
１２０７１ ５月８日 晴 良 （２３京都３）第６日 第１１競走 ��１，８００�
みやこおおじ

都大路ステークス
発走１５時３０分 （芝・右・外）

４歳以上；負担重量は，日本馬：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，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６１０ ネオヴァンドーム 牡４鹿 ５６ 浜中 俊小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：４４．８ １１．６�

５８ ミッキードリーム 牡４栗 ５５ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２１：４５．０１� ６．２�
８１５ ホワイトピルグリム 牡６芦 ５５ 安藤 勝己�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６６± ０１：４５．１� １１．４�
２３ アドマイヤテンクウ 牡４鹿 ５５ 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２６－ ２１：４５．５２� ３８．１�
３４ オートドラゴン 牡７栗 ５６ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５０６－ ６ 〃 クビ ２０．６�
５９ ブラストダッシュ 牡６鹿 ５６ 小林 徹弥村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７２－ ８１：４５．６クビ ９．６�
７１２ ドリームゼニス 牡５栗 ５６ 鮫島 良太セゾンレースホース	 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５１２－ ６１：４５．７� １５．４

１１ シゲルタック 牡７鹿 ５６ 国分 優作森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４８０＋ ２１：４５．９１� ５８．１�
６１１ ミッキーパンプキン 牡５鹿 ５５ 川島 信二野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５４－ ２１：４６．１１� １３．１�
８１４ サニーサンデー 牡５栗 ５５ 国分 恭介宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４９２＋ ４ 〃 ハナ ４０．７
４７ ブライティアパルス 牝６鹿 ５５ 荻野 琢真小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４５６－ ２１：４６．２クビ ７８．７�
３５ エムエスワールド 牡８黒鹿５６ 熊沢 重文ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４７８＋ ２１：４６．５２ １５１．９�
４６ デストラメンテ 牡７芦 ５６ 高倉 稜岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６０± ０１：４６．９２� １８４．５�
７１３ リーチザクラウン 牡５青鹿５８ 藤田 伸二西山 茂行氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１６＋ ２１：４８．９大差 １．９�
２２ 	 ファストロック 牡７栗 ５５ 安藤 光彰広尾レース	 尾関 知人 愛 Quay

Bloodstock B４７８－１６ 〃 クビ ２６５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４７，７７６，６００円 複勝： ６１，９１９，１００円 枠連： ４９，８４５，０００円

馬連： ２１３，３９９，５００円 馬単： １２６，７２０，６００円 ワイド： ６２，０１９，０００円

３連複： ２５９，５７４，７００円 ３連単： ５１０，１５９，３００円 計： １，３３１，４１３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３７０円 � ２２０円 � ３３０円 枠 連（５－６） ８６０円

馬 連 �� ２，６４０円 馬 単 �� ６，８４０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� １，６８０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ９，３２０円 ３ 連 単 ��� ５８，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４７７７６６ 的中 � ３２７２９（５番人気）
複勝票数 計 ６１９１９１ 的中 � ４１６０８（６番人気）� ８４５８４（２番人気）� ４６９７０（４番人気）
枠連票数 計 ４９８４５０ 的中 （５－６） ４２９２１（４番人気）
馬連票数 計２１３３９９５ 的中 �� ５９７４７（９番人気）
馬単票数 計１２６７２０６ 的中 �� １３６８７（２２番人気）
ワイド票数 計 ６２０１９０ 的中 �� １６４５０（１１番人気）�� ８８５９（２４番人気）�� １７２９９（１０番人気）
３連複票数 計２５９５７４７ 的中 ��� ２０５５７（３０番人気）
３連単票数 計５１０１５９３ 的中 ��� ６４６２（１８６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．４―１１．９―１１．９―１１．６―１１．４―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３４．７―４６．６―５８．５―１：１０．１―１：２１．５―１：３３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオヴァンドーム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１０．１８ 京都２着

