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２００７３ ７月２３日 晴 稍重 （２３京都４）第７日 第１競走 ��
��１，６００�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

１：３３．７
１：３３．１

良

良

７１２ エピセアローム 牝２栃栗５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：３７．０ １．７�

２２ マイネルドメニカ 牡２栗 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ２１：３８．０６ １４．４�

２３ ボストンストロング 牡２黒鹿５４ 太宰 啓介�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３０＋ ４ 〃 クビ ３３．３�
４７ マイネルアルティマ 牡２芦 ５４ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 ４４０＋ ４１：３８．４２� ４．６�
１１ ジプシーバイオリン 牡２栗 ５４ 藤岡 康太小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 ４３４－ ８１：３８．６１� １６１．２�
５８ マコトアプサラス 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦尾田左知子氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４２４± ０ 〃 クビ １１１．５	
８１５ オークブラフ 牝２栗 ５４

５２ △国分 優作岡田 牧雄氏 中村 均 新ひだか 岡田スタツド ４４２＋ ２１：３８．９１� ５．０

６１１ ケイトシチー 牝２栗 ５４

５３ ☆国分 恭介 �友駿ホースクラブ 田所 秀孝 日高 幾千世牧場 ４４８＋ ２１：３９．１１� ８８．０�
５９ ス ノ ー ド ン 牡２黒鹿５４ 川田 将雅 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 ４５８－ ４ 〃 クビ １７．９�
３５ サンマルリジイ 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４７２－ ４１：３９．５２� ３４．７
６１０ ハートオブミニー 牝２黒鹿５４ 安藤 光彰津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４６０－ ２１：３９．８１� ４４１．５�
８１４ シゲルスモモ 牝２鹿 ５４ 岡部 誠森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 北俣牧場 ４０６± ０１：４０．２２� ３６３．９�

（愛知）

４６ シゲルアーモンド 牡２青 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５０６＋ ４１：４０．８３� ３４７．１�
７１３ エーシンスコルピオ 牡２栗 ５４ 小牧 太�栄進堂 田所 秀孝 浦河 室田 千秋 ４４４＋ ２ 〃 アタマ １９０．０�
３４ アッパレオリュウ 牝２黒鹿５４ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４７８＋ ２１：４１．２２� １５５．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，２３７，４００円 複勝： ４０，７７７，４００円 枠連： ８，３０８，６００円

馬連： ２９，５８５，８００円 馬単： ２５，４５７，１００円 ワイド： １４，５９４，５００円

３連複： ４２，４６４，７００円 ３連単： ８６，１１８，８００円 計： ２６２，５４４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � ４９０円 枠 連（２－７） ７１０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ９３０円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� ４，３５０円 ３ 連 単 ��� １２，１００円

票 数

単勝票数 計 １５２３７４ 的中 � ７３９５３（１番人気）
複勝票数 計 ４０７７７４ 的中 � ２６４９１４（１番人気）� １８５５８（４番人気）� ８５９６（６番人気）
枠連票数 計 ８３０８６ 的中 （２－７） ８６５８（３番人気）
馬連票数 計 ２９５８５８ 的中 �� ２１９９２（４番人気）
馬単票数 計 ２５４５７１ 的中 �� １４２３５（５番人気）
ワイド票数 計 １４５９４５ 的中 �� ９１０３（４番人気）�� ３７９９（８番人気）�� １８７９（１７番人気）
３連複票数 計 ４２４６４７ 的中 ��� ７２０７（１２番人気）
３連単票数 計 ８６１１８８ 的中 ��� ５２５５（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．９―４８．４―１：００．８―１：１２．５―１：２４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エピセアローム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１１．６．１９ 阪神２着

２００９．２．１生 牝２栃栗 母 ラ タ フ ィ ア 母母 Sakura Fabulous ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アッパレオリュウ号は，平成２３年８月２３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２００７４ ７月２３日 晴 稍重 （２３京都４）第７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）

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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１１ ラ ン フ ァ ン 牝３鹿 ５４ 幸 英明�日進牧場 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 ４６２± ０１：１２．２ １．８�

４８ エーシンメンフィス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 ５００± ０１：１２．６２� ５．９�
５９ マハーバーラタ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２２－１０１：１２．８１� ５．３�
８１６ ラッシュトウショウ 牝３栗 ５４ 浜中 俊トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２２＋１０１：１３．０１� ３６．１�
２３ フェイスバンブー 牝３鹿 ５４ 中村 将之�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４３６－ ４ 〃 アタマ ３２．２�
２４ サフランルーデンス 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 ４５２－ ４１：１３．１� ９．８	
４７ ビッグゴーゴー 牝３鹿 ５４ 北村 友一�ビッグ 五十嵐忠男 浦河 今井 秀樹 ４３８＋ ４１：１３．８４ ２８．６

１２ アドマイヤシェマカ 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４２＋２４１：１３．９クビ ６３．３�
１１ ブルーライトマリー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平太田 博造氏 鶴留 明雄 浦河 浦河日成牧場 ３９４－ ２１：１４．０� ５４３．３�
５１０ 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± ０１：１４．１� １１．９
８１５ ポートワイン 牝３黒鹿５４ 酒井 学水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ４４０＋ ６ 〃 アタマ ７５．１�
７１４ キ ク ノ ル ナ 牝３芦 ５４ 柴原 央明菊池 五郎氏 牧田 和弥 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４４０＋１２１：１４．５２� ２９５．４�
６１２ アスタープリンセス 牝３芦 ５４ 太宰 啓介加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 ４１４ ―１：１４．７１� ３１６．４�
７１３ ビットビット 牝３鹿 ５４ 岡部 誠田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 ４４４－ ８１：１４．８� ３７０．８�

