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２００８５ ７月２４日 晴 良 （２３京都４）第８日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

６１１ フランベルジェ 牡２黒鹿５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：１３．８ ２．１�

７１４ シシリアンルージュ 牝２栗 ５４ 岡部 誠�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 荻伏服部牧場 ４３２± ０１：１４．１１� ６．４�
（愛知）

１２ シゲルキョホウ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ １０．７�

５９ ゴーイングストーン 牡２栗 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４５０± ０１：１４．３１� ４．１�
６１２ ローレルイニシオ 牡２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 	渡 信義 ４６０＋ ４１：１４．７２� ２３．８

２３ 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 ４６８＋ ４１：１４．９１ ８．７�
４７ シゲルココナッツ 牡２栗 ５４ 幸 英明森中 蕃氏 川村 禎彦 様似 スイートフアーム ４５６＋ ２１：１５．６４ ８２．８�
１１ クールラオウ 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 ５００＋ ２ 〃 クビ ４７．０
８１６ メイショウスザンナ 牝２鹿 ５４ 酒井 学松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４４０－ ８１：１５．７クビ ７７．９�
２４ タマモギャラクシー 牡２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介タマモ� 川村 禎彦 日高 新井 昭二 ４４６－ ２ 〃 クビ ２７７．９�
７１３ イチバンダヨリ 牡２栗 ５４

５１ ▲花田 大昂西村新一郎氏 梅内 忍 新ひだか 元茂牧場 ４４４－ ６１：１６．０２ ６７６．７�
４８ エーシンビューティ 牝２黒鹿５４ 熊沢 重文�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 松本牧場 ４３８＋ ４１：１６．１� ３４．７�
３５ シゲルクルミ 牡２鹿 ５４

５２ △国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 三枝牧場 ４４４－ ２１：１６．４１� １８７．２�
３６ シゲルヒメリンゴ 牝２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 ４３４－ ２ 〃 アタマ １８１．９�
５１０ パープルタイガー 牡２栗 ５４ 北村 友一中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 ４６４＋１０１：１７．１４ ４３．３�
８１５ シゲルカボス 牝２青鹿 ５４

５１ ▲森 一馬森中 蕃氏 武田 博 浦河 中村 雅明 ４１６＋ ８１：１７．４２ ４２０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，８２４，１００円 複勝： ２１，８３５，５００円 枠連： ９，２２８，０００円

馬連： ３３，９５２，４００円 馬単： ２６，２２７，６００円 ワイド： １６，４７０，４００円

３連複： ５１，６７２，８００円 ３連単： ８５，９５８，９００円 計： ２５９，１６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（６－７） ６４０円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ４１０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １，８３０円 ３ 連 単 ��� ５，２２０円

票 数

単勝票数 計 １３８２４１ 的中 � ５４１０５（１番人気）
複勝票数 計 ２１８３５５ 的中 � ６１５１６（１番人気）� ２７６５７（３番人気）� ２６１９８（４番人気）
枠連票数 計 ９２２８０ 的中 （６－７） １０８０３（２番人気）
馬連票数 計 ３３９５２４ 的中 �� ３７６０２（２番人気）
馬単票数 計 ２６２２７６ 的中 �� １８５４６（３番人気）
ワイド票数 計 １６４７０４ 的中 �� １２６９１（２番人気）�� １０１１０（４番人気）�� ４８６２（９番人気）
３連複票数 計 ５１６７２８ 的中 ��� ２０９３２（５番人気）
３連単票数 計 ８５９５８９ 的中 ��� １２１６７（９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．６―１２．５―１２．７―１３．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フランベルジェ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１１．６．１８ 阪神６着

２００９．４．２６生 牡２黒鹿 母 ム ガ メ ー ル 母母 Intrepidity ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※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。

２００８６ ７月２４日 晴 良 （２３京都４）第８日 第２競走 ��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２３ ヤマニンレジェール 牝３栗 ５４ 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 ４７４＋ ４１：５４．３ １２．１�

２４ スカイプラネット 牝３鹿 ５４
５１ ▲森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ４０２＋ ２１：５４．６１� ５５．５�
７１３ キューダスバンブー 牝３黒鹿５４ 鷹野 宏史�バンブー牧場 沖 芳夫 浦河 バンブー牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ２１２．１�
１１ ファーマペニー 牝３鹿 ５４ 幸 英明中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４１２＋ ４１：５４．７� １０５．３�
４８ レッドデセーオ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４９４＋ ２１：５４．８� ２．１�
１２ シャトープレンティ 牝３鹿 ５４ 岡部 誠円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４５４＋ ４１：５５．４３� ３０１．３	

（愛知）

３６ マスコットウイング 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一 �フジワラ・ファーム 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４４０＋ ２１：５５．７２ ７．０

６１１ ゴッドフローラ 牝３芦 ５４

５３ ☆国分 恭介中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４９６＋１２ 〃 クビ １１３．５�
５１０ ピンクピアリス 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム ４６８＋ ４１：５５．９１ ８５．１�
５９ ロブストニケ 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４６０＋ ２１：５６．２１� １０．５
７１４ ヤマニンパリュール 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 ４６６＋ ８１：５６．４１� ２３０．３�
８１６ 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 ４２６－ ６１：５６．７１� ５．８�
６１２ テイエムセーラー 牝３栗 ５４ 安藤 光彰竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４７２± ０１：５７．１２� ４０１．０�
３５ ブライトメッセージ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B４７６＋１０１：５７．５２� ６．８�
８１５ ニホンピロサーシャ 牝３芦 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 片岡牧場 ４６８＋ ４１：５７．６クビ １０１．４�
４７ クラリティー 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６－ ８１：５７．７� １４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，３６６，８００円 複勝： ２７，１８０，０００円 枠連： １１，９０４，３００円

