．０５ ６３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２１８，１００円 複勝： ２９，３５７，４００円 枠連： １１，８１３，３００円

馬連： ４２，９１８，４００円 馬単： ３０，９３２，３００円 ワイド： ２０，６２５，８００円

３連複： ６２，３７９，７００円 ３連単： ９９，９５５，９００円 計： ３１７，２００，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２７０円 � ３１０円 � ２５０円 枠 連（３－４） １，０１０円

馬 連 �� ４，６００円 馬 単 �� ７，５７０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� １，３３０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� １１，０４０円 ３ 連 単 ��� ７１，９７０円

票 数

単勝票数 計 １９２１８１ 的中 � １８１４６（４番人気）
複勝票数 計 ２９３５７４ 的中 � ２９１０５（４番人気）� ２４６２８（５番人気）� ３２３０２（３番人気）
枠連票数 計 １１８１３３ 的中 （３－４） ８６５９（５番人気）
馬連票数 計 ４２９１８４ 的中 �� ６８９９（１５番人気）
馬単票数 計 ３０９３２３ 的中 �� ３０１７（２５番人気）
ワイド票数 計 ２０６２５８ 的中 �� ３５２２（１５番人気）�� ３８２６（１１番人気）�� ３９０２（１０番人気）
３連複票数 計 ６２３７９７ 的中 ��� ４１７３（３０番人気）
３連単票数 計 ９９９５５９ 的中 ��� １０２５（１９０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．４―１１．１―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３４．７―４５．８―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカリゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２０１０．８．７ 小倉９着

２００８．５．９生 牡３黒鹿 母 ヒカリレリア 母母 ピンクシェイド １１戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔制裁〕 ヒカリゴールド号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ランドヘラクレス号

２００５６ ７月１６日 晴 良 （２３京都４）第５日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

８１６ トーホウプリンセス 牝４栗 ５５ 浜中 俊東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４９０＋１２１：２３．６ １３．８�

２４ キョウエイカルラ 牝４栗 ５５
５２ ▲藤懸 貴志田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４７２＋１０ 〃 クビ １０．９�

６１２ トウカイレジーナ 牝４鹿 ５５
５４ ☆川須 栄彦内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４５４＋ ２１：２３．８１� ４．２�

４８ ミ リ ア ム 牝５芦 ５５ 武 豊 �社台レースホース高野 友和 追分 追分ファーム ４４２＋ ２１：２４．７５ １４．５�
８１５ エルメスグリーン 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ４９４＋ ２１：２４．８クビ ８．３�
５１０ プントバンコ 牝３青鹿５２ 川田 将雅塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４３８－ ４ 〃 クビ ５．７	
７１４ シグナルストーン 牝３黒鹿５２ 川原 正一森 保彦氏 清水 久詞 新冠 松浦牧場 ４３８＋ ２１：２４．９� ５．３


（兵庫）

７１３ ヘリオポーズ 牝５芦 ５５ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４３０－１８１：２５．０クビ ５９．７�
３５ ピ ノ ブ ラ ン 牝４芦 ５５ 野元 昭嘉 �サンデーレーシング 梅内 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ２１：２５．３１� １２．０�
１２ � ネオスペチアーレ 牝４鹿 ５５ 田中 学小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４５６＋ ４１：２５．５１ ２０３．７

（兵庫）

４７ 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 ４６６－ ２ 〃 クビ ２８７．１�
６１１ ヴィクトリーマーチ 牝４栗 ５５ 北村 友一吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４６２＋１０ 〃 ハナ １２．３�
２３ アドマイヤオンリー 牝４芦 ５５ 和田 竜二近藤 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 ５０４＋ ８１：２６．２４ １６．２�
１１ ハニーメロンチャン 牝４栗 ５５ 鮫島 良太松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４６４＋ ２１：２６．５１� ２１．８�
５９ � レナプリンセス 牝５鹿 ５５ 幸 英明�イクタ 田所 秀孝 池田 高橋 正三 ５０６＋１２１：２６．７１� １５９．４�
３６ � サンレイフレンド 牝５鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ４３４－３２１：２７．５５ ３８５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１４９，６００円 複勝： ３５，７１２，５００円 枠連： １６，４１０，５００円

馬連： ５９，０１３，７００円 馬単： ３３，９３２，２００円 ワイド： ２６，２３０，０００円

３連複： ８３，６０２，７００円 ３連単： １２２，８５７，５００円 計： ３９９，９０８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ５１０円 � ３９０円 � １９０円 枠 連（２－８） １，８３０円

