
１２０３７ ４月３０日 晴 良 （１８京都３）第４日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時０５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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

５８ �� プリティアンブレラ 牝３鹿 ５４ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４３４＋ ４１：１２．８ ３．２�

４７ � リリウオカラニ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �グリーンファーム 松田 国英 米 James M.
Herbener Jr. ４８６＋１８ 〃 クビ ５．３�

３５ ア ゲ ー ト 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己澤口 一洋氏 領家 政蔵 浦河 森垣牧場 B４９８＋ ８ 〃 ハナ ６．６�
１１ � ジュエリークイーン 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎村上 稔氏 大橋 勇樹 静内 岡田牧場 ４５２－ ８１：１３．０１	 １２．７�
７１２ エイシンボンテン 牡３栗 ５６ 安部 幸夫平井 豊光氏 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ４５６＋ ２１：１３．１
 ３．２�

（愛知）

６１０ シックスポケット 牝３栗 ５４ 小牧 太渡辺 典六氏 服部 利之 静内 渡辺 光典 ４４０＋ ８１：１３．３１
 １０．３�
６１１ シゲルジコバイバイ 牝３栗 ５４ 池添 謙一森中 蕃氏 須貝 彦三 三石 沖田 繁 ４４８＋ ６１：１３．８３ ３３７．５	
５９ �� ディヴィーナ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋加藤 吉朗氏 武田 博 浦河 久保農場 ４１６＋１０ 〃 ハナ ９２．７

２３ ナナヨーウィナー 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ３９８＋ ４１：１４．３３ ３８８．４�
４６ ジェイケイカーソン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二小谷野次郎氏 西橋 豊治 静内 岡田牧場 ４９０－ ６１：１４．７２
 ３４．４�
３４ マスコットレディ 牝３栗 ５４ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４１８＋１０１：１５．０１� ３８５．０
２２ � エイシンヴォーン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文平井 豊光氏 梅内 忍 米

Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

４９２－ ６１：１５．１� １９．８�
８１５� メイショウアピール 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４９４ ―１：１５．６３ １４５．７�
８１４ キンショービーナス 牝３栗 ５４

５１ ▲上野 翔礒野日出夫氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４０８＋ ２１：１６．０２
 ６５０．４�
７１３ サンライズポラリス 牡３黒鹿５６ 生野 賢一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ４７４＋１４１：１６．６３
 １９６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，０００，８００円 複勝： ２１，３７６，７００円 枠連： ２０，９３１，２００円

普通馬連： ７４，６４５，２００円 馬単： ７３，９９１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，００５，３００円

３連複： １０９，０３６，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３３８，９８６，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（４－５） ５７０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ４１０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７０００８ 的中 � ４２３２４（２番人気）
複勝票数 計 ２１３７６７ 的中 � ５７８７０（１番人気）� ２７１３５（３番人気）� ２２１４６（４番人気）
枠連票数 計 ２０９３１２ 的中 （４－５） ２７３９６（１番人気）
普通馬連票数 計 ７４６４５２ 的中 �� ８３１７４（２番人気）
馬単票数 計 ７３９９１０ 的中 �� ４４１１６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２００５３ 的中 �� １９９６７（２番人気）�� １３５０８（３番人気）�� ６８３７（９番人気）
３連複票数 計１０９０３６０ 的中 ��� ５２４９９（３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．９―１２．２―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．６―３５．５―４７．７―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
プリティアンブレラ �

�
父 トウカイテイオー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００５．１０．３０ 京都７着

２００３．２．１７生 牝３鹿 母 ウィッチズハット 母母 Mrs. Hat ９戦１勝 賞金 １２，８００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ナナヨーウィナー号・マスコットレディ号は，平成１８年５月３１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ヤマニンビアンカ号（疾病〔感冒〕のため）
※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。
（非抽選馬） １頭 エイシンサットン号
※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。



１２０３８ ４月３０日 晴 良 （１８京都３）第４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 ２５０，０００
２５０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３６ � ルスナイサンバ 牝３栗 ５４ G．ボス ��昭牧場 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 ４７４－ ２１：２６．１ １．８�
（豪）

５１０�� チョウカイラッキー 牡３栗 ５６ 武 豊�平田牧場 加藤 敬二 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：２６．５２� ３．５�
８１６� セフティートキメキ 牡３鹿 ５６ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４５８ ―１：２７．０３ １０．５�
７１３� エクロジオン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：２７．１クビ ８３．１�
１１ � マヤノモノノケヒメ 牝３栗 ５４ 池添 謙一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４３０＋ ４１：２７．３１� ８２．４�
４７ � メイショウモンティ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 三嶋牧場 ５００ ― 〃 同着 ９２．６	
１２ � レインボーミーナ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅堀脇 操氏 佐藤 正雄 新冠 斉藤 安行 ４２６＋ ６１：２７．７２� ７６．６

６１２� ストロングパワー 牡３黒鹿５６ 武 英智冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４５６＋ ２１：２７．８� ２２．１�
４８ � デンコウニンジャ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 ４１４＋ ２１：２８．１２ ６５．１�
３５ � トワノヴィナス 牝３鹿 ５４ 小牧 太永田 清男氏 服部 利之 門別 高柳 隆男 B４５６＋ ６１：２８．２クビ ２２．７
２４ � オースミマーブル 牡３黒鹿５６ 須貝 尚介�オースミ 安藤 正敏 浦河 太陽牧場 ４３８－ ６１：２８．４１� ２６４．６�
５９ �� ミキノミューズ 牝３栗 ５４ 岩崎 祐己谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 猿橋 義昭 ４９２± ０１：２９．８９ ４２５．９�
６１１� オーブシュプレーム 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３０－ ４１：３０．０１ ８．４�
７１４�� テンシノサンディ 牡３栗 ５６ 安部 幸夫杉谷 枡夫氏 谷 潔 青森 伊藤牧場 ４７０－１０１：３０．６３� ３６．６�

（愛知）

８１５� テイエムルパン 牡３鹿 ５６ 幸 英明竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 谷口牧場 B４４８± ０１：３０．９２ ２６４．６�
２３ � ヘイローダンジグ 牡３鹿 ５６ 難波 剛健林 順子氏 高橋 成忠 新冠 協和牧場 ５０６ ―１：３２．６大差 １１０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７５４，７００円 複勝： １８，１７３，８００円 枠連： ２５，２７３，４００円

普通馬連： ７２，１５５，１００円 馬単： ７８，８６９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９３７，４００円