馬連： ３６，２６７，１００円 馬単： ２８，３８９，１００円 ワイド： １８，６２９，６００円

３連複： ５６，４３２，７００円 ３連単： ９３，７８１，５００円 計： ２８７，９５１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ３９０円 � ９３０円 � ４，４３０円 枠 連（２－２） １７，１００円

馬 連 �� １３，８１０円 馬 単 �� ２７，８７０円

ワ イ ド �� ２，９００円 �� ６，０２０円 �� ２２，０２０円

３ 連 複 ��� ２２６，３５０円 ３ 連 単 ��� ８８７，３２０円

票 数

単勝票数 計 １５３６６８ 的中 � １００１０（６番人気）
複勝票数 計 ２７１８００ 的中 � ２０８１８（５番人気）� ７５０２（８番人気）� １４７２（１３番人気）
枠連票数 計 １１９０４３ 的中 （２－２） ５１４（２４番人気）
馬連票数 計 ３６２６７１ 的中 �� １９３９（２９番人気）
馬単票数 計 ２８３８９１ 的中 �� ７５２（５５番人気）
ワイド票数 計 １８６２９６ 的中 �� １６０２（２８番人気）�� ７６１（３８番人気）�� ２０６（８２番人気）
３連複票数 計 ５６４３２７ 的中 ��� １８４（２２０番人気）
３連単票数 計 ９３７８１５ 的中 ��� ７８（９７６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１３．２―１３．１―１３．１―１２．４―１２．６―１３．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３６．７―４９．８―１：０２．９―１：１５．３―１：２７．９―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３９．０
１
３
１５－１１，１２（９，１０）１６，２，８，４，７（３，１３）６（１，５）－１４・（１５，１１）（１２，１０）８（９，１６，６）４（２，３）７（１，５）１３＝１４

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンレジェール �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．１１．２８ 京都１５着

２００８．２．２６生 牝３栗 母 ヤマニンクイール 母母 マ ダ ニ ナ ７戦１勝 賞金 ６，８２０，０００円
〔制裁〕 マスコットウイング号の騎手芹沢純一は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１６番・１番・１３番への

進路影響）
スカイプラネット号の騎手森一馬は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１６番・１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。
（非抽選馬） １頭 アイドルバイオ号
※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。

第４回　京都競馬　第８日



２００８７ ７月２４日 晴 良 （２３京都４）第８日 第３競走 ��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２３ キングウェリナ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４６４± ０１：１２．８ ６．３�

６１１ ダンツソレイユ �３鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか グランド牧場 ４８０± ０１：１３．０１ ４．９�

７１３ ナムラバーク 牡３黒鹿 ５６
５４ △国分 優作奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７２＋１２１：１３．１� １１．２�

２４ キンシゴールド 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介若草クラブ 浅見 秀一 浦河 有限会社

松田牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ５．５�
１１ ノ ア ノ ア 牝３芦 ５４

５３ ☆川須 栄彦M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ４９２＋ ２１：１３．３１� １１．０�
７１４ グランドコリン 牝３栗 ５４ 浜中 俊大迫久美子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 ４５６－ ８１：１３．５１� １５．０�
８１５ アスターファイター 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂加藤 久枝氏 木原 一良 浦河 絵笛牧場 ４５２＋ ２１：１３．８１� ４３０．６�
６１２ スナークワイルド 牡３黒鹿５６ 幸 英明杉本仙次郎氏 藤岡 範士 浦河 日優牧場 ４８６－ ２１：１４．２２� ３．７	
４８ 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± ０１：１４．３クビ ２２２．１

４７ ニシノシュクラン 牝３鹿 ５４ 小牧 太西山 茂行氏 河内 洋 むかわ 西山牧場 ４５０＋ ４１：１４．５１� ６．３�
３５ 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 ４２２＋ ８ 〃 ハナ ３２０．２�
５１０ ソレイユトウショウ 牝３栗 ５４ 酒井 学トウショウ産業 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B４８４＋ ８１：１４．６� ２０７．８�
３６ エデンシチー 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一 友駿ホースクラブ 作田 誠二 新ひだか 出羽牧場 B５０８－１２１：１４．８１� １２４．６�
５９ シゲルフクシュニン 牝３栗 ５４ 岡部 誠森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 ワールドファーム ４７８＋ ２１：１４．９クビ ２２２．１


（愛知）

８１６ デラノーチェ 牡３鹿 ５６
５３ ▲森 一馬畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４５０＋ ４１：１５．０� ２２７．１�

１２ スリースプリント 牡３鹿 ５６ 北村 友一永井商事 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５２－ ４１：１５．４２� ２２３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，２６０，６００円 複勝： ２４，５４７，８００円 枠連： １４，９４９，６００円

馬連： ３４，６１０，３００円 馬単： ２５，４５８，１００円 ワイド： １５，９９６，３００円

３連複： ５４，５２３，５００円 ３連単： ８３，０４６，１００円 計： ２６７，３９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２１０円 � ２２０円 � ３１０円 枠 連（２－６） ３３０円

馬 連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，２３０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� １，１００円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ７，０５０円 ３ 連 単 ��� ３６，１６０円

票 数

単勝票数 計 １４２６０６ 的中 � １７９２３（４番人気）
複勝票数 計 ２４５４７８ 的中 � ３３６９１（３番人気）� ３１５２１（４番人気）� １９０６５（６番人気）
枠連票数 計 １４９４９６ 的中 （２－６） ３３９３５（１番人気）
馬連票数 計 ３４６１０３ 的中 �� １６６７３（８番人気）
馬単票数 計 ２５４５８１ 的中 �� ５８１９（１６番人気）
ワイド票数 計 １５９９６３ 的中 �� ６５０４（９番人気）�� ３５４３（１６番人気）�� ２９８３（２１番人気）
３連複票数 計 ５４５２３５ 的中 ��� ５７１５（３３番人気）
３連単票数 計 ８３０４６１ 的中 ��� １６９５（１４３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．９―１１．７―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．１―３６．０―４７．７―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングウェリナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２０１０．６．２６ 函館６着