（愛知）

３６ メイショウトモミ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５４＋２０１：１５．６５ ７８．８�
３５ サワヤカオジョー 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４２４－ ６１：１８．０大差 ２２４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８５６，６００円 複勝： ３７，１４７，５００円 枠連： ９，６７２，３００円

馬連： ３２，３０７，５００円 馬単： ２５，２２９，９００円 ワイド： １４，７０３，５００円

３連複： ４７，５７４，０００円 ３連単： ８０，７５４，６００円 計： ２６３，２４５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（４－６） ３５０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２７０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ２，６００円

票 数

単勝票数 計 １５８５６６ 的中 � ７１２９９（１番人気）
複勝票数 計 ３７１４７５ 的中 � ２０５５７７（１番人気）� ４９０３１（２番人気）� ３３７６６（３番人気）
枠連票数 計 ９６７２３ 的中 （４－６） ２０７３６（２番人気）
馬連票数 計 ３２３０７５ 的中 �� ６０８６４（１番人気）
馬単票数 計 ２５２２９９ 的中 �� ３１８４６（１番人気）
ワイド票数 計 １４７０３５ 的中 �� ２２８１８（１番人気）�� １３５８１（３番人気）�� ７２２９（５番人気）
３連複票数 計 ４７５７４０ 的中 ��� ４４５８０（１番人気）
３連単票数 計 ８０７５４６ 的中 ��� ２２９２４（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．５―１１．６―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．７―３５．２―４６．８―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ン フ ァ ン �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２０１０．１２．１９ 小倉５着

２００８．３．１２生 牝３鹿 母 ウィンワーシップ 母母 カチウマキャシー ８戦１勝 賞金 ９，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サワヤカオジョー号は，平成２３年８月２３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第４回　京都競馬　第７日



２００７５ ７月２３日 晴 稍重 （２３京都４）第７日 第３競走 ��１，４００�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 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

１２ デザートオアシス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 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 ５１６－ ４１：２３．８ ２．３�

５１０ エーシンリボルバー 牡３栗 ５６ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社
吉田ファーム ５０６－ ４１：２４．４３� ５．７�

３５ ロイヤルインパクト 牝３黒鹿５４ 和田 竜二ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４８０＋ ２１：２５．６７ ９．８�
６１２ カネトシパシュート 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：２５．７� ４３８．８�
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 ４５６－ ２ 〃 ハナ ２．９�
１１ エアカーネリアン 牡３黒鹿５６ 北村 友一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４７８ ―１：２６．０２ ６９．５	
５９ レンヌルシャトー 牝３栗 ５４

５２ △国分 優作 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４１：２６．１� ３８．０

４８ メイショウゴモン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ２１．４�
４７ スズカルンバ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４４８＋ ２１：２６．５２� ５３．３�
７１３ ライブリアンジェロ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５１０＋１２１：２６．８２ ８８２．８
６１１ アスクドラゴン �３鹿 ５６ 小林慎一郎廣崎 利洋氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 ４２２＋１２ 〃 アタマ ２４１．８�
８１５ カネトシスインガー 牡３芦 ５６ 岡部 誠兼松 利男氏 大橋 勇樹 新冠 細川農場 ５１０＋ ６１：２７．８６ ２２２．４�

（愛知）

７１４ ロードエスティーム 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４９４＋２０１：２８．４３� １８．８�
２３ キクカパラダイス 牝３黒鹿５４ 幸 英明飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ５０４ ―１：２９．１４ １０２．１�
３６ ロングアポロ 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４５８ ―１：３０．６９ ２９３．７�
８１６ サーマルダブルオー 牡３栗 ５６ 中村 将之鈴木 康弘氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５０８ ―１：３３．９大差 ６５７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９３２，６００円 複勝： ３２，６５６，２００円 枠連： １０，５２４，６００円

馬連： ３６，２２４，３００円 馬単： ３１，７２５，６００円 ワイド： １７，７８８，７００円

３連複： ５３，２６５，７００円 ３連単： １０８，９５０，４００円 計： ３１０，０６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（１－５） ５８０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ４６０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，７２０円 ３ 連 単 ��� ４，６６０円

票 数

単勝票数 計 １８９３２６ 的中 � ６７０００（１番人気）
複勝票数 計 ３２６５６２ 的中 � １０７５２８（１番人気）� ４１０２８（３番人気）� ２９００９（４番人気）
枠連票数 計 １０５２４６ 的中 （１－５） １３４２４（２番人気）
馬連票数 計 ３６２２４３ 的中 �� ３６１８２（２番人気）
馬単票数 計 ３１７２５６ 的中 �� ２００３７（３番人気）
ワイド票数 計 １７７８８７ 的中 �� １５３１３（３番人気）�� ９４２３（５番人気）�� ６０７６（７番人気）
３連複票数 計 ５３２６５７ 的中 ��� ２２９６０（４番人気）
３連単票数 計１０８９５０４ 的中 ��� １７２６７（１０番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デザートオアシス �
�
父 Kheleyf �

�
母父 Rahy デビュー ２０１１．７．２ 京都３着

２００８．５．５生 牡３鹿 母 フラグラントオアシス 母母 Raahia ３戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
〔その他〕 キクカパラダイス号は，競走中に疾病〔左第３手根骨板状骨折〕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〕 ロングアポロ号・サーマルダブルオー号は，平成２３年８月２３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 クーリドフレイズ号
※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。

２００７６ ７月２３日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２３京都４）第７日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４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

８８ アドマイヤヘッド 牡７芦 ６０ 西谷 誠近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４８６± ０３：２０．０ １３．６�

５５ エルチョコレート 牡５黒鹿６０ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ １．６�
６６ サンレイランキング 牡４鹿 ６０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４６２± ０３：２０．３１� １２．５�
７７ ウィルビーキング �７栗 ６０ 佐久間寛志前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８± ０３：２０．５１� ４．１�
４４ スカイボーイング 牡５黒鹿６０ 岩崎 祐己小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４９８＋ ２３：２１．７７ １１．８�
２２ ツルマルビビッド 牡７鹿 ６０ 植野 貴也鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４８８－ ８３：２１．８クビ ２５．４�
１１ � タガノシュペリエル �５鹿 ６０ 熊沢 重文八木 良司氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 ４９２－ ２３：２２．２２	 １６．５�
３３ タニノネグローニ 牡５黒鹿６０ 中村 将之谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４８４＋ ２３：２５．１大差 ４６．２	

（８頭）

売 得 金

単勝： １４，５１０，２００円 複勝： ２９，９１５，３００円 枠連： 発売なし

馬連： ２４，９１９，６００円 馬単： ２３，４５１，４００円 ワイド： １０，１９５，１００円

３連複： ３０，４６９，１００円 ３連単： ８２，６００，８００円 計： ２１６，０６１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ３９０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� ３，８３０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� １，３００円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� ２５，３７０円

票 数

単勝票数 計 １４５１０２ 的中 � ８４３４（５番人気）
複勝票数 計 ２９９１５３ 的中 � ７８８０（６番人気）� １９３８０４（１番人気）� １７０１７（４番人気）
馬連票数 計 ２４９１９６ 的中 �� １６７１５（４番人気）
馬単票数 計 ２３４５１４ 的中 �� ４５１９（１２番人気）
ワイド票数 計 １０１９５１ 的中 �� ５２６４（４番人気）�� １７３２（１５番人気）�� ９０１２（２番人気）
３連複票数 計 ３０４６９１ 的中 ��� ９３１３（７番人気）
３連単票数 計 ８２６００８ 的中 ��� ２４０３（７１番人気）

上り １マイル １：４８．１ ４F ５１．４－３F ３７．７
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
８（６，５）－（１，７）（２，４）＝３
８－（６，５）７，１，２，４＝３

�
�
８，５（６，７）１，４，２＝３
８－（６，５）－７，１，２，４＝３

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤヘッド 

�
父 アドマイヤコジーン 


�
母父 ミスターシービー デビュー ２００６．８．２７ 札幌１着

２００４．３．１７生 牡７芦 母 スイートミトゥーナ 母母 アンジユレスイート 障害：２戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔制裁〕 アドマイヤヘッド号の騎手西谷誠は，２周目４号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（５番への進路影響）
〔その他〕 アドマイヤヘッド号は，各障害を外側に斜飛したことについて障害調教注意。



２００７７ ７月２３日 晴 稍重 （２３京都４）第７日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （ダート・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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

２３ ハギノコメント 牡２鹿 ５４ 川田 将雅日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４ ―１：１４．４ １１．３�

２２ ラーゼンマイスター 牝２芦 ５４ 北村 友一近藤 克麿氏 清水 出美 新ひだか 坂本 春雄 ４６４ ―１：１４．５� ３０．７�
８１４ ジ ェ ノ ア 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三大社 聡氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４４８ ―１：１４．７１� ３．０�
６１０ ドリームプログラム 牡２栗 ５４ 幸 英明セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４７６ ―１：１４．９１� ２１．０�
５９ ミヤジチョビ 牡２栗 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 ４７４ ―１：１５．５３� ２．６�
３５ シゲルナツメ 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 石川 栄一 ４６８ ―１：１５．６� ４１．８�
４６ エーシンスイアブ 牝２鹿 ５４ 小牧 太�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 土田 扶美子 ４９８ ―１：１５．８１� ５．４	
３４ ユキノクンシラン 牡２黒鹿５４ 野元 昭嘉遠藤 宗義氏 梅内 忍 日高 川端 正博 ４５８ ―１：１５．９クビ ２０．１

４７ シゲルホシガキ 牡２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 武岡農場 ４５６ ― 〃 クビ ６９．０�
１１ コウエイチャンス 牡２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４５８ ―１：１６．１１� ８２．５�
７１２	 ジヴェルニーアート 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文シンボリ牧場 吉田 直弘 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４４４ ―１：１６．８４ ２０．９
６１１ ストレートバーボン 牡２栗 ５４ 岡部 誠釘田 秀一氏 藤沢 則雄 鹿児島 釘田フアーム ４９８ ―１：１７．２２� ２６９．１�

（愛知）

８１５ デンタルボーイ 牡２栗 ５４ 太宰 啓介安田 光則氏 柴田 光陽 新冠 川筋 克幸 ４６２ ―１：１７．６２� １２４．４�
５８ ファニーフェイス 牝２栗 ５４ 浜中 俊水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ４７４ ―１：２３．３大差 ３５．４�

（１４頭）
７１３ スリーマンボ 牡２鹿 ５４

５２ △国分 優作永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，８５４，４００円 複勝： １９，４８４，２００円 枠連： ９，６７４，４００円

馬連： ３２，６８７，２００円 馬単： ２７，１０１，０００円 ワイド： １５，１８２，３００円

３連複： ４７，０６７，０００円 ３連単： ７６，２１７，７００円 計： ２４２，２６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ３５０円 � ７６０円 � １７０円 枠 連（２－２） １９，１５０円