３連複： １０３，５３３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３３６，６９７，８００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ２５０円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ３５０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６７５４７ 的中 � ７４４０８（１番人気）
複勝票数 計 １８１７３８ 的中 � ６８８８４（１番人気）� ３３８９２（２番人気）� １４０６８（４番人気）
枠連票数 計 ２５２７３４ 的中 （３－５） ７７６９０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７２１５５１ 的中 �� １８８９５３（１番人気）
馬単票数 計 ７８８６９５ 的中 �� １１８３９４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９３７４ 的中 �� ４８８９０（１番人気）�� １３６２８（３番人気）�� ６５８６（８番人気）
３連複票数 計１０３５３３９ 的中 ��� ７７８１２（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．１―１２．６―１２．５―１２．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．９―３６．０―４８．６―１：０１．１―１：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３７．５
３ ・（９，１０）（６，１１，１６）（４，８，１２，１４）（２，５，１３）－７，１＝１５－３ ４ ・（９，１０）（６，１１，１６）（４，８，１２）（２，５，１３）１４（７，１）＝１５－３

勝馬の
紹 介

�ルスナイサンバ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．４．１ 阪神２着

２００３．２．１７生 牝３栗 母 オオミーアキノ 母母 オオミシヤダイ ３戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔発走状況〕 テンシノサンディ号は，枠内駐立不良〔蹴る〕。
〔制裁〕 レインボーミーナ号の騎手田村太雅は，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１０，０００円。

トワノヴィナス号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘイローダンジグ号は，平成１８年５月３１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または施行団体名を表示している。



１２０３９ ４月３０日 晴 良 （１８京都３）第４日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１５ ダイシンパーティー 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８ ―１：４９．１ ５．８�

６１１ ザトライアンフ 牝３栗 ５４ 幸 英明�ターフ・スポート湯窪 幸雄 浦河 丸幸小林牧場 B４３０－ ２ 〃 ハナ １００．６�
６１２ ドレスコード 牝３黒鹿５４ 武 豊日隈 良江氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４＋ ４１：４９．２� ４．８�
５９ � スーパージェット 牝３鹿 ５４ 小牧 太岡田 宏二氏 湯浅 三郎 三石 米田牧場 ４５２＋１０１：４９．５２ ２６．９�
７１４� ケンブリッジファン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠谷口 貞保氏 大久保龍志 新冠 中本 隆志 ４５４ ―１：４９．７１� ２１．２�
４８ � シルクエンゲージ 牝３栗 ５４ 小原 義之有限会社シルク小原伊佐美 門別 ヤナガワ牧場 ４７６ ―１：４９．８クビ ７０．０�
３６ � ヤマカツダンサー 牝３鹿 ５４ 高田 潤山田 博康氏 松田 博資 三石 片山 修 ４３６＋ ６ 〃 クビ ３．６	
１１ リキアイコンドル 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４９６－ ２１：４９．９クビ ４２．６

２４ � テイエムラブリー 牝３栗 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 山勝牧場 ４８８ ― 〃 クビ １２１．５�
５１０� サフランキセキ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫海原 聖一氏 浜田 光正 平取 高橋 啓 ４３６＋ ８１：５０．０クビ １７．９�

（愛知）

４７ � フォックストレル 牝３栗 ５４ 池添 謙一山田 貢一氏 山本 正司 門別 藤本 直弘 ４６６－ ２１：５０．２１� ２５１．２
３５ シャドウストリーム 牝３栗 ５４ G．ボス 飯塚 知一氏 森 秀行 門別 下河辺牧場 ４３８－１６１：５０．３� ３．４�

（豪）

２３ � ウィズミーダーリン 牝３鹿 ５４
５１ ▲北村 友一岩� 僖澄氏 飯田 雄三 三石 三石ビクト

リーファーム ４６６＋１７ 〃 クビ １９５．４�
１２ スリーエルキリコ 牝３黒鹿５４ 角田 晃一永井商事� 武 宏平 静内 岡野牧場 ４５６－ ６ 〃 ハナ ２１．４�
７１３ ウエスタンプリート 牝３鹿 ５４ 福永 祐一西川 賢氏 西浦 勝一 静内 北西牧場 ４５６－ ４１：５０．５１ １９．７�
８１６� イイデタイセイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲上野 翔 �アールエスエーカントリ北出 成人 門別 インターナシヨナル牧場 ４４８＋ ２１：５０．６� ２６１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５４６，８００円 複勝： ２３，０２１，６００円 枠連： ３０，１１４，０００円

普通馬連： ８３，６７０，６００円 馬単： ８０，０４４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９８６，７００円

３連複： １２５，３９７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３８３，７８２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２８０円 � ２，０９０円 � ２５０円 枠 連（６－８） １，７４０円

普通馬連 �� ３５，３３０円 馬 単 �� ４４，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，８１０円 �� ７２０円 �� ５，６２０円

３ 連 複 ��� ５７，２００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５４６８ 的中 � ２５２７０（４番人気）
複勝票数 計 ２３０２１６ 的中 � ２３１１２（４番人気）� ２３６１（１２番人気）� ２７４３１（３番人気）
枠連票数 計 ３０１１４０ 的中 （６－８） １２８４６（７番人気）
普通馬連票数 計 ８３６７０６ 的中 �� １７４８（５８番人気）
馬単票数 計 ８００４４８ 的中 �� １３１４（９７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９８６７ 的中 �� ５５６（７１番人気）�� ８４４３（６番人気）�� ９７７（４８番人気）
３連複票数 計１２５３９７７ 的中 ��� １６１８（１２４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．１―１２．８―１２．９―１２．４―１１．３―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．２―４９．０―１：０１．９―１：１４．３―１：２５．６―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３４．８
３ １１（１３，１４）（１，５，１０）（６，１６）（２，４，１２）－９（８，１５）（３，７） ４ １１（１３，１４）１０（１，５，６，１６）（２，４，１２）（９，８，１５）－（３，７）

勝馬の
紹 介

ダイシンパーティー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Dehere 初出走

２００３．５．２１生 牝３黒鹿 母 ダイシンシルビア 母母 Castle Creek １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 フォックストレル号は，平成１８年５月３１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または施行団体名を表示している。



１２０４０ ４月３０日 晴 良 （１８京都３）第４日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （芝・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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

２２ � バンブーウエファ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己�バンブー牧場 中尾 秀正 浦河 バンブー牧場 ４７６＋ ６２：０１．２ ２．２�

７９ � アグネスネクタル 牡３黒鹿５６ 四位 洋文渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５００ ―２：０２．０５ １９．８�
８１１ サンデーカズ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４８４± ０２：０２．２１� ７４．５�
５６ � デンコウミサイル 牡３栗 ５６

