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１２０４９ ５月５日 晴 良 （２４京都３）第５日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１２ サ ン ビ ス タ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ４６２－ ２１：５５．２ １４．９�

２２ ブライトポジー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４３２＋ ２１：５５．３� ２９．５�
６１０ メモリーシャルマン 牝３鹿 ５４ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 ５０６± ０１：５５．４� ６．８�
４６ アンコールピース 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：５５．６１� ７．６�

（豪）

５８ アグネスローザ 牝３鹿 ５４ 武 豊渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４２２ ― 〃 クビ ６２．７�
１１ アムールレジェンド 牝３黒鹿５４ 福永 祐一太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２４＋ ４１：５５．８１� １．４	
８１５ エーシンスピニング 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�栄進堂 松永 昌博 浦河 本巣 敦 ４３６＋ ４１：５６．５４ １３５．０

３５ チュウワビーナス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎中西 忍氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７６－ ４ 〃 アタマ １７．８�
７１３ マイバーチュー 牝３黒鹿５４ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 寺越 政幸 ４５８ ― 〃 ハナ ７９．３�
２３ ハマノスカーレット 牝３栗 ５４ 国分 優作浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４６０＋１０１：５６．７１� １５５．１
５９ ダノンクレア 牝３栗 ５４ 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 新ひだか 橋本牧場 ４４２＋ ２ 〃 アタマ １２９．４�
８１４ マルヨフレンドリー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊野村 春行氏 梅田 智之 えりも 上島牧場 ４８４＋ ４１：５６．９１� ４０．６�
３４ クイーンダンス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４８＋１０１：５７．１１� ２６５．０�
４７ ロングカリス 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦中井 敏雄氏 佐山 優 日高 天羽牧場 ４７４＋ ４１：５７．２� ２６５．０�
６１１ シゲルマンゴスチン 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大森中 蕃氏 松永 昌博 新冠 川島牧場 ４７６＋ ４２：００．９大差 ２４１．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，６９２，７００円 複勝： ７３，９５１，１００円 枠連： １１，４４７，７００円

馬連： ４３，２４９，４００円 馬単： ３８，９３３，４００円 ワイド： ２１，７３５，５００円

３連複： ６４，０１８，８００円 ３連単： １２３，４４３，４００円 計： ３９９，４７２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ５６０円 � ８４０円 � ４７０円 枠 連（２－７） ７，６４０円

馬 連 �� ８，１５０円 馬 単 �� １６，３３０円

ワ イ ド �� １，４６０円 �� ８６０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� １６，４５０円 ３ 連 単 ��� １４４，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２２６９２７ 的中 � １２０７７（４番人気）
複勝票数 計 ７３９５１１ 的中 � ３４９６２（４番人気）� ２２２４４（５番人気）� ４３０７５（３番人気）
枠連票数 計 １１４４７７ 的中 （２－７） １１０６（２０番人気）
馬連票数 計 ４３２４９４ 的中 �� ３９２０（１８番人気）
馬単票数 計 ３８９３３４ 的中 �� １７６０（３５番人気）
ワイド票数 計 ２１７３５５ 的中 �� ３６３５（１４番人気）�� ６４１５（８番人気）�� ３０９９（１７番人気）
３連複票数 計 ６４０１８８ 的中 ��� ２８７３（３８番人気）
３連単票数 計１２３４４３４ 的中 ��� ６３０（２５１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１３．１―１３．７―１３．７―１３．２―１２．８―１２．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３６．６―５０．３―１：０４．０―１：１７．２―１：３０．０―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．０
１
３
１４，１５（２，５）１１，１，１２（１０，１３）（３，７）４－（９，８）６
１４（１５，５）（２，１１）（１，１２）１０（１３，４，６）（３，７）８－９

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

勝馬の
紹 介

サ ン ビ ス タ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２０１２．３．３１ 阪神４着

２００９．３．１８生 牝３黒鹿 母 ホワイトカーニバル 母母 イエローブルーム ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００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〕 シゲルマンゴスチン号は，平成２４年６月５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。

１２０５０ ５月５日 晴 良 （２４京都３）第５日 第２競走 ��１，４００�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 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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

５１０ エーシンフルパワー 牡３栗 ５６ 川田 将雅�栄進堂 川村 禎彦 新ひだか 木田牧場 ４７４＋ ２１：２５．２ ２．１�

６１１ デンコウアクティブ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 ４８０± ０１：２５．５２ １３．５�
６１２ マーティンバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新冠 石郷岡 雅樹 ４７６＋ ４１：２５．６クビ ４．８�
８１６ サカジロスイセイ 牡３鹿 ５６ 国分 優作ロイヤルパーク 武 宏平 日高 長谷部牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ １２．３�
５９ エ ス ペ リ ア 牡３栗 ５６ 浜中 俊佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム ４４８＋ ４ 〃 ハナ ７．０�
３５ サーカスタウン 牡３栗 ５６ 国分 恭介吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４９６＋ ４１：２５．８１� １１．４�
８１５ メイショウアサヒ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４０－１０１：２６．１２ ７５．４	
７１４ バ コ パ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７８－ ４１：２６．５２� １１１．３

２３ ワンダーフィヌマン 牡３鹿 ５６ 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 永田 克之 ４６０ ―１：２６．６クビ ２２．７�
４７ スカイウエイ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦玉井 宏和氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム ５２２ ― 〃 クビ ２４１．７�
３６ パイロットボート 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５４４ ―１：２７．０２� ２９．２
２４ メイショウタイマツ 牡３栗 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 赤田牧場 ４４４ ―１：２７．９５ ４６．６�
７１３ ニロティカス 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４４０± ０１：２８．３２� ２８．１�
１１ ビコーミハイル 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４７０ ―１：２８．５１ １４９．０�
４８ クラウンカンターレ 牡３黒鹿５６ 幸 英明矢野 恭裕氏 大根田裕之 熊本 有限会社