２００８．２．３生 牡３鹿 母 シルクファビュラス 母母 Why Go On Dreaming ８戦１勝 賞金 ８，０２０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 グランオペラ号
（非抽選馬） ２頭 ウエスタンジェミー号・タムロプリンセス号
※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。

２００８８ ７月２４日 晴 良 （２３京都４）第８日 第４競走 ��１，９００�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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

８１３ メイショウカルロ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４４８＋ ２２：００．２ ２．４�

５８ 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 ４６８＋ ２２：００．８３� ４．１�
４５ ネオリアライズ 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４７８± ０２：００．９� ４．３�
１１ ウインテイクオフ �３黒鹿 ５６

５４ △国分 優作�ウイン 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド ４５４± ０２：０１．０クビ １５．１�
６９ サウンドジャーニー 牡３栗 ５６ 浜中 俊増田 雄一氏 安達 昭夫 日高 日高大洋牧場 ４６６± ０２：０１．２１� １２９．６�
８１４ タカノエイカン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二サンエイ開発� 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４２０± ０２：０２．５８ １３．０	
３３ ホクセツタイガー 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎平島 尚武氏 宮本 博 新冠 ムラカミファーム ４３８± ０２：０２．６� １０．０

５７ 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 B４３８± ０ 〃 ハナ ２１８．０�
３４ ナリタグローリー 牡３栗 ５６ 酒井 学�オースミ 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ６３．０�
４６ メイショウマキビ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂松本 好�氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ４４８－ ２２：０３．０２� ４４．３
２２ マイアイゼーレ 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬MYI馬主組合 鈴木 孝志 日高 横井 忠幸 ４６０－ ２２：０４．０６ ５１７．９�
６１０ 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 ４２８＋ ２ 〃 ハナ ３３５．７�
７１１ ワンダージュネス 牡３鹿 ５６ 岡部 誠山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム ４３６－１０ 〃 ハナ ４８．４�

（愛知）

７１２ スマートスピリット 牡３鹿 ５６ 小牧 太大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋ ２２：０５．０６ ２１．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，１００，２００円 複勝： ２４，５４２，１００円 枠連： １０，６２０，９００円

馬連： ３６，０７９，１００円 馬単： ２９，４０１，３００円 ワイド： １７，０７７，０００円

３連複： ５２，１６９，２００円 ３連単： ９６，１２１，４００円 計： ２８２，１１１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（５－８） ３８０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ２６０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ７００円 ３ 連 単 ��� ２，１３０円

票 数

単勝票数 計 １６１００２ 的中 � ５３３３４（１番人気）
複勝票数 計 ２４５４２１ 的中 � ８３８４５（１番人気）� ４５９４３（２番人気）� ３２９９０（３番人気）
枠連票数 計 １０６２０９ 的中 （５－８） ２１１２６（１番人気）
馬連票数 計 ３６０７９１ 的中 �� ７０８４０（１番人気）
馬単票数 計 ２９４０１３ 的中 �� ４００３４（１番人気）
ワイド票数 計 １７０７７０ 的中 �� ３０４０６（１番人気）�� １５４１８（２番人気）�� １１７５１（３番人気）
３連複票数 計 ５２１６９２ 的中 ��� ５５５５５（１番人気）
３連単票数 計 ９６１２１４ 的中 ��� ３３３１７（２番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．５―１１．９―１３．７―１３．２―１２．５―１２．３―１２．０―１２．６―１３．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．８―１８．３―３０．２―４３．９―５７．１―１：０９．６―１：２１．９―１：３３．９―１：４６．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウカルロ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２０１１．１．１６ 京都７着

２００８．３．２０生 牡３鹿 母 メイショウアイリス 母母 ロ ス ケ イ ６戦１勝 賞金 １０，０００，０００円
※出走取消馬 バーガンディミック号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。



２００８９ ７月２４日 晴 良 （２３京都４）第８日 第５競走 ��１，２００�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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

８１４ ゴーイングパワー 牡２鹿 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４７２ ―１：１０．３ ２．７�

５７ ドリームトレイン 牡２黒鹿５４ 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４７８ ―１：１０．７２� ４．８�
６９ ドナメデューサ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４７８ ―１：１１．１２� ７．２�
３４ ウインラウニカ 牝２栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦�ウイン 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４５６ ―１：１１．３１� ９．１�
１１ アラディローザ 牝２鹿 ５４ 酒井 学有限会社シルク西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４４０ ―１：１１．５１� ６．５�
２２ ミキノサンドバギー 牡２青鹿５４ 岡部 誠谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４４２ ―１：１１．８１� ２７．２�

（愛知）

８１３ スカイコンフォート 牡２青鹿５４ 藤岡 康太小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ
アーム ４４８ ―１：１１．９� １２．１	

３３ アクアブルーライト 牡２鹿 ５４
５２ △国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４７６ ―１：１２．１１� １５．２


７１１ デルマイザナミ 牝２鹿 ５４ 小牧 太浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム ４４４ ― 〃 アタマ ２６．５�
４６ シゲルバンペイユ 牡２栗 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 新ひだか 田中 春美 ５０２ ―１：１２．３１� ４６．２�
５８ ハーモニアス 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介聖心台牧場 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 ４３０ ―１：１２．８３ ４２．８�
６１０ スナークドリーム 牝２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 ４３８ ―１：１３．６５ ３９３．３�
４５ ワンダフルフェロー 牡２黒鹿５４ 北村 友一岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 新冠 清水 克則 ４４８ ―１：１３．７� １７７．４�
７１２ シゲルセトカ 牡２栗 ５４ 熊沢 重文森中 蕃氏 田中 章博 日高 白井牧場 ４４２ ―１：１６．８大差 ２１２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，４１８，２００円 複勝： ２３，５０９，９００円 枠連： １３，７３３，６００円