５３ ▲上野 翔田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ４９４＋ ２ 〃 ハナ ６４．１�
３３ �� マイネルヴェステン 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 静内 北西牧場 ４８６－ ６ 〃 ハナ ６．７�
１１ シルクアヴァロン 牡３栗 ５６ G．ボス 有限会社シルク大久保龍志 静内 見上牧場 ４５４± ０２：０２．３クビ ２０．２	

（豪）

６８ ラッキージンクス 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫新木 鈴子氏 中竹 和也 門別 ナカノファーム ４７０＋ ６２：０２．４� ２２５．３

（愛知）

７１０� クールビスティー 牡３芦 ５６ 藤田 伸二備前島 融氏 藤原 英昭 静内 聖心台牧場 ４７４＋ ６２：０２．５クビ １０．５�
６７ � コウエイドリーム 牡３栗 ５６ 福永 祐一西岡 静男氏 坂口 正大 浦河 安原 実 ４５０± ０２：０２．８２ ５．７�
５５ � エレガンスボーイ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二後藤 繁樹氏 崎山 博樹 浦河 ターフィー牧場 ４４２＋ ２２：０３．２２� ４．８
４４ � キリシマハンター 牡３栗 ５６ 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 ４７０＋ ７２：０３．４１ ７５．３�
８１２� シルクヴェルディ 牡３黒鹿５６ 田島 裕和有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 ムラカミファーム ４７８－１２２：０４．３５ ４３．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，３８０，９００円 複勝： ２２，４２７，９００円 枠連： ２３，６１４，１００円

普通馬連： ８７，５６３，４００円 馬単： ８９，６３３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３２７，４００円

３連複： １２１，５６８，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３８７，５１５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １５０円 � ４７０円 � １，０２０円 枠 連（２－７） ５８０円

普通馬連 �� ２，３４０円 馬 単 �� ２，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ２，５６０円 �� ７，４６０円

３ 連 複 ��� ３４，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９３８０９ 的中 � ７１０３３（１番人気）
複勝票数 計 ２２４２７９ 的中 � ５８０６６（１番人気）� １０５２７（７番人気）� ４３６３（１０番人気）
枠連票数 計 ２３６１４１ 的中 （２－７） ３０３８２（３番人気）
普通馬連票数 計 ８７５６３４ 的中 �� ２７６３８（１１番人気）
馬単票数 計 ８９６３３３ 的中 �� ２２２７８（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３２７４ 的中 �� ７３８９（１０番人気）�� ２２０７（２３番人気）�� ７４３（４７番人気）
３連複票数 計１２１５６８２ 的中 ��� ２６０７（７４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１２．３―１２．７―１３．４―１３．４―１１．８―１１．５―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．０―３５．３―４８．０―１：０１．４―１：１４．８―１：２６．６―１：３８．１―１：４９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．６
１
３

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

・（１，３）－４－５，１０，８－（２，７）１１（６，９）－１２・（１，３）（５，７）（４，１０）（２，８）－９，１１，６，１２
勝馬の
紹 介

�バンブーウエファ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２００６．４．８ 阪神６着

２００３．４．２１生 牡３栗 母 スプリングバンブー 母母 サワーバンブー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 エレガンスボーイ号の騎手和田竜二は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１２０４１ ４月３０日 晴 良 （１８京都３）第４日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

８１７�� ブレイズワン 牡３栗 ５６ 角田 晃一田中 昇氏 西浦 勝一 門別 加藤ステーブル ４５２－ ６１：３４．８ ５．２�

６１１ ハリーダンカン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠高田 久成氏 鹿戸 幸治 浦河 三嶋牧場 ４８４＋ ４ 〃 アタマ ２．９�
７１４� ビッグタキオン 牡３青鹿５６ 和田 竜二�ビッグ 中尾 秀正 門別 下河辺牧場 ５１２－ ６１：３５．１２ ５．６�
７１５� ア テ ス エ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介吉田 照哉氏 太宰 義人 千歳 社台ファーム ４８４－ ６１：３５．４１� １１．６�
３６ スターアリエス 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム B４４０＋ ２１：３５．６１� ２５．３�
１２ � ヒーロールンタ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文吉田 修氏 服部 利之 三石 パラダイス・

ファーム ４８６± ０１：３５．７� １６４．４�
４７ サンライズヴァトー �３鹿 ５６ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ ７．３	
７１３ オメガトレンディ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一原 	子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６２＋ ２ 〃 クビ ２１．０

５９ � スナークチトセオー 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫杉本仙次郎氏 野村 彰彦 三石 城地 清満 ４１４± ０１：３６．０１� ３８４．７�

（愛知）

４８ � ツルミグロウ 牡３栗 ５６ G．ボス �鶴見ホース 柴田 光陽 浦河 信岡牧場 B５２４＋ ４１：３６．１� ６７．４�
（豪）

８１６ オーヨドヨシツネ 牡３黒鹿５６ 難波 剛健尾崎 正氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４８６＋ ２１：３６．７３� ４４６．６
８１８ ウォータートリック 牡３栗 ５６ 高橋 亮山岡 良一氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４９２＋ ４１：３６．８クビ ３４．９�
２４ アスカノキング 牡３鹿 ５６ 小原 義之豊田 智郎氏 小原伊佐美 門別 ヤナガワ牧場 ４７６ ― 〃 クビ １３９．９�
５１０ ニホンピロクエスト 牡３鹿 ５６ 武 豊小林百太郎氏 河内 洋 平取 稲原牧場 ４７４ ― 〃 アタマ １０．９�
６１２� マコトロプロス 牡３鹿 ５６ 池添 謙一眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 スイートフアーム ４９６＋ ２１：３７．０１
 １４０．６�
１１ ニシノカガヤキ 牝３黒鹿５４ 小牧 太西山 茂行氏 中竹 和也 鵡川 西山牧場 ４４４－ ２１：３７．２１� ２２９．８�
３５ サードストリーム 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４６－ ４１：３７．４� １８．９�
２３ スギノデュエリスト �３鹿 ５６ 武 幸四郎杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４７４± ０１：３７．７２ ７２．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，０６１，５００円 複勝： ２４，６８５，０００円 枠連： ３０，０２６，８００円

普通馬連： １０１，９９５，９００円 馬単： ８２，３５８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３７２，９００円