宮村牧場 ４５８＋１４１：２９．３５ １８２．１�
１２ モンサンアリエル 牝３栃栗５４ 佐藤 哲三山下 新一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４６４＋ ４ （競走中止） １１６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１３９，１００円 複勝： ３７，１４３，３００円 枠連： １６，１１７，３００円

馬連： ４４，２９１，２００円 馬単： ２９，７８０，１００円 ワイド： ２２，８１６，４００円

３連複： ６０，７５０，５００円 ３連単： ９０，０７３，８００円 計： ３１８，１１１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １５０円 枠 連（５－６） ３００円

馬 連 �� １，７４０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ２６０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 ��� １１，２７０円

票 数

単勝票数 計 １７１３９１ 的中 � ６５８９５（１番人気）
複勝票数 計 ３７１４３３ 的中 � １２６０１３（１番人気）� ２６６８９（５番人気）� ６３２０４（２番人気）
枠連票数 計 １６１１７３ 的中 （５－６） ４０２５７（１番人気）
馬連票数 計 ４４２９１２ 的中 �� １８８５３（６番人気）
馬単票数 計 ２９７８０１ 的中 �� ８４４１（８番人気）
ワイド票数 計 ２２８１６４ 的中 �� ９８２８（５番人気）�� ２５３１５（１番人気）�� ４７３８（１３番人気）
３連複票数 計 ６０７５０５ 的中 ��� ２１１５４（４番人気）
３連単票数 計 ９００７３８ 的中 ��� ５９０３（２３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．９―１２．３―１２．６―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．４―４７．７―１：００．３―１：１２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンフルパワー �
�
父 デュランダル �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２０１１．７．３１ 小倉９着

２００９．３．６生 牡３栗 母 サンファンガール 母母 Catalina ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 モンサンアリエル号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。
（非抽選馬） ３頭 エーシンプロースト号・シゲルピスタチオ号・ドーントレス号

第３回 京都競馬 第５日



１２０５１ ５月５日 晴 良 （２４京都３）第５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 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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４７ オレハメジャー 牡３栗 ５６ 国分 優作北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 ４３２＋ ４１：１３．０ ７．１�

２４ � シゲルカリン 牡３栗 ５６ 川島 信二森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.
Herbener Jr. B４８２± ０１：１３．５３ ３０．６�

３６ オーシャンスキー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４７６ ― 〃 アタマ ６９．５�
７１４ クレバーウルフ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか グランド牧場 ４６０＋ ４１：１３．７１� ３．３�
４８ トキノビスコンティ 牡３栗 ５６ 幸 英明中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 ４８４＋１０１：１４．２３ １５．７�
７１３� シャイニンバイパー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一市川 義美氏 白井 寿昭 米 Yoshimi

Ichikawa ４３０± ０１：１４．４１� ８２．１�
８１５ アラタマユニバース 牡３青鹿５６ 太宰 啓介荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４５２＋ ２ 〃 ハナ ９．０	
１２ ミッキークリスエス 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２２－ ２ 〃 ハナ ８．８

６１２ セルリアンラビット 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４３２－ ６１：１４．６１� ９４．１�
３５ アートオブパナシェ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦村上 憲政氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４５４＋１０１：１４．８１ ２６．１
５９ ザゲームイズオン 牡３鹿 ５６ 武 豊大塚亮一� 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４７０－ ８１：１４．９� ３．６�
２３ ハヤブサフォルテ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦杉本千賀子氏 沖 芳夫 日高 日高大洋牧場 ４９８－１２１：１５．０	 １８６．１�
１１ エンブレムローザ 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４１４＋ ６１：１５．４２� ３８．３�
５１０ メイショウモストロ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４６０－ ６ 〃 ハナ １０．９�
６１１ シゲルナツメ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 石川 栄一 ４５８＋ ６１：１５．６１� ６４．０�
８１６ カネトシティエラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂兼松 利男氏 大根田裕之 浦河 平成ファーム ４７０ ―１：１８．５大差 ２８７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５５０，３００円 複勝： ３１，２４０，７００円 枠連： １３，８１２，２００円

馬連： ４４，６９８，３００円 馬単： ２８，９２４，２００円 ワイド： ２１，４２５，３００円

３連複： ６０，９４８，４００円 ３連単： ９１，０６１，７００円 計： ３０８，６６１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２７０円 � ８２０円 � １，８９０円 枠 連（２－４） ５，５３０円

馬 連 �� ９，２１０円 馬 単 �� １４，８１０円

ワ イ ド �� ２，６１０円 �� ６，４１０円 �� １５，１７０円

３ 連 複 ��� ２１４，２００円 ３ 連 単 ��� ８４０，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６５５０３ 的中 � １８５５６（３番人気）
複勝票数 計 ３１２４０７ 的中 � ３５８６７（４番人気）� ９３９６（９番人気）� ３８６３（１２番人気）
枠連票数 計 １３８１２２ 的中 （２－４） １８４４（１９番人気）
馬連票数 計 ４４６９８３ 的中 �� ３５８４（２７番人気）
馬単票数 計 ２８９２４２ 的中 �� １４４２（４９番人気）
ワイド票数 計 ２１４２５３ 的中 �� ２０５２（２９番人気）�� ８２０（４９番人気）�� ３４４（８０番人気）
３連複票数 計 ６０９４８４ 的中 ��� ２１０（２６９番人気）
３連単票数 計 ９１０６１７ 的中 ��� ８０（１２７６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１１．９―１２．２―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．５―３６．４―４８．６―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オレハメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１１．１２．２５ 阪神６着