馬連： ４２，０１６，２００円 馬単： ２９，８９７，９００円 ワイド： １７，３８０，８００円

３連複： ５７，３９１，３００円 ３連単： ８９，４８５，２００円 計： ２９０，８３３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（５－８） ６１０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ４００円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ５，２５０円

票 数

単勝票数 計 １７４１８２ 的中 � ５１２７１（１番人気）
複勝票数 計 ２３５０９９ 的中 � ６３６３１（１番人気）� ３７２８４（２番人気）� ２９５２７（３番人気）
枠連票数 計 １３７３３６ 的中 （５－８） １６７５５（１番人気）
馬連票数 計 ４２０１６２ 的中 �� ３７７５９（１番人気）
馬単票数 計 ２９８９７９ 的中 �� １５４２８（２番人気）
ワイド票数 計 １７３８０８ 的中 �� １３１４１（１番人気）�� １１０２９（２番人気）�� ６４８９（７番人気）
３連複票数 計 ５７３９１３ 的中 ��� ２５９９９（１番人気）
３連単票数 計 ８９４８５２ 的中 ��� １２５８２（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１１．６―１１．２―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２４．０―３５．６―４６．８―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴーイングパワー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２００９．５．３０生 牡２鹿 母 クインネージュ 母母 クールネージュ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルセトカ号は，平成２３年８月２４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。

２００９０ ７月２４日 晴 良 （２３京都４）第８日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

６１２ トーホウストロング 牡３黒鹿５６ 川田 将雅東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 ４８４－ ４２：０２．９ ３．０�

８１６ テーオーゼウス 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４７８＋１０２：０３．０� ２．８�
４７ ピクシープリンセス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４４－１４２：０３．４２� １０．８�
２４ ア カ マ イ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ４４０－ ２ 〃 ハナ １３．１�
６１１ ロ ゼ ブ ル ー 牝３鹿 ５４ 岡部 誠 �ブルーマネジメント武 宏平 新ひだか 加野牧場 ４４８＋ ８２：０３．６１� ３６．６�

（愛知）

４８ ニシノフェイム 牝３鹿 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４３２－ ４２：０３．８１� １３．６�
１２ レッドシェリフ 牡３栗 ５６ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４２：０４．０１� ５．４	
７１３ ジョウショーコトミ 牝３芦 ５４ 赤木高太郎熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４３２± ０２：０４．１� ２１．８

７１４ 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 ４２８－ ２２：０４．３１� ２１１．１�
５１０ ワンダーシモン 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文山本 信行氏 佐藤 正雄 えりも 能登 浩 ３９２± ０２：０４．８３ ４９０．６�
５９ オーミチャンドラ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平岩� 僖澄氏 田島 良保 新冠 清水 克則 ３９４＋ ４２：０５．４３� ２２８．７
３６ メイショウペスカ 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 本巣 敦 ４８２ ―２：０５．５� ９０．２�
２３ エメラルドコースト 牝３栗 ５４ 北村 友一木村 信彦氏 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B５００－ ８ 〃 アタマ １３８．１�
１１ テイエムラブパワー 牝３黒鹿５４ 小坂 忠士竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 ４９８± ０２：０６．０３ １５８．９�
３５ � ダブルライセンス 牡３鹿 ５６ 幸 英明中西 忍氏 小崎 憲 愛 Swersky &

Associates ４９８ ―２：０６．１クビ ５２．８�
８１５ デンジャーマネー 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 優作加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ５０４－ ４ 〃 クビ １８１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，００１，４００円 複勝： ２１，７７１，７００円 枠連： １２，０２９，５００円

馬連： ３７，８２０，２００円 馬単： ２８，７９４，７００円 ワイド： １７，５１７，３００円

３連複： ５４，７１７，９００円 ３連単： ９６，６９０，９００円 計： ２８４，３４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ３００円 枠 連（６－８） ３７０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ６１０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� ５，１２０円

票 数

単勝票数 計 １５００１４ 的中 � ４０１１６（２番人気）
複勝票数 計 ２１７７１７ 的中 � ５２７０２（２番人気）� ６０５７５（１番人気）� １２１２５（７番人気）
枠連票数 計 １２０２９５ 的中 （６－８） ２４３８７（１番人気）
馬連票数 計 ３７８２０２ 的中 �� ７７０７５（１番人気）
馬単票数 計 ２８７９４７ 的中 �� ２８５５４（１番人気）
ワイド票数 計 １７５１７３ 的中 �� ３０１９７（１番人気）�� ６１３２（８番人気）�� ５９５５（１０番人気）
３連複票数 計 ５４７１７９ 的中 ��� ２７１５５（４番人気）
３連単票数 計 ９６６９０９ 的中 ��� １３９４１（１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．７―１２．７―１２．８―１２．８―１３．１―１２．１―１１．６―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．１―３６．８―４９．６―１：０２．４―１：１５．５―１：２７．６―１：３９．２―１：５０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーホウストロング �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Meadowlake デビュー ２０１１．７．２ 京都８着

２００８．３．２４生 牡３黒鹿 母 トーホウメドゥーサ 母母 Cool Number ３戦１勝 賞金 ５，５２０，０００円
※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 ニホンピロフィード号
※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。



２００９１ ７月２４日 晴 良 （２３京都４）第８日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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

６７ サンヴァンサン 牝４栗 ５５
５３ △国分 優作万波 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 ４２８－ ４１：５１．９ ３．８�

６６ プリティカポレイ 牝４鹿 ５５ 小牧 太横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５８± ０１：５２．１１� ２．９�
８１０ エーシンジェネシス 牝３鹿 ５２ 熊沢 重文�栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ９１．２�
３３ キンショーオーロラ 牝３青 ５２