３連複： １３２，５４８，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４１７，０４９，３００円

払 戻 金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（６－８） ７００円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ５７０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２００６１５ 的中 � ３０９０８（２番人気）
複勝票数 計 ２４６８５０ 的中 � ３９４３１（２番人気）� ５９４９８（１番人気）� ３０５２４（３番人気）
枠連票数 計 ３００２６８ 的中 （６－８） ３２００４（３番人気）
普通馬連票数 計１０１９９５９ 的中 �� ８９７６２（２番人気）
馬単票数 計 ８２３５８３ 的中 �� ３１８４９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３７２９ 的中 �� ２４６７８（１番人気）�� １０２５０（５番人気）�� １５２３９（２番人気）
３連複票数 計１３２５４８９ 的中 ��� ６７１６３（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．３―１２．３―１２．１―１１．９―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．４―３４．７―４７．０―５９．１―１：１１．０―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３５．７
３ ・（８，１２，１７）１８，１５（６，７）（２，１１）（３，１６）（１，１３）－１４（９，５）（１０，４） ４ ・（８，１２，１７）（１５，１８）（２，６）（７，１１）（３，１６，１３）（１，１４）９，５（１０，４）

勝馬の
紹 介

�
�
ブレイズワン �

�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００５．６．１９ 阪神８着

２００３．４．７生 牡３栗 母 シーサイドエンゼル 母母 シヤダイハマナス ９戦１勝 賞金 １０，５５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１２０４２ ４月３０日 晴 良 （１８京都３）第４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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

７１２ ナイキアースワーク 牡３栗 ５６ 安藤 勝己小野 誠治氏 大久保龍志 静内 千代田牧場 ４８８＋ ８１：５２．１ ３．３�

６１１ カネトシスティーブ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 静内 泊 寿幸 ４９２± ０１：５２．７３� ８０．８�
５８ � ニシノロドリゲス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４７２－ ２１：５２．９１� ３．６�
３４ リヴィエールジータ 牝３鹿 ５４ 武 豊 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４６６－ ２１：５３．４３ ９．２�
６１０� シゲルハンドウダカ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠森中 蕃氏 小原伊佐美 門別 高橋牧場 ４８８－ ２１：５３．７１	 ２６．３�
４７ ナムラバビロン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４７０－ ２１：５３．８クビ ４６．９�
１１ �� マルタカタキオン 牡３栗 ５６ 池添 謙一高橋 義和氏 池添 兼雄 新冠 北星村田牧場 ４７２± ０１：５４．１２ ２１．０	
３５ サーユウジーン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ ６６．７

２２ ファイブアロー 牡３鹿 ５６ 小牧 太松元 保氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４７２－ ２１：５４．２クビ １３．９�
７１３� グッドフロマージュ 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ４８４＋１０１：５４．９４ １２５．５�
２３ � ランイズマネー 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文ジーエフ組合 大根田裕之 門別 中川 浩典 ４４６－ ８１：５５．６４ １２９．３
５９ ミッチーデヒア 牡３鹿 ５６ 幸 英明北村実地子氏 池添 兼雄 門別 厚賀古川牧場 ５２２－１０１：５５．８１ ５２．０�
４６ �� カレンスターボーイ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣鈴木 隆司氏 安田 隆行 門別 和田農林（有） ５１２＋１０ 〃 アタマ ３２．６�
８１４ ソ レ ッ ク ス 牡３栗 ５６ 福永 祐一青山 洋一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：５７．１８ ５．４�
８１５
 レッドアワード 牡３黒鹿５６ 横山 典弘サウスニア� 藤沢 和雄 米 Budget

Stable ５０４＋ ８１：５８．２７ ９．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，０５８，４００円 複勝： ３４，７３５，１００円 枠連： ３３，５０２，７００円

普通馬連： １３３，５１６，１００円 馬単： １０８，６５８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，０５５，２００円

３連複： １６９，８５９，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５４０，３８４，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � ９００円 � １５０円 枠 連（６－７） ３，１００円

普通馬連 �� ９，５８０円 馬 単 �� １３，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３３０円 �� ２２０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� ７，６４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５０５８４ 的中 � ６０７８８（１番人気）
複勝票数 計 ３４７３５１ 的中 � ９３２０８（１番人気）� ６１６２（１２番人気）� ６６８１６（２番人気）
枠連票数 計 ３３５０２７ 的中 （６－７） ７９８９（１１番人気）
普通馬連票数 計１３３５１６１ 的中 �� １０２９３（３２番人気）
馬単票数 計１０８６５８０ 的中 �� ６０７９（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５０５５２ 的中 �� ３２２０（３０番人気）�� ５０２１２（１番人気）�� ２６６６（３４番人気）
３連複票数 計１６９８５９１ 的中 ��� １６４２７（２４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．９―１２．７―１２．８―１２．９―１２．８―１２．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．２―３６．１―４８．８―１：０１．６―１：１４．５―１：２７．３―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．６
１
３
３（４，６）（１，９，８，１４）（５，１５）（２，７）－（１１，１０）－１２－１３・（３，４）（６，１５）（１，１０）（２，９，１４，１２）（７，８）（５，１１）－１３

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

勝馬の
紹 介

ナイキアースワーク �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００５．１２．１０ 阪神１着

２００３．３．２８生 牡３栗 母 マジカルウーマン 母母 ブレイブウーマン ６戦２勝 賞金 １８，６００，０００円
〔発走状況〕 ランイズマネー号は，枠入り不良。

サーユウジーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サーユウジーン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドアワード号は，平成１８年５月３１日まで平地競走に出走できない。
※カレンスターボーイ号・レッドアワード号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０４３ ４月３０日 晴 良 （１８京都３）第４日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （ダート・右）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．１以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５１０�� コーリンヴァリウス 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠伊藤 恵子氏 白井 寿昭 門別 日高大洋牧場 ４５８－１４１：２４．７ ９．８�

１１ � マゼランクロス 	５鹿 ５７ 幸 英明前田 幸治氏 山本 正司 新冠 ヒカル牧場 ５２８－ ９１：２４．９１
 ２８．７�
６１１� ファインスティール 牡４鹿 ５７ 和田 竜二 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 白老ファーム ５２０－ ２ 〃 クビ ５．８�
２３ スリースピリット 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥永井商事� 野村 彰彦 様似 �村 伸一 ４３２－ ８１：２５．０クビ ３３０．８�
１２ ホウシュウムサシ 牡５鹿 ５７ 高田 潤�上田牧場 松田 博資 白老 上田牧場 ４９６＋１２１：２５．２１� １１．９�
５９ � セイウンビバーチェ 牡４鹿 ５７ 武 豊西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Sez Who Thor-

oughbreds ５１０－ ２ 〃 クビ １．９	
４７ シュペールサンバ 	５黒鹿５７ 池添 謙一釘田 静義氏 藤沢 則雄 静内 大滝 康晴 ４９４± ０１：２５．３� １５．０

