
１３０３５ ５月２日 晴 良 （２１京都３）第３日 第１１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 １０，５００，０００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

１：５６．６
１：５６．６

重

重

１１ モ チ 牡５青鹿５７ 池添 謙一小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５０６－１２１：５９．４ ２４．７�

４５ ウエスタンシーザー 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４９８＋ ６ 〃 クビ ５．３�
３３ ホーマンラフィット 牡７栗 ５７ 金折 知則久保 博文氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４８０＋ ２１：５９．５クビ ５２．５�
７１１ ヒラボクオウショー 牡５鹿 ５７ 四位 洋文�平田牧場 大久保龍志 静内 千代田牧場 ５１６± ０ 〃 ハナ １３．２�
６１０ マイネルトラヴェル 牡６青鹿５７ 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４８６＋２６１：５９．６� ５８．５�
２２ � シ ョ ウ ケ イ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊根岸 治男氏 坂口 正大 門別 白井牧場 ５０４＋ ６１：５９．７	 １０．４�
３４ ビードラスティック 牡５黒鹿 ５７

５５ △田中 健吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４４８＋ ２１：５９．８� １５．０	
７１２ ジェネローゾ 牡４芦 ５７ 和田 竜二藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ４ 〃 ハナ ２８．２

４６ アイアンキング 
６鹿 ５７ 小牧 太池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８４－ ６２：００．０１ ２．４�
８１３ カシノブレイヴリ 牡４鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介柏木 務氏 田所 清広 浦河 山下 恭茂 ５１４－ ２ 〃 アタマ ９３．１�
５８ シャンパンファイト 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太青山 洋一氏 角居 勝彦 追分 追分ファーム ５２０± ０２：００．４２	 １１．８
８１４� エイシンヴァイデン 牡７栗 ５７ 武 豊平井 豊光氏 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８８＋ ２２：００．５クビ ９．７�
６９ � シゲルレスポワール 牡４青鹿５７ 秋山真一郎森中 蕃氏 川村 禎彦 新冠 長浜 秀昭 ４５８－ ２２：００．７１	 １８１．５�
５７ スリーベイダー 
５黒鹿５７ 小坂 忠士永井商事� 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 B４７６± ０２：０１．３３	 ９．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，７７７，７００円 複勝： ４２，６９８，５００円 枠連： ３５，１３６，３００円

普通馬連： １２４，９８４，５００円 馬単： ８１，４６８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，１１４，８００円

３連複： １４４，９１７，４００円 ３連単： ３１０，３６３，４００円 計： ８０３，４６１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４７０円 複 勝 � ６１０円 � ２３０円 � １，０７０円 枠 連（１－４） ２，８９０円

普通馬連 �� １２，６５０円 馬 単 �� ２４，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１８０円 �� ８，０１０円 �� ４，４００円

３ 連 複 ��� １０７，３８０円 ３ 連 単 ��� ８２０，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２７７７７７ 的中 � ８８８２（９番人気）
複勝票数 計 ４２６９８５ 的中 � １７３０９（９番人気）� ５８７７２（２番人気）� ９１５７（１１番人気）
枠連票数 計 ３５１３６３ 的中 （１－４） ８９９６（１１番人気）
普通馬連票数 計１２４９８４５ 的中 �� ７２９７（３７番人気）
馬単票数 計 ８１４６８７ 的中 �� ２４１２（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６１１４８ 的中 �� ２８１４（３７番人気）�� １１０２（６２番人気）�� ２０２４（４７番人気）
３連複票数 計１４４９１７４ 的中 ��� ９９６（１９８番人気）
３連単票数 計３１０３６３４ 的中 ��� ２７９（１２３７番人気）

ハロンタイム ６．５―１１．４―１１．７―１２．９―１２．８―１３．２―１２．９―１２．６―１２．４―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．５―１７．９―２９．６―４２．５―５５．３―１：０８．５―１：２１．４―１：３４．０―１：４６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．０
１
３
７，１３（１，１２）２（５，１４）（３，６，１１）（４，８，１０）９・（７，１３，１２，５）（１，２，６，１１）１４（３，４，１０）９，８

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

勝馬の
紹 介

モ チ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 サーペンフロ デビュー ２００６．１０．２２ 京都３着

２００４．４．２５生 牡５青鹿 母 イートンカラー 母母 リマンドタイコウ ２５戦３勝 賞金 ４０，４０４，０００円