馬 連 �� ７，２６０円 馬 単 �� １４，９１０円

ワ イ ド �� ３，４３０円 �� １，３００円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� １３，８２０円 ３ 連 単 ��� １１３，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２２１４９６ 的中 � １２６６６（８番人気）
複勝票数 計 ３５７１２５ 的中 � １６０７７（１０番人気）� ２２０３２（６番人気）� ６４４２９（１番人気）
枠連票数 計 １６４１０５ 的中 （２－８） ６６３４（７番人気）
馬連票数 計 ５９０１３７ 的中 �� ６００４（３８番人気）
馬単票数 計 ３３９３２２ 的中 �� １６８０（７５番人気）
ワイド票数 計 ２６２３００ 的中 �� １８３２（５１番人気）�� ５０２６（１５番人気）�� ５８９８（１２番人気）
３連複票数 計 ８３６０２７ 的中 ��� ４４６７（６１番人気）
３連単票数 計１２２８５７５ 的中 ��� ７９６（４８３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．４―１１．８―１１．８―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．６―３４．０―４５．８―５７．６―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウプリンセス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 チーフベアハート デビュー ２００９．１２．５ 阪神４着

２００７．４．１９生 牝４栗 母 トーホウアスカ 母母 カガミアスカ ６戦３勝 賞金 ２０，５００，０００円
〔制裁〕 トウカイレジーナ号の騎手川須栄彦は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（４番・３番・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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーアシシイ号
（非抽選馬） ４頭 アルテミス号・コーリングオブラブ号・トーホウリッチ号・レッドマロン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２００５７ ７月１６日 晴 良 （２３京都４）第５日 第９競走 ��１，６００�
し し が た に

鹿 ケ 谷 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

１１ キョウワジャンヌ 牝３栗 ５２ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４５６＋ ６１：３４．３ １４．６�

２３ アマファソン 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：３４．４� ２．８�
７１３ 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 ４３６－ ２ 〃 アタマ ２．７�
５９ マイユクール 牝３黒鹿５２ 北村 友一�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４４２－ ２１：３４．５� ２２．１�
８１６ ローザペルラ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４４－ ２１：３４．７１� ３６１．８�
８１７ 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 ４６８－ ４１：３４．８� ２１．７	
４８ ローザディアマント 牝３鹿 ５２ 浜中 俊永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４５８－ ４ 〃 ハナ ６．６

６１２ オールザットジャズ 牝３鹿 ５２ 武 幸四郎市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４５２＋ ２１：３５．０１� １４．１�
６１１ カスクドール 牝４鹿 ５５ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋ ２１：３５．２１� ２０．７�
３５ ハ ピ シ ン 牝３黒鹿５２ 国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４４６－ ６１：３５．４１� ７９．１
７１４ シゲルコイヒメ 牝４黒鹿５５ 国分 恭介森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 出羽牧場 ４３０－ ４１：３５．５� ３５６．１�
５１０ ミラクルベリー 牝３黒鹿５２ 川須 栄彦市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：３５．８１� ４５．０�
８１８ ティボリペガサス 牝４黒鹿５５ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ ３４９．６�
７１５ ピアノボレロ 牝４鹿 ５５ 酒井 学谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４３４＋ ４１：３６．０１� ４８．６�
２４ カネトシスラーヴァ 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４４４－ ８１：３６．２１� ５６．５�
１２ � エルキャンディー 牝４黒鹿５５ 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４３２＋１６ 〃 クビ ３２２．１�
４７ 	 ミ ミ チ ャ ン 牝３鹿 ５２ 川原 正一名古屋一征氏 大石 省三 浦河 栄進牧場 ４３８－ ６１：３６．８３� ３６３．３�

（兵庫） （兵庫）

３６ 	 サマーパレス 牝３鹿 ５２ 田中 学柴原 榮氏 平松 徳彦 むかわ 西山牧場 ４９０－ ７ 〃 クビ ４２７．４�
（兵庫） （兵庫）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，６７３，０００円 複勝： ４７，６４６，６００円 枠連： １９，６６３，８００円

馬連： ８９，１３９，５００円 馬単： ５５，０９８，９００円 ワイド： ３５，７７２，７００円

３連複： １１３，９２３，６００円 ３連単： ２１３，３９１，５００円 計： ６０６，３０９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（１－２） １，４８０円