８１６ ホッコーランチャー 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ５２４－ ４１：２５．６２ ６．４�
６１２� ゲットクール 牡４栗 ５７ 小牧 太狩野 秀彦氏 鮫島 一歩 平取 高橋 啓 ４９２－ ６１：２５．７クビ ５３．５�
３５  チキリサンボーイ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介ちきり組合 太宰 義人 門別 島瀬 順一 ４４６－ ２１：２５．８� ２８２．９
２４ アーリーオータム 牝４鹿 ５５ 須貝 尚介廣村 茂一氏 須貝 彦三 静内 フジワラフアーム ４３８－ ４ 〃 アタマ １０４．２�
３６ � トシザドリーム 牝４栗 ５５

５２ ▲船曳 文士上村 叶氏 藤沢 則雄 浦河 浦河小林牧場 ５０４± ０１：２６．２２� ３００．２�
７１４� ディクタトル 牡５鹿 ５７

５４ ▲上野 翔下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５０８＋ ８１：２６．６２� ２８４．５�
４８ � テイエムカイブツ 牡４栃栗５７ 秋山真一郎竹園 正繼氏 新川 恵 静内 千代田牧場 ４４４－１８１：２６．８１
 １５．４�
７１３�� シゲルアラムシャ 牡４黒鹿５７ 安部 幸夫森中 蕃氏 吉岡 八郎 静内 山田牧場 ５００＋ ８１：２７．３３ ２６１．５�

（愛知）

８１５� トップコーリング 牡７鹿 ５７ 熊沢 重文�コオロ 古川 平 浦河 金石 守 ５１４－ ４１：２８．１５ １８５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，７８０，１００円 複勝： ２７，３０６，８００円 枠連： ３６，５９６，６００円

普通馬連： １２３，１７８，３００円 馬単： １１４，３７０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１１９，７００円

３連複： １５４，４３４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５１０，７８７，２００円

払 戻 金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３２０円 � ６８０円 � ２００円 枠 連（１－５） ６７０円

普通馬連 �� ８，１４０円 馬 単 �� １４，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４２０円 �� ８９０円 �� ２，３１０円

３ 連 複 ��� １７，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６７８０１ 的中 � ２１７０９（４番人気）
複勝票数 計 ２７３０６８ 的中 � ２２０７４（４番人気）� ８９５２（８番人気）� ４３３５２（２番人気）
枠連票数 計 ３６５９６６ 的中 （１－５） ４０９０６（４番人気）
普通馬連票数 計１２３１７８３ 的中 �� １１１６９（２７番人気）
馬単票数 計１１４３７０９ 的中 �� ５８７２（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１１９７ 的中 �� ２８０９（２７番人気）�� ８０９５（８番人気）�� ２９４７（２５番人気）
３連複票数 計１５４４３４８ 的中 ��� ６３７４（４７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．９―１２．２―１２．１―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．５―４７．７―５９．８―１：１２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３７．０
３ ６，７（１，８，１１）（２，５）（３，１６）１３，１２，４（１０，１５）１４－９ ４ ６（１，７，１１）（２，５）８，３，１６－（４，１２）（１３，１０）１４，９，１５

勝馬の
紹 介

�
�
コーリンヴァリウス �

�
父 サクラローレル �

�
母父 サクラバクシンオー

２００２．４．９生 牡４鹿 母 コーリンピュア 母母 キャッチザナイト ５戦１勝 賞金 １３，０５０，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 トシザドリーム号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻２分遅延。
〔３走成績による出走制限〕 アーリーオータム号は，平成１８年５月３１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。
（非当選馬） １頭 マジックミラージュ号
（非抽選馬） ４頭 アドミラルサンド号・シルクホームラン号・ネオクリーチャー号・プレシャスワン号
※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。



１２０４４ ４月３０日 晴 良 （１８京都３）第４日 第８競走 ��
��１，２００�あ や め 賞

発走１３時５０分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２２ � マルカシリウス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６１：０９．０ ５．０�

４６ タガノアルサルディ 牡３栗 ５６ 武 豊八木 良司氏 小島 貞博 新冠 ヒカル牧場 ４８０＋ ６１：０９．１� １．８�
４５ � フ ロ ー ネ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎 �ローレルレーシング 武 邦彦 門別 白井牧場 ４３２－１２１：０９．４１� ２４．０�
８１３ クイックバレリーナ 牝３栗 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ １６０．６�
６９ � カルストントップオ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣清水 貞光氏 湯窪 幸雄 門別 鹿戸 廣之 ４４６＋ ８ 〃 クビ １１．２�
７１２ エリモフィナーレ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠山本 慎一氏 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４７８± ０１：０９．５� １５．１	
３３ �	 コスモダンスナイト 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 宮本 博 新冠 パカパカ

ファーム ４１０－１２１：０９．６� １２．１

６１０� ハードバクシンオー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二津田 一男氏 西橋 豊治 三石 本桐牧場 ４７０＋ ２１：０９．７� １６３．４�
３４ チアズガディス 牝３栗 ５４ G．ボス 北村キヨ子氏 山内 研二 門別 ナカノファーム ４２２＋ ６ 〃 クビ ５７．０�

（豪）

８１４�
 スマイルハヅキ 牡３青 ５６ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 浦河 鮫川フアーム ４５２± ０ 〃 ハナ １１６．４
１１ �	 ダンツファルコン 牝３鹿 ５４ 武 英智山元 哲二氏 山内 研二 新冠 柏木 一則 ４３８± ０ 〃 ハナ ２８．４�
７１１ アグネスカーン 牡３栗 ５６ 幸 英明渡辺 孝男氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４３６－ ２１：１０．１２� ３６．８�
５８ ヤマカツアンナ 牝３栗 ５４ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 浦河 岡崎牧場 ４３８－ ６１：１０．４１� １０．９�
５７ �� ファイトカンガルー 牡３青鹿５６ 安部 幸夫難波 経雄氏 角田 輝也 門別 滝本 健二 B４６２＋ ２１：１０．８２� １８５．２�

（愛知） （愛知）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，３０７，３００円 複勝： ２７，３５６，２００円 枠連： ３４，７６９，０００円

普通馬連： １４４，４５７，８００円 馬単： １４５，４８４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，９３９，４００円

３連複： １８５，４２４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ６００，７３９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ３６０円 枠 連（２－４） ４００円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １，３２０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９３０７３ 的中 � ４６８６４（２番人気）
複勝票数 計 ２７３５６２ 的中 � ４３８９３（２番人気）� ９７２００（１番人気）� １２１８１（７番人気）
枠連票数 計 ３４７６９０ 的中 （２－４） ６４７６１（１番人気）
普通馬連票数 計１４４４５７８ 的中 �� ２５４５６９（１番人気）
馬単票数 計１４５４８４８ 的中 �� ９５１３１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３９３９４ 的中 �� ５６８５７（１番人気）�� ５２６８（１７番人気）�� １１２０１（７番人気）
３連複票数 計１８５４２４９ 的中 ��� ５３５５４（６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．１―１１．３―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．０―４５．３―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マルカシリウス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Capote デビュー ２００５．１０．１５ 京都１着