２００９．４．３０生 牡３栗 母 ブランドシャトル 母母 プレイリースカイ ６戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシティエラ号は，平成２４年６月５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 アートオブキング号・ウォーターオアシス号・エクストラトーン号・エリモガスト号・シゲルカカオ号

１２０５２ ５月５日 晴 良 （２４京都３）第５日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （芝・右）

牝，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

１：２０．５
１：１９．０

良

良

１１ ハッピーアビラ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４４０－ ４１：２１．４ ３．４�

５１０ スイートブライアー 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６± ０１：２１．６１� ７．９�
４７ ハナズルナピエナ 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム ４２０± ０１：２１．７� ３．２�

（豪）

３５ バ ー バ ラ 牝３黒鹿５４ 武 豊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 ４２２ ― 〃 ハナ １７．４�

２４ スリーネイチャー 牝３黒鹿５４ 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 ４４６＋ ６１：２１．９１ ６．６�
４８ ケイトシチー 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 田所 秀孝 日高 幾千世牧場 ４５４＋ ６１：２２．１１� １０９．７�
５９ クイーンロイド 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎中村 浩章氏 増本 豊 平取 高橋 啓 ４３４ ―１：２２．２� １８８．４	
６１１ ファーマプリンセス 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介中西 功氏 柴田 光陽 浦河 オンワード牧場 ４３６＋ ６１：２２．４１� １４４．２

８１８ エリモフェアリー 牝３黒鹿５４ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４６６＋ ８ 〃 ハナ ２５．３�
７１５ アグネスレイシツ 牝３芦 ５４

５１ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 本巣牧場 ４５４ ―１：２２．９３ １５８．５�
８１６ テ ツ ム ー ン 牝３栗 ５４ 川須 栄彦木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３４ ― 〃 ハナ １１６．３
３６ アイウィッシュ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４４２ ― 〃 クビ １６２．０�
２３ エイユーラズリー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦笹部 和子氏 鈴木 孝志 浦河 杵臼牧場 ４５４ ―１：２３．０クビ ２６２．７�
８１７ ア リ ア ー ヌ 牝３鹿 ５４ 大下 智岩� 僖澄氏 藤沢 則雄 浦河 宮内牧場 ４２２ ―１：２３．３２ ２０１．９�
７１４ メイショウレジャン 牝３鹿 ５４ 川田 将雅松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４７２ ―１：２３．４クビ ９７．８�
１２ ショウナンアスカ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊国本 哲秀氏 中村 均 浦河 桑田牧場 ４５０ ―１：２４．０３� ６．５�
７１３ エーシンルクシオン 牝３鹿 ５４ 幸 英明�栄進堂 北出 成人 新ひだか 川端 英幸 ４１８＋ ４１：２４．３１� ２８．６�
６１２ マヤステッラ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４３４＋１２１：２４．４� ４７．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，５９８，３００円 複勝： ３５，３８０，０００円 枠連： １４，２７９，３００円

馬連： ４４，７６９，２００円 馬単： ３０，８９５，６００円 ワイド： ２２，４２５，８００円

３連複： ６２，４３２，２００円 ３連単： ９８，７１５，０００円 計： ３２７，４９５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（１－５） ８４０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ２１０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 ��� ５，９４０円

票 数

単勝票数 計 １８５９８３ 的中 � ４４２７０（２番人気）
複勝票数 計 ３５３８００ 的中 � ６８９４３（２番人気）� ４４２０２（４番人気）� ９４１８０（１番人気）
枠連票数 計 １４２７９３ 的中 （１－５） １２５６４（３番人気）
馬連票数 計 ４４７６９２ 的中 �� ３００６３（４番人気）
馬単票数 計 ３０８９５６ 的中 �� １２８００（５番人気）
ワイド票数 計 ２２４２５８ 的中 �� １４６７０（４番人気）�� ３０４７２（１番人気）�� １５１９７（３番人気）
３連複票数 計 ６２４３２２ 的中 ��� ５２４７０（１番人気）
３連単票数 計 ９８７１５０ 的中 ��� １２２７４（１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．７―１１．８―１１．８―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．９―４６．７―５８．５―１：０９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーアビラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー ２０１２．１．１４ 京都５着

２００９．２．１３生 牝３鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice ５戦１勝 賞金 ８，４００，０００円
〔騎手変更〕 クイーンロイド号の騎手国分恭介は，負傷のため秋山真一郎に変更。
〔制裁〕 スイートブライアー号の騎手佐藤哲三は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（７番・５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ガーヴィ号・タガノショコラ号
※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。



１２０５３ ５月５日 晴 良 （２４京都３）第５日 第５競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

２：２２．６
２：２２．１

良

良

７１３ ブランクヴァース 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９６－ ２２：２５．５ １．４�

６１２ サチノコイノボリ 牡３鹿 ５６ 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 B４６０＋ ２２：２６．１３� １１．２�
２４ ウインアズーリ 牡３栗 ５６ 池添 謙一�ウイン 北出 成人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８４－ ４２：２６．２� ２０．４�
８１６ レッドキングダム 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５２－ ８２：２６．４１� ７．９�
３５ ヤマカツティラノ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 ４６６－ ４ 〃 アタマ ８９．０�
７１４ ヒデノビクトリア 牝３芦 ５４

５１ ▲中井 裕二大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４０８－ ２２：２６．５� ７２．５	

５９ ロードギフテッド 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 平取 船越 伸也 ４９２± ０ 〃 アタマ １２．９

５１０ リッカシェクル 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 ４０８－ ２２：２６．７１� ２８４．２�
１２ サンライズマハティ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 ４９４＋ ４ 〃 クビ １３．０�
４８ � アンエイディッド 牝３青鹿５４ 浜中 俊�大樹ファーム 浅見 秀一 英 Eurostrait