馬 連 �� ２０，８７０円 馬 単 �� ３５，６６０円

ワ イ ド �� ３，４２０円 �� ７９０円 �� ２，４３０円

３ 連 複 ��� ２４，０６０円 ３ 連 単 ��� ２４３，５１０円

票 数

単勝票数 差引計 １４８５４４（返還計 ３６） 的中 � １０３８７（４番人気）
複勝票数 差引計 １９４８４２（返還計 １００） 的中 � １３４８７（４番人気）� ５４１４（１０番人気）� ４０１９０（２番人気）
枠連票数 差引計 ９６７４４（返還計 １ ） 的中 （２－２） ３７３（３１番人気）
馬連票数 差引計 ３２６８７２（返還計 ２７４） 的中 �� １１５６（４１番人気）
馬単票数 差引計 ２７１０１０（返還計 ２３９） 的中 �� ５６１（７１番人気）
ワイド票数 差引計 １５１８２３（返還計 １３５） 的中 �� １０６１（３７番人気）�� ４９６２（５番人気）�� １５１２（２７番人気）
３連複票数 差引計 ４７０６７０（返還計 １００８） 的中 ��� １４４４（６４番人気）
３連単票数 差引計 ７６２１７７（返還計 １０３５） 的中 ��� ２３１（５１４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．４―１２．０―１２．２―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１３．０―２４．４―３６．４―４８．６―１：０１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．０
３ ・（２，６）１４（３，７）１５（４，９）－５，１１，１０，１２＝１＝８ ４ ２（６，１４）３（４，７）５，９（１０，１５）－１１－１２－１＝８

勝馬の
紹 介

ハギノコメント �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．３．２１生 牡２鹿 母 ハギノフェリーチェ 母母 フ ラ ン カ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 スリーマンボ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ラーゼンマイスター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファニーフェイス号は，平成２３年８月２３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２００７８ ７月２３日 晴 稍重 （２３京都４）第７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

４７ メイショウイッシン 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５０２＋ ２１：５２．７ ２９．６�

４６ � エーシンイオマンテ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 愛 Peter and
Jackie Grimes ４６８－ ６１：５３．２３ １．９�

７１２� ヴィデスープラ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎前田 幸治氏 中竹 和也 米
Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

５２４－ ２１：５３．９４ ２２．１�
８１５ ネオファッショ 牡３鹿 ５６ 北村 友一西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 ４８８± ０１：５４．２２ １２．０�
６１０ 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 ４７２－ ４１：５４．３クビ ３．３�
３５ アドマイヤリボー 牡３栗 ５６ 小牧 太近藤 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 ４４８＋ ８１：５４．４� ３５．１�
６１１ 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 ４８２－ ４１：５４．５� ５．９	
３４ メイショウハウンド 牡３芦 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好
氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 B４３４＋ ４１：５４．６� １９６．６�
２２ ロングエクセル 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一中井 敏雄氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ４３８－ ８１：５５．１３ ５２６．２�
５８ サウンドボス 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦増田 雄一氏 池上 昌弘 新ひだか 静内フアーム B４８０－ ２１：５５．３１	 ６５．４
１１ ラ ン デ ブ ー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文 �ローレルレーシング 日吉 正和 新冠 松浦牧場 ４１０－ ４１：５５．４� １９４．２�
８１４ モンテモンド 牡３黒鹿５６ 岡部 誠毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４６０＋ ６１：５６．３５ ３７．９�

（愛知）

７１３ ミスターガラメキ 牡３鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂�野 哲氏 梅田 智之 新冠 村上 欽哉 ４２２－ ２１：５６．６２ ４４８．９�

５９ ワキノファイブ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４２６＋ ２１：５７．９８ １７１．５�
２３ � シーフロント 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志石瀬 浩三氏 河内 洋 米 Hokuyou
Farm ４９２＋１２２：０１．０大差 ２０６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，２２９，１００円 複勝： ４７，０２３，５００円 枠連： １２，５５６，６００円

馬連： ３４，７２６，４００円 馬単： ３０，３７１，４００円 ワイド： １７，９５７，０００円

３連複： ４７，６８０，３００円 ３連単： ９３，５３０，４００円 計： ３０２，０７４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９６０円 複 勝 � ７６０円 � １１０円 � ３６０円 枠 連（４－４） ２，６２０円

馬 連 �� ２，５１０円 馬 単 �� ７，２９０円

ワ イ ド �� １，１１０円 �� ４，２７０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ９，０８０円 ３ 連 単 ��� ７１，６８０円

票 数

単勝票数 計 １８２２９１ 的中 � ４８５７（６番人気）
複勝票数 計 ４７０２３５ 的中 � ７１９５（７番人気）� ２７７３２４（１番人気）� １７７２５（５番人気）
枠連票数 計 １２５５６６ 的中 （４－４） ３５４０（９番人気）
馬連票数 計 ３４７２６４ 的中 �� １０２３１（８番人気）
馬単票数 計 ３０３７１４ 的中 �� ３０７７（２１番人気）
ワイド票数 計 １７９５７０ 的中 �� ３９１０（１０番人気）�� ９６５（２８番人気）�� １０１５４（５番人気）
３連複票数 計 ４７６８０３ 的中 ��� ３８７９（２４番人気）
３連単票数 計 ９３５３０４ 的中 ��� ９６３（１６５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．４―１３．３―１２．８―１２．６―１２．０―１２．２―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．６―３６．９―４９．７―１：０２．３―１：１４．３―１：２６．５―１：３９．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウイッシン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１１．１３ 京都９着

２００８．２．２７生 牡３黒鹿 母 ペレブラッサム 母母 サークルシヨウワ ６戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワキノファイブ号・シーフロント号は，平成２３年８月２３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２００７９ ７月２３日 晴 良 （２３京都４）第７日 第７競走 ��
��１，４００�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

１：２０．５
１：１９．０

良

良

８１７ ロードエアフォース 牡３鹿 ５６
５５ ☆川須 栄彦 �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 ４７６＋ ２１：２２．４ ５．３�

６１１ エメラルドヴァレー 牝３青鹿５４ 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４１０＋ ２ 〃 クビ ５．５�
３５ アグネスクローバー 牝３栗 ５４ 浜中 俊渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５０＋ ８１：２２．５� ８．４�
２４ エカルラート 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ６１：２２．８１� １０．６�
３６ サクラエボル 牝３栗 ５４ 藤岡 康太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ ７１．９�
４８ ハッピートゥデイ 牝３青鹿 ５４