２００３．３．２４生 牡３鹿 母 フォルナリーナ 母母 プレイヤーホイール ７戦２勝 賞金 １９，１４３，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１２０４５ ４月３０日 晴 良 （１８京都３）第４日 第９競走 ��
��２，４００�

からすま

烏丸ステークス
発走１４時２５分（番組第１０競走を順序変更） （芝・右・外）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下，１７．４．３０以降１８．４．２３まで１回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 １９６，０００円 ５６，０００円 ２８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

５５ � サザンツイスター 牡６黒鹿５７ 小牧 太 �ノースヒルズマネ
ジメント 新川 恵 浦河 鎌田 正嗣 B４８０－ ４２：２５．３ ５．０�

３３ � バ イ ロ イ ト �５鹿 ５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 中竹 和也 仏 Mlle Gloria
Abbey ４６８＋ ６ 〃 クビ １．６�

７７ � トウカイラブ 牝６鹿 ５４ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 門別 福満牧場 ４８０－ ２ 〃 アタマ １２．６�
６６ ゴージャスディナー 牡５鹿 ５５ 池添 謙一臼田 浩義氏 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２２：２５．４クビ １７．７�
１１ オリエントチャーム 牝４鹿 ５３ 藤田 伸二 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４４２－ ６２：２５．９３ ５．７�
４４ � クロユリジョウ 牝４鹿 ５１ 安部 幸夫河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 藤田 泰蔵 ４８４＋ ８２：２６．０	 ３１．３�

（愛知）

８９ 
 アマノサクシード 牡５黒鹿５３ 柴田 善臣中村 孝氏 湯窪 幸雄 様似 清水スタッド ５１０± ０２：２６．２１� ８６．１	
８８ � ダイタクアルビン 牡６黒鹿５５ 岩田 康誠小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４７６± ０２：２６．４１� ３１．１

２２ 
 テイエムテンライ 牡６鹿 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 追分 追分ファーム ４９８± ０２：３１．０大差 ２４．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３９，０８０，９００円 複勝： ３３，７４５，４００円 枠連： ３４，２９７，１００円

普通馬連： １５８，８２７，６００円 馬単： １５５，６３６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，１３６，９００円

３連複： １２７，７３５，０００円 ３連単： ４８５，４６８，２００円 計： １，０７３，９２７，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １３０円 � １００円 � １８０円 枠 連（３－５） ２８０円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ４００円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 ��� ３，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３９０８０９ 的中 � ６１７３１（２番人気）
複勝票数 計 ３３７４５４ 的中 � ６３６３０（２番人気）� １３２１７０（１番人気）� ３１６４１（４番人気）
枠連票数 計 ３４２９７１ 的中 （３－５） ９１３９３（１番人気）
普通馬連票数 計１５８８２７６ 的中 �� ４１９１４０（１番人気）
馬単票数 計１５５６３６３ 的中 �� １０４６１０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９１３６９ 的中 �� １０２７３７（１番人気）�� １７９８１（６番人気）�� ３２７５２（３番人気）
３連複票数 計１２７７３５０ 的中 ��� １６８２０６（２番人気）
３連単票数 計４８５４６８２ 的中 ��� ９９２９４（１０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．２―１２．８―１２．４―１２．９―１３．７―１２．７―１２．０―１１．１―１１．３―１１．５

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―２３．７―３４．９―４７．７―１：００．１―１：１３．０―１：２６．７―１：３９．４―１：５１．４―２：０２．５―２：１３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．９―３F３３．９
１
３

・（２，９）（３，６）－（１，５）－（７，４）８
６（２，９）（１，３）（７，５）－（８，４）

２
４

・（２，６）９－３，１，５－７，４－８・（６，９）（１，３）（２，５）７（８，４）
勝馬の
紹 介

�サザンツイスター �

父 ダンスインザダーク �


母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００２．８．１０ 札幌１着

２０００．３．２６生 牡６黒鹿 母 バトンルージュ 母母 ルイジアナピット ２７戦６勝 賞金 ９７，７４６，０００円
〔その他〕 テイエムテンライ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。



１２０４６ ４月３０日 晴 良 （１８京都３）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�

た か が み ね

鷹 ケ 峰 特 別
発走１５時００分（番組第９競走を順序変更） （芝・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．１以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

７１２� エムオーウイナー 牡５黒鹿５７ 小牧 太大浅 貢氏 服部 利之 門別 門別牧場 ５０８± ０１：０７．８ １０．２�

４６ � ボストンゴールド 牡４栗 ５７ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 大西 能彦 ４８６＋ ２ 〃 ハナ ２１．０�
１１ マルブツブリザード 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己大澤 毅氏 加用 正 様似 瀬口 信正 ５１２－ ６１：０７．９� １．６�
８１４ サンライズアタック 牡４栗 ５７ 柴田 善臣松岡 隆雄氏 福永 甲 浦河 中島 俊明 ４７０＋ ２１：０８．０	 ７．４�
５８ キョウワロアリング 牡５栗 ５７ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８４－ ２１：０８．１	 ３４．１�
３４ 
 アンティークコイン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �社台レースホース瀬戸口 勉 米 Fontainebleau

Farm Inc. ５３４＋ ２１：０８．２クビ ３０．８	
６９ シージョリー 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ １２２．９

３３ ヒ シ ア ス カ 牝７黒鹿５５ 武 豊阿部雅一郎氏 佐山 優 新冠 カミイスタット ５１６－ ６１：０８．３� ９．７�
８１３
 オーヴェール 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎 �サンデーレーシング 浅見 秀一 英 Tigerland Ltd ５２６－ ２１：０８．５１ １３．０�
２２ � スリーロケット 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二永井商事� 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ５１８± ０１：０８．７１� ５５．０
５７ 
 ファンドリワールド 牡６栗 ５７ 熊沢 重文水戸 富雄氏 高橋 成忠 米

Elizabeth
P.Whelan &
David J.Whelan

４８６＋ ８１：０９．０１	 １７４．３�
６１０� ビッグホワイト 牡４芦 ５７ 岩田 康誠小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４８８＋ ４１：０９．１	 １３０．８�
４５ � リッカバクシンオ 牡４黒鹿５７ 池添 謙一立花 幸雄氏 鶴留 明雄 浦河 佐々木 貴博 ４５８＋ ４１：０９．２クビ １６．９�
７１１� メイショウブンゴ 牡４鹿 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４５０＋ ６１：０９．４１� ２４２．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４５，８１２，９００円 複勝： ５４，６４１，０００円 枠連： ６２，５５５，８００円