Ltd ４２０－ ４２：２６．９	 ８０．１
８１５ ナムラジャーナル 牡３鹿 ５６ 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 ４８８± ０２：２７．４３ １５０．９�
１１ シエルブリュ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８＋ ２２：２８．５７ ９３．３�
３６ クニサキロンワン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 安達 洋生 ４５０－ ６２：２８．７１� ２５７．５�
４７ セイウンホウガ 牡３栗 ５６ 小牧 太西山 茂行氏 橋口弘次郎 日高 メイプルファーム ４６０± ０２：２８．８	 １８７．６�
２３ シゲルプラム 牡３栗 ５６ 飯田 祐史森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 渕瀬フアーム ４４６＋ ４２：２９．１１	 ２４３．４�
６１１ メイショウスリラー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 鮫川フアーム ４５６＋ ２２：２９．３１� ４３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，８４９，４００円 複勝： ９０，５０６，０００円 枠連： １３，６５６，５００円

馬連： ４８，３７０，７００円 馬単： ４５，１７７，２００円 ワイド： ２６，７５０，８００円

３連複： ６９，９９９，５００円 ３連単： １５８，５４７，４００円 計： ４８１，８５７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ４２０円 枠 連（６－７） ４５０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ６１０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ２，５９０円 ３ 連 単 ��� ５，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２８８４９４ 的中 � １７１０９７（１番人気）
複勝票数 計 ９０５０６０ 的中 � ６５９９８６（１番人気）� ５１７３２（３番人気）� １７３１６（６番人気）
枠連票数 計 １３６５６５ 的中 （６－７） ２２３９９（２番人気）
馬連票数 計 ４８３７０７ 的中 �� ７３５２９（２番人気）
馬単票数 計 ４５１７７２ 的中 �� ５６９３３（２番人気）
ワイド票数 計 ２６７５０８ 的中 �� ３０８９３（２番人気）�� １０３１０（５番人気）�� ３５２２（１９番人気）
３連複票数 計 ６９９９９５ 的中 ��� １９９６５（８番人気）
３連単票数 計１５８５４７４ 的中 ��� ２００２５（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．８―３４．８―４７．４―１：００．３―１：１３．１―１：２５．６―１：３８．４―１：５０．４―２：０２．３―２：１３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

ブランクヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．１２．２５ 阪神２着

２００９．３．３０生 牡３黒鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔騎手変更〕 シゲルプラム号の騎手国分恭介は，負傷のため飯田祐史に変更。

１２０５４ ５月５日 晴 良 （２４京都３）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）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３３ メテオライト 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４９２－ ６１：５２．５ ２．７�

２２ ラガートモヒーロ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４４８＋ ４ 〃 クビ ５２．０�
６８ コウエイチャンス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４５８－ ６１：５２．６� ６．２�
５６ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５４６＋ ４１：５２．８１� ７．６�
８１３ スズカウラノス 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 ４４８＋ ８ 〃 クビ ２８．２�
４５ スタンドバイミー 牡３鹿 ５６ 小牧 太石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４４８－ ４１：５３．４３� ３．５�
７１１ ゴーイングストーン 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６２± ０１：５３．６１� １０５．９	
６９ スズカルパン 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 ４４２± ０１：５３．８１ ２１．０

８１２ マーチャンテイマー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ８．９�
１１ シゲルネーブル 牡３鹿 ５６ 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 浦河 今井 秀樹 ４８６－ ２１：５４．２２� ９７．４�
５７ シゲルアーモンド 牡３青 ５６ 秋山真一郎森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５３４－ ４ 〃 ハナ ２５８．１
４４ トーブプリンセス 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 ４６０＋ ６１：５５．３７ ２３．８�
７１０ フランベルジェ 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B４８２－ ４１：５５．９３� ３７．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，０９１，７００円 複勝： ３９，６１６，７００円 枠連： １２，０３７，９００円

馬連： ４７，６４７，９００円 馬単： ３２，１８８，５００円 ワイド： ２３，７６７，２００円

３連複： ６４，８１５，３００円 ３連単： １０８，８６６，５００円 計： ３５０，０３１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ７１０円 � ２１０円 枠 連（２－３） ６，６３０円

馬 連 �� ８，１９０円 馬 単 �� １１，８１０円

ワ イ ド �� １，８９０円 �� ５００円 �� ２，６５０円

３ 連 複 ��� １４，５００円 ３ 連 単 ��� ８２，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２１０９１７ 的中 � ６２８９７（１番人気）
複勝票数 計 ３９６１６７ 的中 � １００００６（１番人気）� １０２１６（９番人気）� ４９４７７（３番人気）
枠連票数 計 １２０３７９ 的中 （２－３） １３４１（１９番人気）
馬連票数 計 ４７６４７９ 的中 �� ４２９６（２６番人気）
馬単票数 計 ３２１８８５ 的中 �� ２０１２（３７番人気）
ワイド票数 計 ２３７６７２ 的中 �� ２９８６（１９番人気）�� １２７８２（６番人気）�� ２１０５（２８番人気）
３連複票数 計 ６４８１５３ 的中 ��� ３３００（４３番人気）
３連単票数 計１０８８６６５ 的中 ��� ９７５（２４２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．７―１３．０―１３．２―１２．７―１２．５―１２．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３６．２―４９．２―１：０２．４―１：１５．１―１：２７．６―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

メテオライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１１．７．３ 京都６着

２００９．４．１８生 牡３栗 母 ガ ヴ ィ オ ラ 母母 Forest Key ６戦２勝 賞金 １６，５００，０００円
〔騎手変更〕 シゲルアーモンド号の騎手国分恭介は，負傷のため秋山真一郎に変更。



１２０５５ ５月５日 晴 良 （２４京都３）第５日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．０
１：３１．４

良

良

１１ ブルーハーツクライ 牡３栗 ５６ 小牧 太 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 ４７４－ ６１：３３．８ ８．６�

６６ シ ェ ル ビ ー 牡３栗 ５６ 浜中 俊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム ４８８± ０ 〃 アタマ ２．０�
８１０ ドリームトレイン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４８６＋ ６１：３４．０１� ４．０�
５５ シンゼンレンジャー 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 ４７６＋ ４１：３４．１� ４．９�
７８ ジークジオン 牡３栗 ５６ 川須 栄彦幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４７８＋ ４ 〃 アタマ ２７．１�
３３ マッシヴヒーロー 牡３鹿 ５６ 武 豊小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット ４４８＋ ４１：３４．２クビ ２９．３�
８１１ エーシンスナイパー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ４４８± ０１：３４．５２ ６６．７	
４４ コ ー ダ リ ー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６－ ４ 〃 ハナ ５９．７

２２ アンクルスパート 牡３栗 ５６ 川島 信二塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 ４９２＋ ２１：３４．６クビ １３４．２�
７９ ソ ラ コ マ チ 牝３鹿 ５４ 幸 英明藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４８０－２２１：３７．０大差 ５１．８�
６７ オ ソ レ イ ユ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４９６＋ ２１：３９．８大差 １６．１

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，２９３，４００円 複勝： ４１，７４０，２００円 枠連： １１，７３９，０００円

馬連： ５６，４７６，７００円 馬単： ３９，２９２，２００円 ワイド： ２３，１４５，１００円

３連複： ６５，１９１，０００円 ３連単： １３８，２０３，１００円 計： ４００，０８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（１－６） ８５０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，６５０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ３５０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ７，８００円

票 数

単勝票数 計 ２４２９３４ 的中 � ２２４９８（４番人気）
複勝票数 計 ４１７４０２ 的中 � ４５２０４（４番人気）� １４７９２２（１番人気）� ９６０２６（２番人気）
枠連票数 計 １１７３９０ 的中 （１－６） １０２９９（３番人気）
馬連票数 計 ５６４７６７ 的中 �� ４３６８８（３番人気）
馬単票数 計 ３９２９２２ 的中 �� １０９５７（１１番人気）
ワイド票数 計 ２３１４５１ 的中 �� １６１２８（４番人気）�� １４８４９（５番人気）�� ３７００５（１番人気）
３連複票数 計 ６５１９１０ 的中 ��� ５９３９５（２番人気）
３連単票数 計１３８２０３１ 的中 ��� １３０９２（２１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．７―１２．４―１２．１―１１．５―１１．０―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．６―４８．０―１：００．１―１：１１．６―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーハーツクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．７．１６ 京都３着

２００９．３．１７生 牡３栗 母 ブルーベルベット 母母 ウメノアスコット ９戦２勝 賞金 １７，０５０，０００円
〔騎手変更〕 アンクルスパート号の騎手国分恭介は，負傷のため川島信二に変更。
〔その他〕 オソレイユ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オソレイユ号は，平成２４年６月５日まで平地競走に出走できない。

１２０５６ ５月５日 晴 良 （２４京都３）第５日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２４ ラインオブナイト 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５２８－ ８１：１１．９ ２．４�

４７ キクノフレヴァン 牡６鹿 ５７ 川田 将雅菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４７８＋ ２１：１２．１１� １６．４�
７１３ サルココッカ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二吉田 和美氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ４０４－ ２１：１２．５２� ２１．４�
７１４ ラ パ ヌ イ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B４７６＋ ２ 〃 クビ ４．１�
６１２ アドマイヤクイーナ 牝４芦 ５５ 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：１２．６クビ １８．６�
１２ 	 エスケープマジック 牡４鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９０－ １１：１２．８１� ４．８�
６１１ デンコウリョウ 牡４芦 ５７ 川島 信二田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 ４８８＋ ２１：１２．９
 ２５．３	
４８ ボードメンバー 牡５鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂栗嶋 豊明氏 村山 明 新ひだか 荒谷 英俊 ５０４＋ ４１：１３．０
 ４７．８

２３ シンボリルマン �５鹿 ５７ 幸 英明シンボリ牧場 小崎 憲 日高 シンボリ牧場 ４７２－ ８１：１３．４２� ２７３．５�
１１ � エーシンホーマー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介�栄進堂 川村 禎彦 米

C Kidder, N Cole,
J & J Mamakos &
B Kidder

４７８－ ４１：１３．６
 ５４．１
８１５ プリティーマッハ 牡４芦 ５７ 渡辺 薫彦越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ ４２．３�
５１０ サクラティアモ 牝５青 ５５ 武 豊�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４３０＋ ４ 〃 クビ １４．２�
３５ マンテンリューマ 牡４青鹿５７ 芹沢 純一小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４５６－ ２１：１３．７クビ １０５．８�
３６ 	 アイファーマーチス 牡５黒鹿５７ 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 畠山牧場 ５４０－ ６ 〃 ハナ ５２．９�
８１６	 コーリングオブラブ 牝５栗 ５５ 国分 優作飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋１２ 〃 アタマ ２１１．１�
５９ ハイライトリール 牝４栗 ５５

５２ ▲中井 裕二 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：１３．８� ５０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，８７１，６００円 複勝： ４３，０６０，２００円 枠連： １８，５５５，８００円

馬連： ６８，５６２，７００円 馬単： ４１，７４８，８００円 ワイド： ３０，１０６，９００円

３連複： ９１，４５４，５００円 ３連単： １４８，３４２，１００円 計： ４７０，７０２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ３５０円 � ４２０円 枠 連（２－４） １，５２０円

馬 連 �� １，７４０円 馬 単 �� ２，２９０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ９８０円 �� ２，４８０円