５２ △国分 優作馬場 幸夫氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４２８＋ ２１：２３．１２ ２．９	
８１８ ランドヘラクレス 牡３栗 ５６ 岡部 誠木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９２－ ２１：２３．２� ２８．０


（愛知）

５９ ヴィヴァヴォーチェ 牝３黒鹿５４ 北村 友一 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 ４３２－ ４１：２３．３クビ １３．７�

８１６ マ ニ ク ー レ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１６＋ ２ 〃 クビ ２２．３�
７１３� シャイニンオーラ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 米 Yoshimi

Ichikawa ４７８＋ ２１：２３．５１	 １０．６
１１ メイショウキクヒメ 牝３黒鹿５４ 石橋 守松本 好�氏 河内 洋 浦河 斉藤英牧場 ４３８－１２１：２４．１３� ４０．５�
７１５ パープルポケット 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬中野 銀十氏 大橋 勇樹 新ひだか 本桐牧場 ４１４－ ４１：２４．３１ ６７８．４�
７１４ シゲルマドギワゾク 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４３４＋ ２１：２４．８３ ４２８．３�
５１０� マスターズソング 牡３芦 ５６ 赤木高太郎�リーヴァ 矢作 芳人 米

James C. Weigel
& Unbridled’s
Song Syndicate

５１２＋ ６１：２４．９� ４１．５�
１２ メイショウチャンプ 牝３鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４４４－ ２１：２５．１１� １１６．７�
２３ スペリアファイター 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎森本 悳男氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４６２＋ ６１：２５．６３ ６０３．６�
６１２ フィッシャーガール 牝３黒鹿５４ 酒井 学�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４６２＋ ２１：２６．０２� ５２３．３�
４７ グラスキセキ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介半沢� 増本 豊 新ひだか 見上牧場 ４９２ ―１：２６．３２ １９１．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，４５４，２００円 複勝： ３０，６２９，１００円 枠連： １３，４７５，９００円

馬連： ４９，９５５，３００円 馬単： ３１，１４０，６００円 ワイド： ２２，０９０，３００円

３連複： ６６，８１６，７００円 ３連単： １０３，６８６，７００円 計： ３３７，２４８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � ２５０円 枠 連（６－８） ８４０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ９４０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ３，８８０円 ３ 連 単 ��� １５，７７０円

票 数

単勝票数 計 １９４５４２ 的中 � ２９００４（２番人気）
複勝票数 計 ３０６２９１ 的中 � ４７４６７（２番人気）� ４３２２６（３番人気）� ２９６６６（４番人気）
枠連票数 計 １３４７５９ 的中 （６－８） １１９５８（３番人気）
馬連票数 計 ４９９５５３ 的中 �� ２９６６４（３番人気）
馬単票数 計 ３１１４０６ 的中 �� ９５５４（７番人気）
ワイド票数 計 ２２０９０３ 的中 �� ９８９９（４番人気）�� ５６８６（９番人気）�� ６１９２（８番人気）
３連複票数 計 ６６８１６７ 的中 ��� １２７３３（１０番人気）
３連単票数 計１０３６８６７ 的中 ��� ４８５３（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３５．０―４６．７―５７．９―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードエアフォース �
�
父 エアエミネム �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２０１０．７．１０ 函館８着

２００８．２．２２生 牡３鹿 母 レディスターライト 母母 ナ コ マ ７戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※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。
（非当選馬） ２頭 マールート号・メイケイダンサー号
（非抽選馬） ２頭 イマカツミライ号・シルダリア号
※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。

２００８０ ７月２３日 晴 良 （２３京都４）第７日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５５ トウシンイーグル 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４６８＋ ６１：４８．６ ５．７�

３３ アドマイヤバートン 牡３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４６８－ ８１：４８．７� １１．５�
４４ ナムラオウドウ 牡３黒鹿５４ 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４４０＋ ４ 〃 クビ ７．６�
５６ ミヤコトップガン 牡５栗 ５７

５５ △国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４５２＋ ２１：４８．９１� ８０．５�
６８ ロードラテアート 牡５黒鹿５７ 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 ４８８± ０ 〃 ハナ １０．４�
７１０ マ イ ネ マ オ 牝３鹿 ５２ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４９２＋ ４１：４９．１１� ４．０�
８１２ セキサンダンスイン 牝５鹿 ５５ 小牧 太	関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４６２± ０１：４９．２� １０．２

１１ ヌーベルバーグ 牝３鹿 ５２

５１ ☆川須 栄彦山本 英俊氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９２＋ ８１：４９．３� ３．３�
８１１ シゲルコイヒメ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 出羽牧場 ４３４＋ ４１：４９．４� １２３．５�
６７ スーパーオービット 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４５２＋ ４１：４９．７２ １７．５
２２ エーラゴーデオ 牡４栗 ５７ 幸 英明 	社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８１：５０．２３ ３７．４�
７９ � ブリタニアブルー 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上 悦夫 ４３０－１４１：５１．８１０ １８８．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，６８５，３００円 複勝： ３４，１７７，５００円 枠連： １２，１５２，４００円

馬連： ５１，０９３，３００円 馬単： ３４，８５３，５００円 ワイド： ２３，７７６，３００円

３連複： ６７，２６５，１００円 ３連単： １１５，４５６，７００円 計： ３５９，４６０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２００円 � ３２０円 � ２２０円 枠 連（３－５） ２，９８０円