馬 連 �� １，８００円 馬 単 �� ４，４９０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ５７０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� １２，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３１６７３０ 的中 � １７１８１（５番人気）
複勝票数 計 ４７６４６６ 的中 � ３５９８９（４番人気）� １１６７７１（２番人気）� １２９８７７（１番人気）
枠連票数 計 １９６６３８ 的中 （１－２） ９８１３（６番人気）
馬連票数 計 ８９１３９５ 的中 �� ３６６３１（６番人気）
馬単票数 計 ５５０９８９ 的中 �� ９０７１（１５番人気）
ワイド票数 計 ３５７７２７ 的中 �� １３８２５（４番人気）�� １３１３５（５番人気）�� ６８８２８（１番人気）
３連複票数 計１１３９２３６ 的中 ��� ７４６６９（２番人気）
３連単票数 計２１３３９１５ 的中 ��� １２４４７（２５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．２―１２．３―１２．３―１１．１―１１．２―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３６．２―４８．５―１：００．８―１：１１．９―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３３．５
３ ・（９，１４）－１７（５，１６，１５）（３，１１）（１，６，１２）（８，７）（１０，１３）４，２－１８ ４ ・（９，１４，１７）（５，１６）１５（３，１１，１２）８（１，６）（４，１３）（１０，７）２，１８

勝馬の
紹 介

キョウワジャンヌ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．９．２５ 阪神１着

２００８．３．１５生 牝３栗 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift ７戦２勝 賞金 ２２，９４１，０００円
〔制裁〕 アマファソン号の騎手田辺裕信は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１５番・１２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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 デンコウウインディ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２００５８ ７月１６日 晴 良 （２３京都４）第５日 第１０競走 ��
��１，８００�

け あ げ

蹴 上 特 別
発走１５時００分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．７．１７以降２３．７．１０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２４ サクラブライアンス 牡４黒鹿５７．５ 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 ４９０± ０１：５１．０ ２．５�

３５ トップコマチ 牝６鹿 ５３ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５６－ ４１：５１．３２ ４．８�
７１４ ヒカリアスティル 牡５鹿 ５４ 酒井 学�ヒカリクラブ 谷 潔 伊達 高橋農場 ５０４－ ２１：５１．４クビ １０２．２�
４７ ロ ッ ソ ネ ロ 牡５鹿 ５４ 小牧 太 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B５３２＋ ４ 〃 ハナ ２３．１�
８１５ エ ン リ ル 牡３栃栗５２ 赤木高太郎前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８－ ４１：５１．６１� ９．９�
１１ シルクターンベリー 牡４鹿 ５６ 安藤 光彰有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４８６＋ ２ 〃 ハナ ８．１	
５９ � エーシンアガペー 牝４青 ５２ 川須 栄彦�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 小河 豊水 B４４８－ ８１：５１．７� ９．１

３６ ドリームボルケーノ 牡３青鹿５２ 熊沢 重文セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 対馬 正 ５１８－ ８１：５１．９１� ６．６�
６１２ ア イ ノ カ ゼ 牡６鹿 ５３ 国分 優作丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５００－ ６１：５２．７５ ９４．４�
５１０ フルボディー 牡５黒鹿５３ 北村 友一深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか 桜井牧場 B４７８－ ２１：５２．８	 １７５．２
４８ エリモアラルマ 牡５鹿 ５４ 浜中 俊山本 敏晴氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント B４９８＋１０１：５３．１１	 ２３．５�
７１３ ファイナルパンチ 牡６鹿 ５３ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 ４８２＋ ６ 〃 ハナ １２９．６�
２３ シークレバー 牡６鹿 ５３ 高倉 稜藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４９０－ ４１：５３．３１� ８５．９�
１２ ワンダースル 牝５青鹿５２ 柴原 央明山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４６２＋２２１：５３．５１� ２２４．０�
６１１ アマゾネスバイオ 牝６鹿 ５１ 藤岡 康太バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５４６－ ２１：５３．９２� ６０．４�
８１６ ライジングバイオ 牡６鹿 ５４ 国分 恭介バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４７０＋ ４１：５４．５３� １６１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，１２５，０００円 複勝： ４７，５３４，０００円 枠連： ２３，９１２，９００円

馬連： ９４，８１４，０００円 馬単： ６１，０７３，５００円 ワイド： ３５，７９５，２００円

３連複： １２３，８７９，８００円 ３連単： ２３７，５５３，５００円 計： ６５４，６８７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １，６２０円 枠 連（２－３） ３００円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ３，９４０円 �� ５，６２０円

