
２００１９ ７月３日 曇 良 （２３京都４）第２日 第７競走 １，９００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

３６ スペシャルロード 牡４黒鹿５７ 酒井 学�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４７６± ０１：５９．１ ６．９�

６１１ 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－ ２ 〃 ハナ ６．５�
７１４ ドリームマジシャン 牡４青鹿５７ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８８＋ ６１：５９．３１� ５．５�
２３ ハリウッドスター 牡４鹿 ５７ 川田 将雅吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１２＋ ６１：５９．９３� ３．５�
５１０� バリアントバイオ 牡５栗 ５７ 赤木高太郎バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 ４８２＋ ４ 〃 クビ ３０１．０�
４７ 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 ５０４＋ ４２：００．０クビ ８．２�
８１６ ライブリシーラ 牡４栗 ５７ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５１８－ ２２：００．４２� ３０．３	
７１３ ハ リ ケ ー ン 牡３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１０－ ６２：００．５クビ ５．５

６１２ サ ー ノ 牡４鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８± ０２：００．８１� ５０．１�
３５ ウインスカイハイ 牡５青鹿５７ 浜中 俊�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８６－ ４ 〃 クビ ２６．０�
５９ タマモアルプス 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 B５２６＋ ２２：０１．５４ ５２．０
１１ マ サ シ 牡３青 ５４

５２ △国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ４５４± ０２：０１．７１ ２７．８�
１２ トシザツンツン 牡３芦 ５４ 佐藤 哲三上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ５００＋１０２：０１．８� ４３．２�
４８ シルクエスティーム 牡３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 山岡ファーム ４６０－１４２：０２．７５ １６２．０�
２４ リバークリーク 牡３栗 ５４ 安藤 光彰河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム ５１４－ ２２：０３．０１� ２９１．７�
８１５� シーセラピス �４栗 ５７ 野元 昭嘉藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 B４４０－１０２：０４．９大差 ３４３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９４５，０００円 複勝： ４１，３３５，３００円 枠連： １６，８８０，７００円

馬連： ６３，２２３，７００円 馬単： ３７，５１０，７００円 ワイド： ２７，４４０，５００円

３連複： ８５，５３９，７００円 ３連単： １３６，８０１，８００円 計： ４３２，６７７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � １８０円 枠 連（３－６） １，３４０円

馬 連 �� ２，２００円 馬 単 �� ４，２９０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ６６０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 ��� ２１，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２３９４５０ 的中 � ２７５５１（５番人気）
複勝票数 計 ４１３３５３ 的中 � ５３９２４（３番人気）� ５０７８６（４番人気）� ６３７７９（２番人気）
枠連票数 計 １６８８０７ 的中 （３－６） ９３４２（７番人気）
馬連票数 計 ６３２２３７ 的中 �� ２１２３４（１３番人気）
馬単票数 計 ３７５１０７ 的中 �� ６４５６（２５番人気）
ワイド票数 計 ２７４４０５ 的中 �� ９１５７（１２番人気）�� １０２５４（９番人気）�� １２１２７（４番人気）
３連複票数 計 ８５５３９７ 的中 ��� １８０６３（１２番人気）
３連単票数 計１３６８０１８ 的中 ��� ４７１６（７７番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．２―１１．４―１２．９―１３．２―１３．０―１２．９―１２．４―１２．６―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．７―１７．９―２９．３―４２．２―５５．４―１：０８．４―１：２１．３―１：３３．７―１：４６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．８
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スペシャルロード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 アレミロード デビュー ２０１０．１．３１ 京都６着

２００７．４．７生 牡４黒鹿 母 ベラミロード 母母 ベラミスキー ２０戦３勝 賞金 ３８，１１６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シーセラピス号は，平成２３年８月３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 タガノキャプテン号

２００２０ ７月３日 曇 良 （２３京都４）第２日 第８競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

８１５ ボストンエンペラー 牡３黒鹿５４ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５６－１０１：０９．７ ３０．３�

４７ キングレオポルド 牡４鹿 ５７ 浜中 俊里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ２ 〃 クビ １．８�
８１６ テイエムカルメン 牝５鹿 ５５ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４８２－ ４ 〃 アタマ １１．０�
６１２ フェブムービング 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 ４７８－ ４１：０９．９１� １７．１�
４８ エ ト ピ リ カ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４４－ ４１：１０．１１� １５．９�
６１１ ヤマニンラレーヌ 牝３鹿 ５２

５１ ☆高倉 稜土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４２＋ ６ 〃 クビ ６１．５�
５９ ピルケンハンマー 牡３鹿 ５４ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４８６－ ２１：１０．２クビ ３４．３	
１１ ローザペルラ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４６＋ ４１：１０．４１� ２３１．１

３６ トップモデル 牝３鹿 ５２ 酒井 学間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B４２６－ ２ 〃 クビ ３９．１�
７１３ ハイフィールド 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介服部 新平氏 日吉 正和 新ひだか へいはた牧場 ４２６± ０１：１０．５� １２７．１�
２４ アグネスアンジュ 牝３栗 ５２ 川田 将雅渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４４８－ ８ 〃 クビ １０．１
２３ マックスバローズ 牡４栗 ５７ N．ピンナ 猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ

ファーム ４６２± ０１：１０．６� ４．４�
（伊）

５１０ シゲルヒラシャイン 牝３鹿 ５２
５０ △国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４３８－ ４ 〃 ハナ ２８．５�

１２ � ユメノカケハシ 牝４青鹿５５ 幸 英明諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４３６－１０１：１０．８１� １０７．１�
７１４ テイエムハエゲナ 牡４鹿 ５７ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５８－ ２１：１１．６５ ５１９．６�
３５ � ピエナヴィブレ 牝４鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平本谷 兼三氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：１１．８１� ３６１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０７８，６００円 複勝： ３７，４６４，６００円 枠連： １９，８０６，７００円

馬連： ６１，６３５，２００円 馬単： ４６，１７５，７００円 ワイド： ２７，５３９，０００円

３連複： ８４，２２８，７００円 ３連単： １６０，４３４，８００円 計： ４６０，３６３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０３０円 複 勝 � ５５０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（４－８） ６５０円

馬 連 �� ２，９９０円 馬 単 �� ９，４３０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� ２，３５０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ７，７５０円 ３ 連 単 ��� ７９，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２３０７８６ 的中 � ６００６（８番人気）
複勝票数 計 ３７４６４６ 的中 � １１０２７（９番人気）� １５４５１２（１番人気）� ２５４２１（４番人気）
枠連票数 計 １９８０６７ 的中 （４－８） ２２７０７（２番人気）
馬連票数 計 ６１６３５２ 的中 �� １５２４５（１０番人気）
馬単票数 計 ４６１７５７ 的中 �� ３６１５（２５番人気）
ワイド票数 計 ２７５３９０ 的中 �� ７７７８（１０番人気）�� ２７０２（２３番人気）�� １５８３１（３番人気）
３連複票数 計 ８４２２８７ 的中 ��� ８０２８（２４番人気）
３連単票数 計１６０４３４８ 的中 ��� １４８７（２０７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．７―１１．９―１１．７―１１．０―１１．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２４．１―３６．０―４７．７―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３３．７
３ １２，１６（８，１５）６（１，７）（４，１１）３（２，１０，１３）９，５－１４ ４ １２，１６（８，１５）（１，６，７）（３，４，１１）（２，１０，１３）９－５，１４

勝馬の
紹 介

ボストンエンペラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２０１０．１０．１６ 京都８着

２００８．１．２７生 牡３黒鹿 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー ６戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
〔制裁〕 トップモデル号の騎手酒井学は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（３番・２番への進路影響）
〔その他〕 トップモデル号は，３コーナーで銜受けが不良となったことについて平地調教注意。
※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 マルブツジャンボ号
（非抽選馬） １頭 シンコープリンス号
※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。