３ 連 複 ��� ６，０４０円 ３ 連 単 ��� ２０，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２８８７１６ 的中 � ９５６６４（１番人気）
複勝票数 計 ４３０６０２ 的中 � １１９４５２（１番人気）� ２６８４１（５番人気）� ２０９６８（６番人気）
枠連票数 計 １８５５５８ 的中 （２－４） ９０１４（８番人気）
馬連票数 計 ６８５６２７ 的中 �� ２９１１４（５番人気）
馬単票数 計 ４１７４８８ 的中 �� １３５０７（６番人気）
ワイド票数 計 ３０１０６９ 的中 �� １０９４９（５番人気）�� ７６４９（１０番人気）�� ２８５９（２８番人気）
３連複票数 計 ９１４５４５ 的中 ��� １１１８９（１５番人気）
３連単票数 計１４８３４２１ 的中 ��� ５４０６（４４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．９―１２．２―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．６―４７．８―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインオブナイト �
�
父 バトルライン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．９．１５ 阪神２着

２００６．５．８生 牡６鹿 母 モスフロックス 母母 センボンザクラ １９戦３勝 賞金 ３９，７４０，０００円
〔騎手変更〕 デンコウリョウ号の騎手国分恭介は，負傷のため川島信二に変更。



１２０５７ ５月５日 晴 良 （２４京都３）第５日 第９競走 ��
��１，６００�

ろ く は ら

六 波 羅 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７１３ ノーブルディード 牡４黒鹿５７ 幸 英明 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ２１：３２．３ ２６．３�

５９ スズカアンペール 牡４鹿 ５７ 福永 祐一永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ １７．０�
３６ タガノザイオン 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B４８４－ ２ 〃 ハナ ４．４�
８１７ ナリタスレンダー �７鹿 ５７ 藤田 伸二�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４９４－ ２１：３２．５１� １２．５�
６１２ ダブルイーグル 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ １１．１�
３５ イ デ ア 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８８＋ ２ 〃 ハナ ６．０	
２３ メイショウスクラム 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４９８± ０ 〃 アタマ ３９．２

１１ パワフルキリシマ 牡４鹿 ５７ 国分 優作西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４８＋ ６１：３２．９２	 ３１．８�
６１１ カレンデイムーン 牡４栗 ５７ 池添 謙一鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２１：３３．０クビ ３１．３�
２４ フェイズシフト 牝６黒鹿５５ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４８０＋ ４ 〃 クビ ８９．０
４８ シゲルモトナリ 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５１４± ０ 〃 ハナ ７．４�
１２ カネトシパサージュ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４７０± ０１：３３．２
 １０．４�
５１０ アドマイヤプリンス 牡５鹿 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５３２－１４１：３３．４１	 ２３．０�
４７ ワキノブライアン �６栗 ５７ 川島 信二脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９４± ０１：３３．５クビ １０７．９�
８１６ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ 武 豊尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５０４± ０１：３３．８２ ７．０�
７１４ ダーズンローズ 牡４青 ５７ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム B４８２＋ ２１：３３．９クビ １８．６�
８１５ モスカートローザ 牝４鹿 ５５ C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２１：３４．０
 ４９．２�

（豪）

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２８，０６６，３００円 複勝： ５１，９８６，８００円 枠連： ３４，９５４，５００円

馬連： １００，７９８，８００円 馬単： ５２，５７４，１００円 ワイド： ４０，０８６，７００円

３連複： １３３，４３８，０００円 ３連単： ２０４，０８５，６００円 計： ６４５，９９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６３０円 複 勝 � ６８０円 � ６４０円 � １７０円 枠 連（５－７） ６，１１０円

馬 連 �� ２４，８８０円 馬 単 �� ５２，１６０円

ワ イ ド �� ６，２３０円 �� ２，１３０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ３５，２１０円 ３ 連 単 ��� ３３０，３００円

票 数

単勝票数 計 ２８０６６３ 的中 � ８４１９（１１番人気）
複勝票数 計 ５１９８６８ 的中 � １６８８３（１１番人気）� １８１３６（８番人気）� １０８５２８（１番人気）
枠連票数 計 ３４９５４５ 的中 （５－７） ４２２７（２４番人気）
馬連票数 計１００７９８８ 的中 �� ２９９０（７７番人気）
馬単票数 計 ５２５７４１ 的中 �� ７４４（１４９番人気）
ワイド票数 計 ４００８６７ 的中 �� １５５４（７２番人気）�� ４６６８（２５番人気）�� ５９６５（２０番人気）
３連複票数 計１３３４３８０ 的中 ��� ２７９７（１１０番人気）
３連単票数 計２０４０８５６ 的中 ��� ４５６（１０３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．８―３４．９―４６．１―５７．３―１：０８．５―１：２０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３５．０
３ １３－３，５（９，１１）（６，１６）１２，１７（２，１）（１０，１５）８（４，７，１４） ４ １３＝３，５（９，１１）（６，１６）（１２，１７）（２，１）（１０，１５）８（７，１４）４

勝馬の
紹 介

ノーブルディード �
�
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 ２０１０．７．１８ 函館３着

２００８．５．１１生 牡４黒鹿 母 ノビーディード 母母 シンコウノビー １４戦３勝 賞金 ３８，００８，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔騎手変更〕 シゲルモトナリ号の騎手国分恭介は，負傷のため武幸四郎に変更。
〔発走状況〕 ダーズンローズ号・モスカートローザ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カネトシパサージュ号の騎手浜中俊は，３コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことについて戒告。

（１番・８番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダーズンローズ号は，平成２４年５月６日から平成２４年６月４日まで出走停止。停止期間の満了後に

開催競馬場で発走調教再審査。
※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。

１２０５８ ５月５日 晴 良 （２４京都３）第５日 第１０競走 ��
��１，９００�

ももやま

桃山ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

８１５ サンライズモール 牡５栗 ５７ 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４８４－ ４１：５７．６ ６．６�

３６ クラシカルノヴァ 牡４黒鹿５７ 小牧 太岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４７６＋１２１：５７．８１� ８．６�
５１０ エーシンバリントン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 ４７４＋ ２１：５８．１２ ６．０�
２３ メタギャラクシー 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B４８４－ ４ 〃 クビ １６．８�
１１ �	 クリュギスト 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave

Joint Venture ５２２＋ ４１：５８．３
 ５．０�
１２ � ヒシパーフェクト 牡６鹿 ５７ 武 豊阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Thomas L.