普通馬連： ２６１，７０７，８００円 馬単： １９３，８８４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，４７８，５００円

３連複： ２０８，０６９，６００円 ３連単： ５４７，６５４，２００円 計： １，４２７，８０４，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ２００円 � ３６０円 � １１０円 枠 連（４－７） ２，６９０円

普通馬連 �� ６，９３０円 馬 単 �� １５，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８９０円 �� ２６０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ３，０９０円 ３ 連 単 ��� ３４，４００円

票 数

単勝票数 計 ４５８１２９ 的中 � ３５４３９（４番人気）
複勝票数 計 ５４６４１０ 的中 � ５５８２７（４番人気）� ２４４０１（７番人気）� ２２０７８７（１番人気）
枠連票数 計 ６２５５５８ 的中 （４－７） １７１９２（９番人気）
普通馬連票数 計２６１７０７８ 的中 �� ２７８９３（２０番人気）
馬単票数 計１９３８８４６ 的中 �� ９３８０（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３４７８５ 的中 �� ６０８８（２１番人気）�� ６１６９３（１番人気）�� １９１０５（６番人気）
３連複票数 計２０８０６９６ 的中 ��� ４９７３１（１０番人気）
３連単票数 計５４７６５４２ 的中 ��� １１７５１（１０６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１０．９―１０．９―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．５―４４．４―５５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３４．３
３ １，３，５（２，６，１２）－１４（４，９）１０（８，１１）（７，１３） ４ １（３，５）（２，６，１２）－１４，４（９，１０）（８，１３，１１）７

勝馬の
紹 介

�エムオーウイナー �
�
父 ニホンピロウイナー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００３．１１．２２ 京都２着

２００１．５．２７生 牡５黒鹿 母 ミラクルムテキ 母母 ノーザンフラワー １９戦４勝 賞金 ６０，５６７，０００円
※スリーロケット号・ファンドリワールド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０４７ ４月３０日 晴 良 （１８京都３）第４日 第１１競走 ��
��３，２００�第１３３回天 皇 賞 （ 春 ）（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

牡・牝，４歳以上；負担重量は，牡馬５８�，牝馬５６�
天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １３２，０００，０００円 ５３，０００，０００円 ３３，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，２００，０００円
付 加 賞 ３，７３８，０００円 １，０６８，０００円 ５３４，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

GⅠレコード

３：１４．４
３：１４．４
３：１４．４

良

良

良

４７ � ディープインパクト 牡４鹿 ５８ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４３８－ ４３：１３．４レコード １．１�

６１１ リ ン カ ー ン 牡６鹿 ５８ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ６３：１４．０３� １４．４�
１１ ストラタジェム 牡５鹿 ５８ G．ボス �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２３：１４．８５ ５８．３�

（豪）

７１４	 アイポッパー 牡６栗 ５８ 福永 祐一 �サンデーレーシング 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４５４－ ６３：１４．９� ４７．４�
３６ 	 トウカイカムカム 牡５栗 ５８ 幸 英明内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４２２－ ２３：１５．１１� ８５．４�
７１３	 ファストタテヤマ 牡７鹿 ５８ 武 幸四郎辻 幸雄氏 安田伊佐夫 新冠 秋田牧場 ４６８－ ２３：１５．２
 １０８．３	
１２ 	 マッキーマックス 牡６栗 ５８ 藤田 伸二薪浦 亨氏 藤原 英昭 早来 吉田 三郎 ４８８－１０ 〃 クビ ２３．５

２４ ローゼンクロイツ 牡４鹿 ５８ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５６－１４ 〃 ハナ ４０．８�
３５ トウカイトリック 牡４鹿 ５８ 芹沢 純一内村 正則氏 松元 省一 三石 土田 扶美子 ４３２＋ ２３：１５．３クビ ３６．９�
５９ 	 デルタブルース 牡５鹿 ５８ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５１８－ ８３：１５．７２� ２４．５
８１５	 シルクフェイマス 牡７鹿 ５８ 柴田 善臣有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８４－ ２３：１５．９１� １００．５�
８１６� ナリタセンチュリー 牡７鹿 ５８ 田島 裕和�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ６３：１６．０� ９８．４�
４８ ビッグゴールド 牡８鹿 ５８ 和田 竜二�ビッグ 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４６４± ０３：１６．２１� １８０．０�
５１０� アドマイヤモナーク 牡５鹿 ５８ 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ８３：１６．５１
 １０６．１�
６１２ ハイフレンドトライ 牡６栗 ５８ 小林 淳一�橋 顕輔氏 根本 康広 新冠 新冠橋本牧場 ４８０＋ ８３：１６．８２ ２４６．５�
２３ 	 チ ャ ク ラ 牡６栗 ５８ 小牧 太田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４８２＋ ４３：１６．９クビ １９３．２�
８１７ ブルートルネード 牡５鹿 ５８ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 兼雄 白老 白老ファーム ５２８＋１６３：１８．７大差 １９７．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ７３０，７６９，５００円 複勝： ４５５，２７６，７００円 枠連： １，０５１，６４８，０００円

普通馬連： ３，５１８，０１９，７００円 馬単： ３，６９５，２８６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １，０２１，７９４，５００円

３連複： ３，３３７，７６５，４００円 ３連単： １２，４５２，３６７，６００円 計： ２６，２６２，９２８，２００円

払 戻 金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ４７０円 枠 連（４－６） ３９０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ７５０円 �� １，９９０円

３ 連 複 ��� ２，８４０円 ３ 連 単 ��� ４，３２０円

票 数

単勝票数 計７３０７６９５ 的中 � ５５０２７９９（１番人気）
複勝票数 計４５５２７６７ 的中 � ２００４９１０（１番人気）� ５５７３１４（２番人気）� １３６７１８（８番人気）
枠連票数 計１０５１６４８０ 的中 （４－６）２０２８３６５（１番人気）
普通馬連票数 計３５１８０１９７ 的中 �� ６８５４１２８（１番人気）
馬単票数 計３６９５２８６８ 的中 �� ６３８０１７９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０２１７９４５ 的中 �� １５３７１４９（１番人気）�� ３０４６１１（７番人気）�� １０６２８０（２３番人気）
３連複票数 計３３３７７６５４ 的中 ��� ８７０２１２（１１番人気）
３連単票数 計１２４５２３６７６ 的中 ���２１２９４０２（１１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１１．５―１１．９―１２．２―１２．２―１２．０―１３．２―１２．６―１２．７―１２．９―１２．７―１１．３―１１．０―１１．２―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．０―２４．７―３６．２―４８．１―１：００．３―１：１２．５―１：２４．５―１：３７．７―１：５０．３―２：０３．０―２：１５．９―２：２８．６