３ 連 複 ��� ２１，２７０円 ３ 連 単 ��� ６７，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３０１２５０ 的中 � ９７１５４（１番人気）
複勝票数 計 ４７５３４０ 的中 � １３９２５４（１番人気）� ８２７５９（２番人気）� ４４７６（１２番人気）
枠連票数 計 ２３９１２９ 的中 （２－３） ６０８４０（１番人気）
馬連票数 計 ９４８１４０ 的中 �� １３００１２（１番人気）
馬単票数 計 ６１０７３５ 的中 �� ５２８４０（１番人気）
ワイド票数 計 ３５７９５２ 的中 �� ４４２３７（１番人気）�� １９７５（３８番人気）�� １３７９（４５番人気）
３連複票数 計１２３８７９８ 的中 ��� ４３００（５３番人気）
３連単票数 計２３７５５３５ 的中 ��� ２６０３（１８６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１２．９―１２．９―１２．４―１２．３―１２．２―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．４―３６．３―４９．２―１：０１．６―１：１３．９―１：２６．１―１：３８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラブライアンス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Gulch デビュー ２０１０．２．２１ 東京３着

２００７．６．６生 牡４黒鹿 母 シロガネーゼカフェ 母母 Wajna ９戦４勝 賞金 ５０，０８７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 ロッソネロ号の騎手小牧太は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１１番・１３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トワインブルーム号



２００５９ ７月１６日 晴 良 （２３京都４）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�

だいもんじ

大文字ステークス
発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．７．１７以降２３．７．１０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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５７ ミッキードリーム 牡４栗 ５８ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８６± ０１：４５．３ ２．６�

７１０ トモロポケット 牡５栗 ５６ 川田 将雅戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４７０－ ４１：４５．５１� １１．７�
８１３ タガノエルシコ 牡６栗 ５７．５ 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４３６＋ ６１：４５．８２ ３．５�
４４ ミッキーチアフル 牡６鹿 ５６ 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５００－３４１：４５．９クビ ３４．６�
３３ ワンダームシャ 牡６鹿 ５６ 武 豊山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４７６＋ ４１：４６．０� １０．７�
６８ ニシノメイゲツ 牡４青鹿５６ 高倉 稜西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４４６± ０１：４６．１� １９．８�
２２ ラフォルジュルネ 牝４鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ６１：４６．２� ６．２	
８１２ アヴェンティーノ 牡７鹿 ５３ 幸 英明吉田 和子氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２２＋１０１：４６．３� ３７．７

１１ ロードアリエス 牡６黒鹿５６ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５１０＋ ８１：４６．４� ５１．１�
７１１ リッカロイヤル 牡６芦 ５５ 酒井 学立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５３２± ０１：４７．０３� １９．０
４５ マーベラスカイザー 牡３栗 ５２ 川原 正一笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 ４７８＋ ２１：４７．１� ６８．４�

（兵庫）

５６ ナリタキングパワー 	６栗 ５３ 国分 恭介�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９６－ ６ 〃 クビ ２０６．２�

６９ タガノバッチグー 牡５鹿 ５４ 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４＋１４１：４７．４２ ２４．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５０，６５１，４００円 複勝： ８３，２５１，６００円 枠連： ３９，６６８，３００円

馬連： ２０３，３７５，８００円 馬単： １２１，５２０，２００円 ワイド： ６８，８７２，４００円

３連複： ２６２，８２３，６００円 ３連単： ５４１，６３１，７００円 計： １，３７１，７９５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � １２０円 枠 連（５－７） ８４０円

馬 連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １９０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ６，８１０円

票 数

単勝票数 計 ５０６５１４ 的中 � １５８５６９（１番人気）
複勝票数 計 ８３２５１６ 的中 � ２３４２６５（１番人気）� ６９３０３（４番人気）� ２０５０３３（２番人気）
枠連票数 計 ３９６６８３ 的中 （５－７） ３４９１５（２番人気）
馬連票数 計２０３３７５８ 的中 �� １０６２５２（４番人気）
馬単票数 計１２１５２０２ 的中 �� ４４６８３（４番人気）
ワイド票数 計 ６８８７２４ 的中 �� ３３０３１（３番人気）�� １１５６９５（１番人気）�� ２６５６５（６番人気）
３連複票数 計２６２８２３６ 的中 ��� １５５７９９（２番人気）
３連単票数 計５４１６３１７ 的中 ��� ５８７６０（１０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．４―１２．３―１２．３―１１．８―１１．１―１１．１―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３５．１―４７．４―５９．７―１：１１．５―１：２２．６―１：３３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキードリーム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．２３ 小倉３着