Nichols ４７２－ ６１：５８．６１
 ４５．８�
７１４ ナリタシルクロード 牡５鹿 ５７ C．ウィリアムズ �オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５２０－ ６１：５８．８１� １３．９	

（豪）

３５ サンライズクォリア 牡５鹿 ５７ 国分 優作松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ６０．７

５９ マ ス ト ハ ブ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５２０± ０１：５８．９� ３．０�
４８ アグネスミヌエット 牝７鹿 ５５ 川須 栄彦渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３８＋１２ 〃 ハナ １３５．３�
４７ エアペイシェンス 牡６栗 ５７ 池添 謙一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：５９．１１� １２７．４
６１２	 オーシャンカレント 牡６鹿 ５７ 川島 信二吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ２１：５９．２クビ １２５．６�
７１３ ウインドミネーター 牡５鹿 ５７ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B５００± ０１：５９．３
 １６．９�
６１１ ミダースタッチ 牡７栗 ５７ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５５４－ ２ 〃 ハナ ７０．４�
８１６ アイアムイチバン 牡５芦 ５７ 幸 英明堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５０４＋ ８１：５９．７２� ５９．４�
２４ ハードシーキング 牡８鹿 ５７ 花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５０４－ ２２：００．３３� ３７７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，８０６，３００円 複勝： ６５，７５４，１００円 枠連： ３５，４９０，７００円

馬連： １３０，８７８，５００円 馬単： ６９，９１２，７００円 ワイド： ４９，６７５，５００円

３連複： １６２，５４５，４００円 ３連単： ２７３，８５７，８００円 計： ８２３，９２１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２２０円 � ３００円 � １９０円 枠 連（３－８） ２，５４０円

馬 連 �� ３，１８０円 馬 単 �� ６，３５０円

ワ イ ド �� １，０００円 �� ５６０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ５，４６０円 ３ 連 単 ��� ３４，１６０円

票 数

単勝票数 計 ３５８０６３ 的中 � ４２８５７（４番人気）
複勝票数 計 ６５７５４１ 的中 � ８０６０３（４番人気）� ５２１１２（５番人気）� １００４１２（３番人気）
枠連票数 計 ３５４９０７ 的中 （３－８） １０３４７（１１番人気）
馬連票数 計１３０８７８５ 的中 �� ３０３９７（１２番人気）
馬単票数 計 ６９９１２７ 的中 �� ８１２７（２６番人気）
ワイド票数 計 ４９６７５５ 的中 �� １２０１３（１２番人気）�� ２２８５３（６番人気）�� １３２７９（１０番人気）
３連複票数 計１６２５４５４ 的中 ��� ２２０１０（２０番人気）
３連単票数 計２７３８５７８ 的中 ��� ５９１８（１２１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１２．２―１３．４―１３．０―１２．５―１２．２―１１．８―１１．７―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．６―３０．８―４４．２―５７．２―１：０９．７―１：２１．９―１：３３．７―１：４５．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズモール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．７．１２ 阪神４着

２００７．３．９生 牡５栗 母 ハローサンライズ 母母 スカーレットローズ ２２戦５勝 賞金 １０７，１５２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ナリタシルクロード号の騎手国分恭介は，負傷のためC．ウィリアムズに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ゴッドエンブレム号・ハジメレンジャー号・ブルースターキング号・ママキジャ号
※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。



１２０５９ ５月５日 晴 良 （２４京都３）第５日 第１１競走 ��
��２，２００�第６０回京 都 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）

３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
京都新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 ９８０，０００円 ２８０，０００円 １４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

２２ トーセンホマレボシ 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９８± ０２：１０．０レコード １０．８�
（豪）

７１０ ベールドインパクト 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４２：１０．４２� ４．３�
５６ エキストラエンド 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８－ ２２：１０．５� ３．４�
６８ ククイナッツレイ 牡３黒鹿５６ 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４２４± ０ 〃 アタマ ７８．５�
６９ メイショウカドマツ 牡３栗 ５６ 武 豊松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５２２± ０２：１１．０３ ５．１	
１１ ショウナンカンムリ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ ２２．５

４５ アドマイヤバラード 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１４－ ４２：１１．１� ６．２�
８１２ プロフェッサー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 ４５４＋１４２：１１．２� ９９．６�
３３ サイレントサタデー 牡３鹿 ５６ 小牧 太吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２２：１１．７３ １９．３
７１１ ニューダイナスティ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８± ０２：１２．６５ １５．２�
４４ タニノシュヴァリエ 牡３青 ５６ 秋山真一郎谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 ４８４＋ ２２：１２．８１� １００．９�
８１３ ヴァンセンヌ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ２２：１３．０１� １１．４�
５７ オビーディエント 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２０－ ６２：１５．７大差 ２４７．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０２，０５９，７００円 複勝： １６１，７４３，６００円 枠連： ６０，９９０，４００円

馬連： ４００，８０６，３００円 馬単： ２０２，１２８，９００円 ワイド： １２６，０４７，４００円

３連複： ５０２，０８８，９００円 ３連単： ９９１，５５０，２００円 計： ２，５４７，４１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ２９０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（２－７） １，６３０円

馬 連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ５，９１０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ６００円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ２，３４０円 ３ 連 単 ��� ２１，０００円