２，６００� ２，８００� ３，０００�
―２：３９．９―２：５０．９―３：０２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→
→」 上り４F４４．８―３F３３．５
１
�

・（１７，５）（８，１５）１１，６，４，１６（１４，１２）（９，２）１０（１，１３，７）－３・（１７，５，１５）（８，１１，４，７）（６，１６）（１，１２，２）１４（９，１０，１３，３）
２
�

・（１７，５）（８，１５）１１（６，４）１６（１４，１２）２，９，１０，７（１，１３）３
７（１５，４，１１）（５，１，２）（１７，８，１６）（６，３）（１４，１３）（９，１０，１２）

勝馬の
紹 介

�ディープインパクト �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Alzao デビュー ２００４．１２．１９ 阪神１着

２００２．３．２５生 牡４鹿 母 ウインドインハーヘア 母母 Burghclere １０戦９勝 賞金 ８８４，４４５，０００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。



１２０４８ ４月３０日 晴 良 （１８京都３）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�

も も や ま

桃 山 特 別
発走１６時２０分 （ダート・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．４．３０以降１８．４．２３まで１回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

１２ � グランプリスター 牡５鹿 ５７．５ 小牧 太齊藤 雅志氏 服部 利之 門別 目黒牧場 ４６８－ ２１：５０．３ ３．９�

２３ � イアオニードル 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４８８－２２１：５０．５１ ４．５�

５１０ ビッググラス 牡５鹿 ５８ 和田 竜二�ビッグ 中尾 秀正 静内 マークリ牧場 ５０８－ ２１：５１．１３� ４．６�
４７ ゴッドセンド 牡４黒鹿５５ 服部 剛史西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７６＋ ４１：５１．３１� ４７．６�
８１６	 エイシンロンバード 牡４栗 ５６ 安藤 勝己平井 豊光氏 湯浅 三郎 米

Brilliant Stables,
Inc., Morris Brothers
& Elliott Walden

B４９８＋ ２ 〃 ハナ １０．９�
３６ セフティパラダイス 牝５栗 ５２ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４９４－ ４１：５１．４� １０２．６	
４８ � テイエムカミガカリ 牡４栗 ５４ G．ボス 竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 石郷岡 松

太郎 ５１６± ０ 〃 クビ ７４．３

（豪）

７１３�
 ナムラカイソク 牡６黒鹿５５ 小池 隆生奈村 信重氏 河内 洋 門別 新井 弘幸 ４６６＋ ２１：５１．５� ５９．７�
５９ � サクラギャラクシー 牡６鹿 ５７ 四位 洋文�さくらコマース清水 出美 静内 谷岡牧場 ４６４－ ４１：５１．７１� ２２．１�
７１４
 セレスクラブ 牡４鹿 ５３ 秋山真一郎岡 浩二氏 鮫島 一歩 浦河 村下牧場 ４６８－ ６１：５１．８� １７２．９
１１ クリアヴィジョン 牡５栗 ５７ 福永 祐一吉田 勝己氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４５２－ ２１：５１．９クビ １１．２�
６１１	 デイフラッシュ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford ４９６－ ４１：５２．２２ ４．９�
６１２ ナリタブラック 牡４芦 ５４ 幸 英明�オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ４８２± ０ 〃 クビ １５７．４�
２４ � スカイリュウマ 牡６青鹿５２ 高橋 亮小林 久義氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ５１２± ０１：５２．３クビ ２４９．２�
３５ セルリアングルーヴ 牡６栗 ５２ 小林 徹弥�イクタ 小島 貞博 新冠 中地 茂美 ４５２＋１２１：５２．５１ ３９０．８�
８１５ テンカタイヘイ 牡６黒鹿５６ 柴田 善臣�ターフ・スポート二ノ宮敬宇 米 Tahei

Stud Farm B５１０＋ ８１：５３．１３� １９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５６，１７８，６００円 複勝： ７８，５０８，９００円 枠連： ９０，１２５，３００円

普通馬連： ４００，２３８，０００円 馬単： ２５４，４３５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ８２，８６４，０００円

３連複： ３２５，７２１，８００円 ３連単： ７６８，３５５，３００円 計： ２，０５６，４２７，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（１－２） ６７０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ４，６９０円

票 数

単勝票数 計 ５６１７８６ 的中 � １１５６５１（１番人気）
複勝票数 計 ７８５０８９ 的中 � １６７９１８（１番人気）� １０９６１９（４番人気）� １１５１９０（３番人気）
枠連票数 計 ９０１２５３ 的中 （１－２） ９９８９９（２番人気）
普通馬連票数 計４００２３８０ 的中 �� ３９０３１８（２番人気）
馬単票数 計２５４４３５９ 的中 �� １０７３８１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８２８６４０ 的中 �� ６９８２８（２番人気）�� ９９５９６（１番人気）�� ４４７５５（４番人気）
３連複票数 計３２５７２１８ 的中 ��� ２５９１０７（１番人気）
３連単票数 計７６８３５５３ 的中 ��� １２１１４４（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１２．９―１２．７―１２．６―１２．６―１１．７―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．６―４９．３―１：０１．９―１：１４．５―１：２６．２―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．８
１
３
２，３（８，１４）（１０，１６）７（５，９，１２）１５，１１，６，１３－１，４
２，３（１０，１４）（８，１６）（７，９）（５，１５）（６，１１，１２）１３－（１，４）

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

勝馬の
紹 介

�グランプリスター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブラツクスキー デビュー ２００３．１２．７ 阪神８着

２００１．４．１生 牡５鹿 母 ブラッククイン 母母 キ ク テ ン ２４戦５勝 賞金 ７４，１７４，０００円
※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。
（非当選馬） ５頭 オッティミスタ号・シュンサイ号・タマモゴーアップ号・バイオレットボス号・マイネルガーランド号
※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。



（１８京都３）第４日 ４月３０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

４３６，３８０，０００円
８，４００，０００円
１９，４４０，０００円
１，９１０，０００円
１，０７０，０００円
７，１４０，０００円
４８，８６０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６５，６４１，０００円
５，２５７，０００円
１，７９７，８００円

勝馬投票券売得金
１，０４４，７３２，４００円
８２１，２５５，１００円
１，４７３，４５４，０００円
５，１５９，９７５，５００円
５，０７２，６５４，２００円
１，４１０，０１７，９００円
５，１０１，０９５，３００円
１４，２５３，８４５，３００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 ３４，３３７，０２９，７００円

総入場人員 ９３，９４４名 （有料入場人員 ９２，０９４名）




