
１３０７１ ５月１０日 晴 良 （２１京都３）第６日 第１１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

１１ � スリーサンビーム 牡４黒鹿５７ 橋本 美純永井商事� 野村 彰彦 新冠 海馬沢 明 ４８０－ ６１：１０．８ ４．３�

８１６ オ オ ヒ メ 牝５黒鹿５５ 浜中 俊武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５１６＋ ６ 〃 クビ ４．１�
４８ ペプチドアトム 牡４鹿 ５７ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４７６＋ ２１：１１．１１� ３．９�
７１４ エーシンエスヴィー 牡５芦 ５７ 東川 公則平井 宏承氏 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４９８＋ ６１：１１．４２ １０５．５�

（笠松）

２４ ベンティスカ 牡５芦 ５７ 藤田 伸二 �キャロットファーム 野中 賢二 三石 鳥井牧場 ４７４＋ ６１：１１．６１	 ９．８�
１２ サウスサプライズ 牝４栗 ５５ 船曳 文士南波 壽氏 加用 正 門別 木村牧場 ４６０＋１８１：１１．７
 １２７．９	
３５ � ボストンカラーズ 牡５栗 ５７ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 B５６２－１０１：１１．９１ １４．４

６１２ マイネラロンハ 牝４栗 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ２１：１２．１１	 ２３．４�
４７ スズカアトラス 牡６鹿 ５７ 芹沢 純一永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ １２．２�
５９ �� ヴァンジェーロ 牡８青鹿５７ 川島 信二広尾レース� 平田 修 米 Phoebe Ann

Mueller, Trust ５２２－ ８１：１２．２クビ ７１．８
３６ オウシュウバラッド 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦西村 專次氏 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 B４９８－ ８１：１２．５２ １１９．５�
８１５ ビーチブリーズ 牝５青鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４９２＋１４１：１２．６クビ ３２．９�
２３ アグネスハッピー 牡７鹿 ５７ 木村 健渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ２９．２�

（兵庫）

７１３ タマモクリエイト 牡４鹿 ５７ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１０± ０１：１２．９２ １０．８�
６１１ ヴィヴァーチェ 牝５鹿 ５５ 酒井 学 �荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４４８－ ２１：１３．０
 ８４．２�
５１０ ニシノヴァネッサ 牝５芦 ５５ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８２＋ ２１：１３．５３ ４７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，５４３，３００円 複勝： ５２，００２，７００円 枠連： ４２，２４０，４００円

普通馬連： １５０，６８４，０００円 馬単： ８９，９９０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，３６０，４００円

３連複： １６９，０８８，２００円 ３連単： ３４４，２６８，１００円 計： ９２６，１７７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（１－８） ９２０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ４１０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ６，５３０円

票 数

単勝票数 計 ３６５４３３ 的中 � ６７７４２（３番人気）
複勝票数 計 ５２００２７ 的中 � ６３８９０（３番人気）� １１８５８５（１番人気）� １０１３１９（２番人気）
枠連票数 計 ４２２４０４ 的中 （１－８） ３４０６８（３番人気）
普通馬連票数 計１５０６８４０ 的中 �� ９４７７７（３番人気）
馬単票数 計 ８９９９０３ 的中 �� ３１０２５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１３６０４ 的中 �� ２２３１４（３番人気）�� ２４３８３（２番人気）�� ４１９９７（１番人気）
３連複票数 計１６９０８８２ 的中 ��� １００４４８（１番人気）
３連単票数 計３４４２６８１ 的中 ��� ３８９４３（３番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．２―１１．４―１１．６―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．２―３４．６―４６．２―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３６．２
３ ・（１，８，１６）（２，１２）－１４－９（１５，１３）５（４，７）３（６，１１，１０） ４ １（８，１６）（２，１２）１４－９（５，１３）４（１５，７，３）－（６，１１）１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�スリーサンビーム �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Bailjumper

２００５．４．２８生 牡４黒鹿 母 ビトウィーンザヘッジズ 母母 Future Decision ９戦２勝 賞金 １８，９００，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 アグネスハッピー号の騎手田中健は，第５日での負傷のため木村健に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 インプレッション号・トウショウモード号・ホッコーワンマン号
（非抽選馬） ４頭 エイシンイッテン号・ハギノプレシャス号・ブルーアイガー号・ローランバーク号
※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。