５１ ☆松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 新ひだか 本桐牧場 ４３６＋ ２１：５２．６３ １３．７�
５５ 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 ４５６＋ ６１：５２．７� ８．８�
２２ 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 ４５６－ ４１：５２．８� ６２．７�
１１ レッドレジーナ 牝３鹿 ５２ 鮫島 良太 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：５３．２２� ６．７	
７８ トーホウリッチ 牝５青 ５５

５４ ☆川須 栄彦東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４８０＋１８１：５３．５１� ５６．１

４４ シェイクラブハート 牝３栗 ５２ 渡辺 薫彦飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４３６－ ４１：５３．７１� ８２．５�
８１１ ブルーモーメント 牝４鹿 ５５ 北村 友一前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６＋ ８１：５３．８� １１．３�
７９ ユースティティア 牝３青鹿５２ 和田 竜二前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４－ ２１：５４．６５ ５．９

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，８４２，４００円 複勝： ３０，６８４，８００円 枠連： １２，９０８，７００円

馬連： ４４，８７９，０００円 馬単： ３３，３２９，２００円 ワイド： ２０，９７６，２００円

３連複： ６２，４０９，６００円 ３連単： １１７，４６４，２００円 計： ３４２，４９４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １，３１０円 枠 連（６－６） ４５０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド �� ２００円 �� ３，３１０円 �� ３，４５０円

３ 連 複 ��� ９，２６０円 ３ 連 単 ��� ３１，４１０円

票 数

単勝票数 計 １９８４２４ 的中 � ４１９９３（２番人気）
複勝票数 計 ３０６８４８ 的中 � ６０４６７（２番人気）� ７４７００（１番人気）� ３７８０（１１番人気）
枠連票数 計 １２９０８７ 的中 （６－６） ２１２３８（２番人気）
馬連票数 計 ４４８７９０ 的中 �� ７８２７０（１番人気）
馬単票数 計 ３３３２９２ 的中 �� ２４６４２（２番人気）
ワイド票数 計 ２０９７６２ 的中 �� ３５５７０（１番人気）�� １３０６（３０番人気）�� １２５４（３２番人気）
３連複票数 計 ６２４０９６ 的中 ��� ４９７７（３０番人気）
３連単票数 計１１７４６４２ 的中 ��� ２７６０（１０９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３６．９―４９．８―１：０２．８―１：１５．１―１：２７．２―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８
１
３
３（７，１０）１（６，１１）９，８（２，４）５・（３，７，１０）（１，６，１１）（２，４，９）（５，８）

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

勝馬の
紹 介

サンヴァンサン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．１０．２５ 京都１着

２００７．１．１８生 牝４栗 母 ル ミ ネ ン ス 母母 チ ャ ン ジ イ １１戦２勝 賞金 ２２，０００，０００円

２００９２ ７月２４日 晴 良 （２３京都４）第８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）

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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

６１２ タイムズアロー 牡３栗 ５４
５２ △国分 優作 �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 ４８０＋ ６１：２４．５ １５．３�

８１５ ガールズストーリー 牝３黒鹿５２ 佐藤 哲三吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４１６＋ ４ 〃 ハナ ５．６�
４７ メイショウマシュウ 牡３黒鹿５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４９８＋１２ 〃 ハナ ２１．５�
２３ � テーオーマグナム 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎小笹 公也氏 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２１：２４．７１� ２８．９�
３６ ウォータールルド 牡３黒鹿５４ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４７４＋ ４１：２４．９１� ６．１�
７１３ メイショウテキーラ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４７４＋ ４１：２５．０クビ ２．３�
６１１ ラブソネット 牝４鹿 ５５ 浜中 俊金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２１：２５．１� ３３．０

４８ ガッチリガッチリ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４８４＋ ２１：２５．２� １７．３�
８１６ モズハリケーン 牡３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 B４９６－ ８１：２５．４１� １５．３�
５９ ナムラカメーリア 牝３鹿 ５２ 藤岡 康太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 豊洋牧場 ４４４＋１６１：２５．５� ２３．６
３５ オメガブルーグラス 	４栗 ５７ 北村 友一原 
子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８４＋１６ 〃 ハナ １１４．８�
１１ フリーアズアバード 牡３鹿 ５４ 幸 英明 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７０－ ２１：２５．７１ ９．０�
５１０ ダテノスイミー 牡４栗 ５７

５６ ☆川須 栄彦関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４２６－２２１：２５．９１� ３９３．４�
２４ クリスタルドア 牡６鹿 ５７ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４９２－１０１：２６．３２� １００．２�
７１４ オーミフォレスト 牡４栗 ５７ 安藤 光彰岩� 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 清水 克則 ４８０＋ ３１：２７．３６ ４６５．７�
１２ � ヤマイチハジメ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲森 一馬坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 川上牧場 ４８４－１８１：２８．６８ ３８１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７６０，４００円 複勝： ３６，７８２，２００円 枠連： １５，８８０，１００円

馬連： ５９，６６６，６００円 馬単： ４０，５２８，０００円 ワイド： ２７，８０８，７００円

３連複： ８５，１１５，９００円 ３連単： １４６，８２７，５００円 計： ４３７，３６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５３０円 複 勝 � ５４０円 � ２１０円 � ７５０円 枠 連（６－８） ２，８７０円