２００７．２．１９生 牡４鹿 母 プリンセスカット 母母 ブリリアントカット １１戦３勝 賞金 ７８，８９８，０００円
〔その他〕 リーチザクラウン号は，３コーナーおよび４コーナーで肢を滑らせてバランスをくずしたため，「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〕 ファストロック号は，平成２３年６月８日まで平地競走に出走できない。
※シゲルタック号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２０７２ ５月８日 晴 良 （２３京都３）第６日 第１２競走 ��１，９００�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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５５．４
１：５５．４

重

重

６１１ エイシンダッシュ 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４８０－ ４１：５８．３ １．９�

２３ ドリームマジシャン 牡４青鹿５７ 浜中 俊セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８４－ ８１：５９．０４ ４．０�
６１０ ヴィーヴァギブソン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５０６＋１０１：５９．４２� １６．３�
４６ クリストフォルス 牡６栗 ５７ 四位 洋文広尾レース� 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ５３２± ０１：５９．６１� １４．１�
１１ フ ォ ル テ 牡６栗 ５７ 芹沢 純一深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ６１：５９．８１� ３９．２�
２２ � サダルメリク 牡４鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne
C Chess ４８４± ０２：００．０� ８３．０�

３４ ヒカリアスティル 牡５鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介�ヒカリクラブ 谷 潔 伊達 高橋農場 ５１０－ ６２：００．３２ １４．８	

３５ パワーエース 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文
まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４９０± ０２：００．４� １９０．３�
４７ ブ ル ロ ッ ク 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４７４－ ２ 〃 クビ １５．７�
８１４ シークレバー 牡６鹿 ５７

５４ ▲国分 優作藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８６＋ ２２：００．６１� ７５．３
５９ 	 ミウラリチャード 牡７鹿 ５７ 鷹野 宏史佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５１２－１２２：００．７� ３７９．６�
５８ レッドサーパス 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１４＋１８２：００．９１� ４２．７�
８１５ スペシャルイモン 牡４鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４８６± ０２：０１．２１� ４６．２�
７１３ メイショウシンドウ 牡５鹿 ５７ 池添 謙一松本 好雄氏 武田 博 静内 千代田牧場 ４９０＋ ４２：０１．６２� １１．４�
７１２ メイショウイチバン 牡７鹿 ５７ 鮫島 良太松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 B５１６＋２６２：０２．３４ ８１．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，２４１，８００円 複勝： ４９，０６２，４００円 枠連： ３５，７３２，３００円

馬連： １４０，５３８，６００円 馬単： ９９，８６６，９００円 ワイド： ４７，８５１，１００円

３連複： １７１，２３３，３００円 ３連単： ３７０，７７１，２００円 計： ９５３，２９７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ２８０円 枠 連（２－６） ３７０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ５４０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ２，１８０円 ３ 連 単 ��� ５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３８２４１８ 的中 � １６４９３１（１番人気）
複勝票数 計 ４９０６２４ 的中 � １５６４３７（１番人気）� １０１６８０（２番人気）� ２９４４６（５番人気）
枠連票数 計 ３５７３２３ 的中 （２－６） ７３０６０（１番人気）
馬連票数 計１４０５３８６ 的中 �� ２９１０４９（１番人気）
馬単票数 計 ９９８６６９ 的中 �� １４２６０９（１番人気）
ワイド票数 計 ４７８５１１ 的中 �� ７３９９８（１番人気）�� １９８２２（５番人気）�� １０６２９（１１番人気）
３連複票数 計１７１２３３３ 的中 ��� ５８０１１（５番人気）
３連単票数 計３７０７７１２ 的中 ��� ４８７７２（８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．６―３０．４―４３．５―５６．５―１：０９．７―１：２２．４―１：３４．５―１：４６．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイシンダッシュ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．１０．１９ 京都４着

２００６．３．２７生 牡５鹿 母 ジュエルヒル 母母 Funistrada ２１戦２勝 賞金 ３７，３９０，０００円
［他本会外：２戦２勝］

４レース目