票 数

単勝票数 計１０２０５９７ 的中 � ７４７３１（５番人気）
複勝票数 計１６１７４３６ 的中 � １１２５８４（５番人気）� ２６５４４９（３番人気）� ３７６４３９（１番人気）
枠連票数 計 ６０９９０４ 的中 （２－７） ２７７１１（７番人気）
馬連票数 計４００８０６３ 的中 �� １２４７７２（９番人気）
馬単票数 計２０２１２８９ 的中 �� ２５２７０（２５番人気）
ワイド票数 計１２６０４７４ 的中 �� ３６３６６（９番人気）�� ５０７０９（６番人気）�� １０５８３４（１番人気）
３連複票数 計５０２０８８９ 的中 ��� １５８８９７（４番人気）
３連単票数 計９９１５５０２ 的中 ��� ３４８５０（６１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１１．７―１２．１―１２．８―１２．５―１１．９―１１．３―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．２―２２．８―３４．２―４５．９―５８．０―１：１０．８―１：２３．３―１：３５．２―１：４６．５―１：５８．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンホマレボシ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神２着

２００９．３．２３生 牡３鹿 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ ６戦３勝 賞金 ７２，５５２，０００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。

１２０６０ ５月５日 晴 良 （２４京都３）第５日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

５９ マイユクール 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４４２－ ４１：２４．７ ３．６�

４８ トップオブザヘヴン 牝５黒鹿５５ 幸 英明�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４６４＋ ２１：２４．８� １５．６�
５１０ メメビーナス 牝５青鹿５５ 武 豊本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４８０－１２１：２５．０１� １１．９�
７１３ ビーチパーティー 牝５芦 ５５ C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：２５．１クビ ５０．５�

（豪）

８１６ ホワイトアルバム 牝４芦 ５５ 秋山真一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ５０８＋ ６ 〃 クビ ２５４．１�
２４ � キモンレッド 牝４栗 ５５ 川田 将雅小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 ４５２± ０１：２５．２� ２７．４�
８１５ クローバーリーフ 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４５６－１０ 〃 ハナ ３９．７	
４７ ナムラジュエル 牝４栗 ５５ 小牧 太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ４３８－ ４１：２５．３クビ ４．４

７１４ シゲルシュサ 牝４鹿 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３２＋ ６１：２５．４� ３５０．６�
２３ ホクセツダンス 牝４栗 ５５ 浜中 俊平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４３８＋ ８ 〃 クビ ３．２�
１２ メロウメロディ 牝４鹿 ５５ 池添 謙一吉田 和子氏 鈴木 孝志 日高 小西ファーム ４９２± ０１：２５．５クビ ６３．８
６１１ ナリタシルエット 牝５黒鹿５５ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４７４＋ ２１：２５．８１� ２１．８�
１１ � アートオブビーン 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介小山 豊氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 ４６０－ ２１：２６．４３� ２０．４�
３６ トウカイレジーナ 牝５鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４５６－１０１：２６．５� １５．９�
３５ � ペンテシレイア 牝５黒鹿５５ 川島 信二 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４８８－３２１：２７．３５ ８８．１�
６１２� ピシーズクイーン 牝５鹿 ５５ 福永 祐一三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか 石川 新一 ４９２＋ ４１：２７．５１� １００．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，４３２，１００円 複勝： ６５，７０８，０００円 枠連： ３３，２７６，６００円

馬連： １３３，４２５，６００円 馬単： ７３，３５７，７００円 ワイド： ５０，３９１，７００円

３連複： １６８，２７８，６００円 ３連単： ３１４，３２７，４００円 計： ８７７，１９７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ３１０円 � ３００円 枠 連（４－５） ５５０円

馬 連 �� ２，４４０円 馬 単 �� ３，５４０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ８２０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ６，０２０円 ３ 連 単 ��� ２６，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３８４３２１ 的中 � ８５６８９（２番人気）
複勝票数 計 ６５７０８０ 的中 � １３９９９８（２番人気）� ４９９０１（５番人気）� ５１７２９（４番人気）
枠連票数 計 ３３２７６６ 的中 （４－５） ４４６７７（３番人気）
馬連票数 計１３３４２５６ 的中 �� ４０５１３（８番人気）
馬単票数 計 ７３３５７７ 的中 �� １５３０９（１０番人気）
ワイド票数 計 ５０３９１７ 的中 �� １７６０７（６番人気）�� １５４６５（８番人気）�� ７６４１（１９番人気）
３連複票数 計１６８２７８６ 的中 ��� ２０６３７（１８番人気）
３連単票数 計３１４３２７４ 的中 ��� ８７７８（７２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１２．０―１２．２―１２．３―１２．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．４―４７．６―５９．９―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイユクール �
�
父 バ ゴ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１０．１１．６ 京都２着

２００８．４．２０生 牝４黒鹿 母 キティーパラダイス 母母 ハローキティー １２戦３勝 賞金 ４２，３７７，０００円
〔騎手変更〕 アートオブビーン号の騎手国分恭介は，負傷のため太宰啓介に変更。
〔制裁〕 ナムラジュエル号の騎手小牧太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４番・３番・２番・１番への

進路影響）
※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。



（２４京都３）第５日 ５月５日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

２６４，７４０，０００円
６，４２０，０００円
２，４８０，０００円
２４，２５０，０００円
６３，６９８，５００円
４，９７９，０００円
１，７５６，８００円

勝馬投票券売得金
３８２，４５０，９００円
７３７，８３０，７００円
２７６，３５７，９００円
１，１６３，９７５，３００円
６８４，９１３，４００円
４５８，３７４，３００円
１，５０５，９６１，１００円
２，７４１，０７４，０００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 ７，９５０，９３７，６００円

総入場人員 ３１，１７９名 （有料入場人員 ２９，１５６名）