馬 連 �� ４，７９０円 馬 単 �� １２，１００円

ワ イ ド �� １，８５０円 �� ５，０２０円 �� ２，６００円

３ 連 複 ��� ４２，９４０円 ３ 連 単 ��� ２６３，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２４７６０４ 的中 � １２８３１（５番人気）
複勝票数 計 ３６７８２２ 的中 � １６３７６（６番人気）� ５５８９６（２番人気）� １１２７８（１０番人気）
枠連票数 計 １５８８０１ 的中 （６－８） ４０８８（１１番人気）
馬連票数 計 ５９６６６６ 的中 �� ９２０５（１５番人気）
馬単票数 計 ４０５２８０ 的中 �� ２４７２（３５番人気）
ワイド票数 計 ２７８０８７ 的中 �� ３７５９（１８番人気）�� １３４６（４９番人気）�� ２６４０（３０番人気）
３連複票数 計 ８５１１５９ 的中 ��� １４６３（１０９番人気）
３連単票数 計１４６８２７５ 的中 ��� ４１１（６４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．７―３４．３―４６．１―５８．３―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイムズアロー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．３．２０ 阪神２着

２００８．１．２６生 牡３栗 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ ４戦２勝 賞金 １５，０００，０００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 トーアシシイ号
（非抽選馬） １頭 ナリタシーズン号



２００９３ ７月２４日 晴 良 （２３京都４）第８日 第９競走 ��
��２，２００�

し ず が た け

賤 ヶ 岳 特 別
発走１４時２５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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

８１１ アーセナルゴール 牡３鹿 ５４ 小牧 太渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８２－ ４２：１４．９ ６．５�

８１０ トウカイパラダイス 牡４黒鹿５７ 国分 優作内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４９４－ ４ 〃 ハナ ９．１�
５５ タマモグランプリ �４鹿 ５７ 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４３２± ０２：１５．１１� ５．０�
４４ ゴールドブライアン 牡３青鹿５４ 幸 英明杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４４± ０２：１５．３１	 ３．０�
６７ ゲティスバーグ 牡３栗 ５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５４＋ ２２：１５．７２� １４．０�
１１ アドマイヤカーリン 牡３青鹿５４ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２２：１６．１２� ３．０�
２２ マルカゴクウ 牡４鹿 ５７ 松山 弘平河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム B４６６＋ ２２：１６．４１
 １３４．９	
３３ � セイカペガサス 牡４黒鹿５７ 北村 友一久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４６０± ０２：１６．７１
 ４１．７

７８ � パトリックバローズ 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎石川 達絵氏 角田 晃一 新冠 川島牧場 ５００－ ７ 〃 アタマ １６３．３�
６６ � リッカカントリー 牝５黒鹿５５ 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４６４＋ ８２：１７．０１
 ３８３．２�
７９ � モエレウェバリング 牡３栗 ５４ 岡部 誠ホースケア 安部 弘一 新ひだか 中村 和夫 ４３０－ １２：１７．６３� ３０１．２�

（愛知） （愛知）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２７，８６１，７００円 複勝： ４１，７７０，３００円 枠連： １６，７００，６００円

馬連： ７７，３６３，１００円 馬単： ５７，１９５，１００円 ワイド： ２６，４６６，０００円

３連複： ９２，５６１，８００円 ３連単： ２１７，２８５，８００円 計： ５５７，２０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２１０円 � ２６０円 � １７０円 枠 連（８－８） ２，４４０円

馬 連 �� ２，６９０円 馬 単 �� ５，７４０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ５８０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ４，６１０円 ３ 連 単 ��� ３１，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２７８６１７ 的中 � ３４２０４（４番人気）
複勝票数 計 ４１７７０３ 的中 � ５１０５４（４番人気）� ３７６９９（５番人気）� ７８４２４（３番人気）
枠連票数 計 １６７００６ 的中 （８－８） ５０７２（９番人気）
馬連票数 計 ７７３６３１ 的中 �� ２１２９１（１３番人気）
馬単票数 計 ５７１９５１ 的中 �� ７３５５（２４番人気）
ワイド票数 計 ２６４６６０ 的中 �� ７７８３（１３番人気）�� １１４６６（９番人気）�� １１８０４（８番人気）
３連複票数 計 ９２５６１８ 的中 ��� １４８４０（１８番人気）
３連単票数 計２１７２８５８ 的中 ��� ５０４６（１０７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１３．１―１２．９―１２．３―１２．６―１２．５―１２．２―１１．６―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２４．０―３７．１―５０．０―１：０２．３―１：１４．９―１：２７．４―１：３９．６―１：５１．２―２：０２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーセナルゴール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．１２．１１ 小倉７着

２００８．２．６生 牡３鹿 母 ファミリーバイブル 母母 Angelic Song ９戦２勝 賞金 １８，６２３，０００円
〔発走状況〕 アドマイヤカーリン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アドマイヤカーリン号は，平成２３年７月２５日から平成２３年８月１４日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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。

２００９４ ７月２４日 晴 良 （２３京都４）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�

な が は ま

長 浜 特 別
発走１５時００分 （ダート・右）

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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１６ フィールドシャイン 牡４栗 ５７ 幸 英明地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：１１．２ ２．８�

７１４ ウ ラ ラ カ 牝５黒鹿５５ 和田 竜二 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５４＋ ３ 〃 ハナ １５．２�
６１２ コウエイフラッシュ �５鹿 ５７ 北村 友一西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４６２－ ４１：１１．３� ６７．２�
２３ トーセンピングス 牡５芦 ５７ 太宰 啓介島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ５６４＋ ２ 〃 ハナ ５．７�
８１５ ベ ネ ラ 牝４栗 ５５ 熊沢 重文星野 清	氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４６４－ ４ 〃 クビ ８．８�
３５ リッカコウユウ 牝５鹿 ５５ 国分 恭介立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５６＋ ４１：１１．６１
 ８５．０	
６１１ テイエムフルパワー 牡７栗 ５７ 浜中 俊竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３８－ ２１：１１．７� １６．０