２００７．２．５生 牡４栗 母 フローリッドコート 母母 スプリングコート １１戦４勝 賞金 ７８，１６３，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２００６０ ７月１６日 晴 良 （２３京都４）第５日 第１２競走 ��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５９ アイファーソング 牡３青鹿 ５４
５３ ☆川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 ４７２－ ６１：５３．５ １３．７�

３５ アドマイヤツバサ 牡４青鹿５７ 田辺 裕信近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ４１：５４．０３ ３．９�
６１０ ニホンピロララバイ 牡５鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４９２＋ ４１：５４．２１� １９．８�
１１ サンマルボス 牡４鹿 ５７ 北村 友一相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４７６＋ ２１：５４．３クビ ６．４�
８１４ エアラギオール 牡３黒鹿５４ 川田 将雅 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９０－ ２ 〃 クビ ４．０�
４６ エターナルロブロイ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９８＋ ２１：５４．４クビ ７．９�
２３ タガノガルーダ 牝４栗 ５５ 和田 竜二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５０－ ６１：５４．６１� １５．７	
３４ � シルバーミスト 牡４芦 ５７ 武 幸四郎吉田 勝己氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ２１：５４．９１� １８２．２

２２ アイノグロー 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三礒川 正明氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５０６－ ４ 〃 アタマ １２．４�
６１１ リ ー テ ィ ラ 牝５鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ５０４－ ８１：５５．０� ５００．７�
８１５ カンファーネオ 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４７４＋ ２１：５５．１� ３２．４
５８ グッドカレラ 牡４青 ５７

５５ △国分 優作杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１４＋ ４ 〃 クビ ８．５�
７１２ ライブリシーラ 牡４栗 ５７ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５１６－ ２１：５５．２クビ ３５．２�
７１３ タマモダイナミック 牡３鹿 ５４ 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 ５１２－ ８１：５５．３� ６８．０�
４７ キングアレキサンダ 牡５鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜岸田 勝宏氏 大根田裕之 静内 カタオカフアーム ５００－ ６１：５５．７２� １８９．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，８１１，５００円 複勝： ４８，１００，５００円 枠連： ２４，６６２，８００円

馬連： １０３，２８９，６００円 馬単： ５８，２１７，０００円 ワイド： ３９，９４９，６００円

３連複： １３８，５５８，９００円 ３連単： ２５１，９１１，９００円 計： ６９５，５０１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ４５０円 � １８０円 � ５００円 枠 連（３－５） １，０４０円

馬 連 �� ３，０８０円 馬 単 �� ７，８３０円

ワ イ ド �� １，１３０円 �� ２，５００円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� １５，２８０円 ３ 連 単 ��� ９５，２００円

票 数

単勝票数 計 ３０８１１５ 的中 � １７７２７（７番人気）
複勝票数 計 ４８１００５ 的中 � ２５１００（７番人気）� ９０３３６（２番人気）� ２２１７６（９番人気）
枠連票数 計 ２４６６２８ 的中 （３－５） １７５４３（３番人気）
馬連票数 計１０３２８９６ 的中 �� ２４８２３（１２番人気）
馬単票数 計 ５８２１７０ 的中 �� ５４９４（３３番人気）
ワイド票数 計 ３９９４９６ 的中 �� ８８５４（１３番人気）�� ３８５１（３３番人気）�� ８３４５（１７番人気）
３連複票数 計１３８５５８９ 的中 ��� ６６９５（５９番人気）
３連単票数 計２５１９１１９ 的中 ��� １９５３（３５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．７―３８．６―５２．１―１：０５．２―１：１７．６―１：２９．２―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９
１
３
９，１０（８，１３）１４（３，５）（２，６，１１）（１，１２）－１５，４－７・（９，１０）（１３，１１）（８，５，１４）６（３，２）（１，１５）－（１２，４）－７

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

勝馬の
紹 介

アイファーソング �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１０．１２．５ 小倉１３着

２００８．３．２１生 牡３青鹿 母 アイファーペガサス 母母 アストライアー ５戦２勝 賞金 １４，２００，０００円



（２３京都４）第５日 ７月１６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８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

１７８，３２０，０００円
２，１３０，０００円
２，１２０，０００円
１，５３０，０００円
１６，９１０，０００円
６１，３３０，０００円
４，６２８，０００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
２９３，２４８，７００円
５１６，９４６，７００円
１９０，６０３，８００円
７９７，５５３，０００円
５２７，６７２，９００円
３２８，９１８，２００円
１，０８０，７３１，０００円
２，００４，７２６，０００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 ５，７４０，４００，３００円

総入場人員 １５，２７８名 （有料入場人員 １３，９３７名）