馬 連 �� ３，４２０円 馬 単 �� ６，０４０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ８４０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ６，３５０円 ３ 連 単 ��� ４０，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２０６８５３ 的中 � ２８８９３（３番人気）
複勝票数 計 ３４１７７５ 的中 � ５１８１３（３番人気）� ２５４０８（７番人気）� ４２６５２（４番人気）
枠連票数 計 １２１５２４ 的中 （３－５） ３０１５（２０番人気）
馬連票数 計 ５１０９３３ 的中 �� １１０５６（１９番人気）
馬単票数 計 ３４８５３５ 的中 �� ４２６２（３０番人気）
ワイド票数 計 ２３７７６３ 的中 �� ６２９６（１６番人気）�� ７００７（１３番人気）�� ７８６０（１０番人気）
３連複票数 計 ６７２６５１ 的中 ��� ７８２１（３０番人気）
３連単票数 計１１５４５６７ 的中 ��� ２０８３（１８５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．４―３６．４―４９．３―１：０１．８―１：１３．９―１：２５．７―１：３６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウシンイーグル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２０１０．９．１２ 阪神１着

２００８．３．２５生 牡３鹿 母 エリモアメジスト 母母 ステラーオデッセイ １０戦２勝 賞金 ２５，０６４，０００円



２００８１ ７月２３日 晴 良 （２３京都４）第７日 第９競走 ��
��１，８００�

い し や ま

石 山 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）

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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１４ レックスパレード 牡３栗 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム ５１２± ０１：５１．９ ２．５�

２２ ハ リ ケ ー ン 牡３鹿 ５４ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ２１：５２．１１� １０．２�
３４ スカイスクレイパー 牡３栗 ５４ 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 ４６８± ０１：５２．４１� ２．７�
７１２ ドリームボンバー 牡３鹿 ５４ 幸 英明セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ２１：５３．０３� ３７．２�
３５ 	 マキハタビリケン 牡４栗 ５７ 芹沢 純一�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５４６＋ ６１：５３．３１� ５．４�
４６ ク ロ ガ ネ 牡４芦 ５７ 太宰 啓介橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 浦河 笠松牧場 ４８８＋１０ 〃 ハナ ２３．７	
６１１ エーシンギガウイン 牡３鹿 ５４ 浜中 俊�栄進堂 沖 芳夫 浦河 多田 善弘 ５１２＋ ４ 〃 クビ １５．１

８１５ ラインレグルス 牡３鹿 ５４ 和田 竜二大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８６＋ ６ 〃 アタマ ４３．２�
１１ アドマイヤケルソ 牡３栗 ５４ 川須 栄彦近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１２＋２２１：５４．３６ ５９．５�
２３ 	 トウケイトニー 牡４黒鹿５７ 高橋 亮木村 信彦氏 高橋 隆 浦河 細道牧場 ４５４－１６１：５４．７２� ３９６．７
４７ 	 セイカミカワ 牝４黒鹿５５ 国分 優作久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ ２５６．０�
５９ ウィズインカチドキ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦内藤 耕造氏 清水 久詞 新ひだか 原口フアーム ４５０± ０１：５５．３３� ４２３．６�
５８ マイネルガネーシャ 牡３栗 ５４ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 日高 今井牧場 ４８２＋１０１：５５．５１� ２１４．２�
６１０
 ゴールドドラゴン 牝３芦 ５２ 岡部 誠�ホースケア 安部 弘一 新ひだか グランド牧場 ４１８－ ８１：５５．９２� ５８４．６�

（愛知） （愛知）

７１３	 マンテンスカイ �４鹿 ５７ 国分 恭介山本 堅治氏 大根田裕之 新冠 タニグチ牧場 ４９２－ ９ 〃 クビ ４７９．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，４１４，６００円 複勝： ４４，５７３，５００円 枠連： ２１，６４９，０００円

馬連： ８８，１９３，０００円 馬単： ５６，８１２，６００円 ワイド： ３１，１０１，９００円

３連複： １０３，８２９，４００円 ３連単： ２０５，２２８，８００円 計： ５８３，８０２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（２－８） １，４８０円

馬 連 �� １，８００円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド �� ５５０円 �� １６０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ７，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３２４１４６ 的中 � １０５３３９（１番人気）
複勝票数 計 ４４５７３５ 的中 � ９５４４１（２番人気）� ４１１９９（４番人気）� １６２６３０（１番人気）
枠連票数 計 ２１６４９０ 的中 （２－８） １０８３８（５番人気）
馬連票数 計 ８８１９３０ 的中 �� ３６２１１（６番人気）
馬単票数 計 ５６８１２６ 的中 �� １６１７９（９番人気）
ワイド票数 計 ３１１０１９ 的中 �� １１３６５（６番人気）�� ６４０５１（１番人気）�� １５８１１（４番人気）
３連複票数 計１０３８２９４ 的中 ��� ７１８６５（２番人気）
３連単票数 計２０５２２８８ 的中 ��� ２０７８３（１６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．７―１３．２―１３．１―１２．９―１２．４―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．１―３５．８―４９．０―１：０２．１―１：１５．０―１：２７．４―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３６．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

レックスパレード �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．６．５ 東京３着

２００８．２．１３生 牡３栗 母 インディパレード 母母 Fashion Setter ３戦２勝 賞金 １６，９７１，０００円
〔制裁〕 アドマイヤケルソ号の騎手川須栄彦は，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１０，０００円。（７番への進路

影響）
※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。

２００８２ ７月２３日 晴 良 （２３京都４）第７日 第１０競走 ��
��１，４００�

せ た

瀬 田 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．７．２４以降２３．７．１７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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

８１８� マジンプロスパー 牡４栗 ５７．５ 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム ４８８－ ４１：２１．４ ３．４�

２４ ル ナ キ ッ ズ 牡５栗 ５５ 佐藤 哲三畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４８４＋ ４１：２１．６１� ５３．３�
４７ セイクリッドセブン 牡４栗 ５７．５ 熊沢 重文 �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 ４６２－ ６１：２１．９１� ７．１�
８１６ ショウナンカッサイ 牝５鹿 ５４ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４４４－ ８ 〃 アタマ ３６．０�
３５ キョウワマグナム 牡４鹿 ５７ 小牧 太�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５４８－ ２ 〃 アタマ ４．０�
６１２ ナリタスレンダー 	６鹿 ５６ 藤岡 康太�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４９０＋ ４ 〃 ハナ ７．８	
４８ ジンクアッシュ 牡３黒鹿５２ 松山 弘平�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ５１４＋ ４１：２２．０クビ ２５．１