５１０ サミットストーン 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太百万 武夫氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５３０＋ ６１：１１．８クビ ８．１�
４８ ドクターラオウ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５２４＋ ８ 〃 クビ ９．９
３６ ピュアマリーン 牝５栗 ５５ 芹沢 純一�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４５４－ ４１：１１．９� ８４．６�
７１３ マルタカタキオン 牡８栗 ５７ 佐久間寛志國立 治氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ５０４± ０ 〃 ハナ ５０８．１�
２４ ディアアゲイン 牡６栗 ５７ 松山 弘平村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４５２－１０１：１２．１１� １０６．１�
１２ � エーシンシークルー 牝５栗 ５５ 川田 将雅�栄進堂 小崎 憲 米 John James

Revocable Trust ４７６－ ６１：１２．８４ ５．６�
４７ ショウナンタイリン 牝５栗 ５５ 酒井 学国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ ２７１．０�
５９ � ヒシアカデミー 牡５青鹿５７ 渡辺 薫彦阿部雅一郎氏 河内 洋 米

Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

４９８－１２１：１２．９クビ ５７．０�
１１ アベニールシチー 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉 �友駿ホースクラブ 清水 出美 三石 幌村牧場 ４４４－ ８１：１３．２１
 ５８３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８８１，６００円 複勝： ５０，３０２，２００円 枠連： ２８，３７３，７００円

馬連： １２６，４６２，６００円 馬単： ７４，３８８，４００円 ワイド： ４１，０２６，２００円

３連複： １６１，８３４，０００円 ３連単： ３１１，９８０，８００円 計： ８２５，２４９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ３６０円 � １，５６０円 枠 連（７－８） １，１４０円

馬 連 �� １，７５０円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ３，１３０円 �� ８，０４０円

３ 連 複 ��� ３３，４２０円 ３ 連 単 ��� １１４，１００円

票 数

単勝票数 計 ３０８８１６ 的中 � ８９７９４（１番人気）
複勝票数 計 ５０３０２２ 的中 � １３７２３８（１番人気）� ３１３１８（７番人気）� ６００６（１３番人気）
枠連票数 計 ２８３７３７ 的中 （７－８） １８４６８（５番人気）
馬連票数 計１２６４６２６ 的中 �� ５３６３５（７番人気）
馬単票数 計 ７４３８８４ 的中 �� ２００７１（８番人気）
ワイド票数 計 ４１０２６２ 的中 �� １７４７８（５番人気）�� ３１３６（３０番人気）�� １２０１（５６番人気）
３連複票数 計１６１８３４０ 的中 ��� ３５７４（８１番人気）
３連単票数 計３１１９８０８ 的中 ��� ２０１８（３４３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．５―１１．６―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．６―４６．２―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールドシャイン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．６．１９ 阪神２着

２００７．２．３生 牡４栗 母 ギャラリートーク 母母 ヒットザスポット １２戦４勝 賞金 ５４，２６７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 カリスマサンスカイ号・キモンレッド号・シゲルシュサ号・タマモトワイライト号・マジックアロー号・

ユウキアックン号

１レース目



２００９５ ７月２４日 晴 良 （２３京都４）第８日 第１１競走 ��
��１，４００�

あづちじょう

安土城ステークス
発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�，牝馬２�
減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 １８２，０００円 ５２，０００円 ２６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

４４ タマモナイスプレイ 牡６黒鹿５７ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７８± ０１：２２．０ ２．８�

１１ サワノパンサー 牡５鹿 ５６ 川須 栄彦澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５４８＋ ４ 〃 クビ ４．０�
３３ � オセアニアボス 牡６青鹿５６ 小牧 太�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４９２± ０１：２２．１クビ ７．４�
６６ シゲルキョクチョウ 牡３鹿 ５２ 北村 友一森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 ４５６＋ ６１：２２．４１� ２１．５�
８８ マイネルクラリティ 牡５栗 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８８＋ ８１：２２．５	 ５．２�
５５ スカイノダン 牝５黒鹿５３ 国分 優作江 賦晨氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ４１：２２．７１	 ７．９	
２２ ダイシンプラン 牡６栗 ５５ 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４－ ６ 〃 クビ ７．４

７７ サンエムパーム 牡８黒鹿５６ 太宰 啓介村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５２０＋ ２１：２４．１９ １４５．０�

（８頭）

売 得 金

単勝： ４８，８１１，５００円 複勝： ５３，００４，７００円 枠連： 発売なし

馬連： １７５，３５２，２００円 馬単： １０３，１６１，８００円 ワイド： ４１，０５５，１００円

３連複： １６３，７４９，７００円 ３連単： ４９７，５４７，０００円 計： １，０８２，６８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １６０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ２８０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� ３，２２０円

票 数

単勝票数 計 ４８８１１５ 的中 � １４０７５０（１番人気）
複勝票数 計 ５３００４７ 的中 � １６２０４２（１番人気）� ９４０２８（２番人気）� ７０５０５（４番人気）
馬連票数 計１７５３５２２ 的中 �� ２４９３６４（１番人気）
馬単票数 計１０３１６１８ 的中 �� ８５６４５（１番人気）
ワイド票数 計 ４１０５５１ 的中 �� ５４６８２（１番人気）�� ３６１７３（３番人気）�� ２４６１１（４番人気）
３連複票数 計１６３７４９７ 的中 ��� １３７１４２（２番人気）
３連単票数 計４９７５４７０ 的中 ��� １１４０６４（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．４―３６．５―４８．５―５９．９―１：１０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．５―３F３３．５
３ ６－４，１，５，８，７（２，３） ４ ・（６，４）８（１，５）３，２，７

勝馬の
紹 介

タマモナイスプレイ �

父 フ ジ キ セ キ �


母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．７．２９ 小倉４着

２００５．４．２４生 牡６黒鹿 母 ホットプレイ 母母 ダイナホツト ３２戦７勝 賞金 １７０，２２３，０００円
〔制裁〕 タマモナイスプレイ号の騎手渡辺薫彦は，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５０，０００円。（１番・８番へ

の進路影響）

２００９６ ７月２４日 晴 良 （２３京都４）第８日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

２４ ユメノキラメキ 牝４栗 ５５ 岡部 誠諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６１：２１．６ ５．５�
（愛知）

２３ アグネスウイッシュ 牡３黒鹿５４ 武 幸四郎渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ １９．９�
５９ ネオザウイナー 牡３青鹿５４ 川田 将雅小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２± ０１：２２．１３ ２０．８�
６１２� メイショウオリビア 牝４青鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４３８－ ９ 〃 ハナ ３９．５�
７１３ デンコウジュピター 牡３鹿 ５４ 北村 友一田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ４８８－ ２ 〃 ハナ １１．７�
６１１ リーサムハーツ 牝３鹿 ５２

５０ △国分 優作平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 ４７４＋ ４１：２２．４１� ２．７�
１１ リバーハイランド 牡４鹿 ５７ 幸 英明山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７８－ ２ 〃 クビ ３．３	
４８ ハイフィールド 牝５鹿 ５５ 酒井 学服部 新平氏 日吉 正和 新ひだか へいはた牧場 ４２８＋ ２１：２２．５	 ８１．０

８１７ プレザントブリーズ 牝５黒鹿５５ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 静内 矢野牧場 ４７２＋ ６１：２２．６� ４０．６�
３６ ラブイズモネ 牝５栗 ５５

５２ ▲花田 大昂江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４１４－ ８１：２２．７クビ ３７７．２
３５ 
 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 ４７０－ ２ 〃 アタマ １１９．８�
８１８ 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± ０１：２２．８	 １１．０�
１２ キュートシルフ 牝５青 ５５ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４４８＋２４１：２２．９	 ５８．７�
４７ ニイハオジュウクン 牡３鹿 ５４ 柴原 央明鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４２０－ ８ 〃 アタマ ８５．８�
７１４ ランドタカラ 牡４黒鹿５７ 小牧 太木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ９１．１�
７１５ マルカレガート 牡６鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介河長産業� 増本 豊 門別 日高大洋牧場 ４７２－ ４１：２３．１１	 ２４８．８�
５１０ ジョーシンドバッド 牡５黒鹿５７ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 新ひだか 岡田スタツド ４９８－ ４ 〃 アタマ １１２．０�
８１６� スウィングダンス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲森 一馬原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４２０± ０１：２３．２クビ ３５９．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４２，４５０，９００円 複勝： ５７，６５９，７００円 枠連： ３４，３０２，８００円

馬連： １３３，７６４，３００円 馬単： ８６，０８６，８００円 ワイド： ４８，５７７，０００円

３連複： １７４，６４０，４００円 ３連単： ３６６，６５０，０００円 計： ９４４，１３１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２５０円 � ５３０円 � ６７０円 枠 連（２－２） ３，５２０円

馬 連 �� ４，０６０円 馬 単 �� ８，３１０円

ワ イ ド �� １，５５０円 �� ２，５００円 �� ５，３１０円

３ 連 複 ��� ３６，６５０円 ３ 連 単 ��� １６８，３９０円

票 数

単勝票数 計 ４２４５０９ 的中 � ６１１７９（３番人気）
複勝票数 計 ５７６５９７ 的中 � ７２２１２（３番人気）� ２７１９０（６番人気）� ２０５０７（７番人気）
枠連票数 計 ３４３０２８ 的中 （２－２） ７２０２（１１番人気）
馬連票数 計１３３７６４３ 的中 �� ２４３７３（１２番人気）
馬単票数 計 ８６０８６８ 的中 �� ７６５３（２５番人気）
ワイド票数 計 ４８５７７０ 的中 �� ７８７２（１３番人気）�� ４７７５（２４番人気）�� ２２１３（４３番人気）
３連複票数 計１７４６４０４ 的中 ��� ３５１７（８９番人気）
３連単票数 計３６６６５００ 的中 ��� １６０７（３９４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．６―４６．４―５８．０―１：０９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
３ ４，１１，１８（１５，１６）１７（３，７，１３）（１，１２）９（２，１０）（８，５）６－１４ ４ ４，１１（１５，１８，１６，１７）７（３，１３，１２）（１，９）（２，８，５）－１０，６，１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ユメノキラメキ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００９．８．１５ 札幌１着

２００７．３．１２生 牝４栗 母 ツ ァ リ ー ヌ 母母 ランフォアロージス １６戦３勝 賞金 ３４，０５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ピルケンハンマー号・フォルモンド号
（非抽選馬） １頭 ドリームゲイル号
※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。

４レース目



（２３京都４）第８日 ７月２４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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

１９１，４９０，０００円
３，２２０，０００円
１３，９６０，０００円
１，２６０，０００円
１８，１４０，０００円
５６，９９９，５００円
４，４７２，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
２８６，５７９，８００円
４１３，５９０，９００円
１８０，６３１，８００円
８３８，２３３，１００円
５６２，８５８，０００円
３０８，９８０，６００円
１，０６７，２１８，８００円
２，２０２，８３９，３００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 ５，８６０，９３２，３００円

総入場人員 １９，８４７名 （有料入場人員 １８，３７３名）



平成２３年度 第４回京都競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３９２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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，５４１，９７０，０００円
１９，２４０，０００円
８９，６４０，０００円
１１，４１０，０００円
１４５，８２０，０００円

１４５，０００円
１４５，０００円

４７５，９２８，０００円
３９，０６６，８００円
１３，７８０，８００円

勝馬投票券売得金
２，５１６，８６９，３００円
４，３９７，９１１，０００円
１，７１５，１０６，２００円
７，０９６，０７８，０００円
４，９０３，４１３，９００円
２，７７０，３６９，８００円
９，３４２，１５７，９００円
１８，９０４，０１４，８００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 ５１，６４５，９２０，９００円

総入場延人員 １４８，５６７名 （有料入場延人員 １３７，３４５名）