５９ � ハマノモナーク 牡６黒鹿５１ 川須 栄彦浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４５６＋ ４１：２２．１� １３６．３�
１１ ダーズンローズ 牡３青 ５３ 浜中 俊 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４１：２２．２クビ １０．６�
８１７ グッドルッキング 牝５芦 ５５ 太宰 啓介長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ８ 〃 ハナ １０．３
５１０ ウェザーサイド 牡５鹿 ５４ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４４６－ ６１：２２．３� １７７．８�
３６ スカラブレイ 牡３黒鹿５２ 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４４０－１０１：２２．４� １４．９�
７１５� ハートランドノリカ 牝６黒鹿５０ 藤懸 貴志豊田 稔氏 千田 輝彦 浦河 小椋 智 ４６４＋ ４ 〃 クビ ２１８．７�
６１１ ビットスターダム 牡３芦 ５２ 国分 恭介馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４５８＋ ６１：２２．５クビ １３２．４�
７１４ スズカワグナー 牡５黒鹿５３ 岡部 誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ３２８．４�

（愛知）

２３ ブライダルベール 牝５鹿 ５２ 鮫島 良太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４１０＋１０１：２２．６クビ ２０１．２�

１２ アスタータイクーン 	４栗 ５４ 国分 優作加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか カタオカフアーム ４６８＋ ２１：２２．７� １８．５�
７１３ マヤフィオーレ 牝５栗 ５１ 酒井 学�まの 大橋 勇樹 日高 中川牧場 ４５４＋ ２１：２２．８� １０１．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，１６６，６００円 複勝： ５０，４６５，７００円 枠連： ２７，９００，７００円

馬連： １１０，８２６，５００円 馬単： ６２，７３１，６００円 ワイド： ４０，８４５，６００円

３連複： １４６，１４３，３００円 ３連単： ２５５，９１９，５００円 計： ７２５，９９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １８０円 � ８３０円 � ２７０円 枠 連（２－８） ５，２００円

馬 連 �� ８，５５０円 馬 単 �� １２，３８０円

ワ イ ド �� ２，５８０円 �� ７４０円 �� ５，２３０円

３ 連 複 ��� ２３，８９０円 ３ 連 単 ��� １３２，８２０円

票 数

単勝票数 計 ３１１６６６ 的中 � ７４２４４（１番人気）
複勝票数 計 ５０４６５７ 的中 � ９１６０４（２番人気）� １２５４４（１０番人気）� ５０５３０（４番人気）
枠連票数 計 ２７９００７ 的中 （２－８） ３９６１（１４番人気）
馬連票数 計１１０８２６５ 的中 �� ９５７４（３２番人気）
馬単票数 計 ６２７３１６ 的中 �� ３７４０（４６番人気）
ワイド票数 計 ４０８４５６ 的中 �� ３８２２（３０番人気）�� １４４５１（５番人気）�� １８５３（４６番人気）
３連複票数 計１４６１４３３ 的中 ��� ４５１６（７１番人気）
３連単票数 計２５５９１９５ 的中 ��� １４２２（３８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．１―４６．９―５８．０―１：０９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マジンプロスパー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 バブルガムフェロー

２００７．３．７生 牡４栗 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス ９戦３勝 賞金 ３６，２４２，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔発走状況〕 ダーズンローズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ダーズンローズ号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ルージュバンブー号
※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。



２００８３ ７月２３日 晴 良 （２３京都４）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�

ひ こ ね

彦根ステークス
発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以
上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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

８１０ エーシンホワイティ 牡４鹿 ５７ 北村 友一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４８８± ０１：０９．４ １．４�

５５ リッカアリュール 牡５栗 ５７ 国分 恭介立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４９６＋１６１：０９．６１� ５２．２�
７８ エイシンパンサー 牝６鹿 ５５ 川須 栄彦平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４６２＋ ６ 〃 クビ １４．７�
４４ マイネショコラーデ 牝３青鹿５２ 和田 竜二 �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 ４７８＋ ２１：０９．７� ２６．１�
６６ ツルマルジュピター 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８６＋ ６１：０９．９１� ３．８�
１１ サ リ エ ル 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４７４－ ２ 〃 クビ １８．８�
３３ ユ メ イ ッ ポ 牝６栗 ５５ 国分 優作泉 一郎氏 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４８６－１６１：１０．０� ８６．２	
７７ カイシュウボナンザ 牡５黒鹿５７ 幸 英明飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４９６± ０ 〃 アタマ ３１．７

２２ 	 フ ァ ル ク ス 牡６鹿 ５７ 小牧 太永田 和彦氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４１：１０．２１� ６０．０�
８９ マルカベスト 牡６栗 ５７ 安藤 光彰河長産業� 鶴留 明雄 様似 猿倉牧場 ４７０＋ ２１：１１．２６ ２５．９�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４５，４８５，６００円 複勝： １４１，２０８，０００円 枠連： ３２，５５０，４００円

馬連： １６３，２９７，０００円 馬単： １３６，１５５，４００円 ワイド： ５６，１８２，１００円

３連複： １８５，５８７，３００円 ３連単： ５９７，３８２，４００円 計： １，３５７，８４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １，１８０円 � ２８０円 枠 連（５－８） ４，１５０円

馬 連 �� ４，２９０円 馬 単 �� ５，７９０円

ワ イ ド �� １，３７０円 �� ３８０円 �� ４，７１０円

３ 連 複 ��� １０，８３０円 ３ 連 単 ��� ４１，７００円

票 数

単勝票数 計 ４５４８５６ 的中 � ２６０４１１（１番人気）
複勝票数 計１４１２０８０ 的中 � ９７７３２８（１番人気）� １０３８８（９番人気）� ５５６９０（３番人気）
枠連票数 計 ３２５５０４ 的中 （５－８） ５７９３（１０番人気）
馬連票数 計１６３２９７０ 的中 �� ２８１２７（１２番人気）
馬単票数 計１３６１５５４ 的中 �� １７３７２（１４番人気）
ワイド票数 計 ５６１８２１ 的中 �� ９６６６（１３番人気）�� ４１８３９（２番人気）�� ２６９４（２９番人気）
３連複票数 計１８５５８７３ 的中 ��� １２６５１（２４番人気）
３連単票数 計５９７３８２４ 的中 ��� １０５７３（８２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．２―１１．０―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．１―４６．１―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．５―３F３４．３
３ ５，６（１，３，１０）４，７（２，８，９） ４ ５（６，１０）（１，３，７）４（２，８，９）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エーシンホワイティ 
�
父 サクラバクシンオー 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．６．２８ 阪神４着

２００７．３．２７生 牡４鹿 母 ライジングサンデー 母母 タレンテイドガール １７戦４勝 賞金 １０５，２９１，０００円
〔制裁〕 エーシンホワイティ号の騎手北村友一は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（９番・８番への進路影響）
※出走取消馬 エーシンダックマン号（疾病〔右肩跛行〕のため）

２００８４ ７月２３日 晴 良 （２３京都４）第７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

４８ サザンブレイズ 牡３栗 ５４
５２ △国分 優作南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４５０－ ２１：１１．３ ６．４�

７１３� 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 ４６０＋ ４１：１１．５１� ２５．０�

４７ ビ バ エ ル フ 牝５鹿 ５５ 岡部 誠�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４１４－ ２１：１１．６� １０．６�
（愛知）

８１５ マッキンリー 牡３鹿 ５４ 和田 竜二林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 ５１４＋ ６ 〃 ハナ ５２．１�
７１４ ピサライコネン 牡４芦 ５７ 浜中 俊市川 義美氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム ４６６－ ４１：１１．８１� ２．１�
５９ コスモオウガイ 牡３栗 ５４ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 長浜 忠 ４９８＋ ６１：１１．９� １０９．２	
６１１ エースインザホール 牡４鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４９２± ０１：１２．０� ６．９


５１０ 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± ０１：１２．１クビ ８．５�

３６ リバーサルブロー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４６６－１２１：１２．２� １０９．１�
１２ フォルクスオーパー 牝５栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４８０＋１６１：１２．３クビ ３４６．４

３５ マイネルパルフェ 牡３黒鹿５４ 酒井 学 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 荻伏三好フ

アーム ４８４＋１２１：１２．４� ２２８．５�
６１２ ル ー ニ ー 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 日高 森永 直幸 ４７８＋ ８１：１２．６１ ２２．６�
８１６� コーリングオブラブ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋ ２１：１２．８１� １１．９�
１１ ナイトレイダー 	３鹿 ５４ 幸 英明�日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ４９２± ０１：１２．９� ３２．２�
２４ レッドマロン 牝３栃栗５２ 小坂 忠士�コオロ 境 直行 日高 藤本ファーム B４６２－ ６１：１３．４３ ７９．３�
２３ サ マ ー ア イ 牝４栗 ５５

５２ ▲花田 大昂セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ８１：１４．７８ １１６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，０５０，７００円 複勝： ４９，８８９，７００円 枠連： ２９，７８６，５００円

馬連： １００，１８０，５００円 馬単： ６１，０７７，５００円 ワイド： ４０，５３４，４００円

３連複： １３４，７７８，５００円 ３連単： ２５８，９６１，０００円 計： ７０８，２５８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２３０円 � ５１０円 � ３３０円 枠 連（４－７） ３８０円

馬 連 �� ７，４６０円 馬 単 �� １２，６４０円

ワ イ ド �� ２，７００円 �� １，２８０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� １９，２８０円 ３ 連 単 ��� １１５，９００円

票 数

単勝票数 計 ３３０５０７ 的中 � ４０８７４（２番人気）
複勝票数 計 ４９８８９７ 的中 � ６６７９２（２番人気）� ２３１４８（７番人気）� ４０１２５（６番人気）
枠連票数 計 ２９７８６５ 的中 （４－７） ５９０７９（１番人気）
馬連票数 計１００１８０５ 的中 �� ９９１１（２４番人気）
馬単票数 計 ６１０７７５ 的中 �� ３５６７（４２番人気）
ワイド票数 計 ４０５３４４ 的中 �� ３６５０（２９番人気）�� ７９７０（１１番人気）�� ５０４９（２１番人気）
３連複票数 計１３４７７８５ 的中 ��� ５１６１（６０番人気）
３連単票数 計２５８９６１０ 的中 ��� １６４９（３２８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．２―１２．１―１１．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．９―４６．０―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンブレイズ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２０１０．１０．９ 京都１着

２００８．２．２１生 牡３栗 母 サウスビューティー 母母 チ ッ ク ８戦２勝 賞金 ２０，３３８，０００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） １頭 タカノキング号
（非抽選馬） ４頭 アルテミス号・ゴーオンホーマン号・ナリタシルエット号・レコメンド号
※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。



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

稍重後良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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

１８３，０５０，０００円
６，７３０，０００円
１，４６０，０００円
１７，３６０，０００円
５８，１８２，０００円
４，８８３，６００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
２７９，８７７，３００円
５５７，９４７，６００円
１８８，２５１，４００円
７５３，９９６，４００円
５４６，１０７，６００円
３０４，９５１，７００円
９７２，９４１，１００円
２，０６４，８０７，８００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 ５，６６８，８８０，９００円

総入場人員 １５，１６６名 （有料入場人員 １３，９８８名）


