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１２００１ ４月２１日 晴 稍重 （２４京都３）第１日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１１ ピンウィール 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０＋ ４１：５４．２ １２．３�

３５ アグネスダリム 牝３栗 ５４
５１ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４ 〃 クビ １８．４�

７１４ アムールレジェンド 牝３黒鹿５４ 福永 祐一太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２０＋ ２１：５４．３クビ ２．６�
２４ フェアリーロンド 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４９２＋ ４１：５４．８３ ５．６�
２３ ケイティーズハート 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ４１：５５．６５ ２．３�
５９ アッパレオリュウ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４９２－ ４１：５５．９２ ８９．３	
７１３ ロンダドール 牝３鹿 ５４ 国分 優作 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４５０ ― 〃 ハナ ５４．４

６１１ マルヨフレンドリー 牝３鹿 ５４ 幸 英明野村 春行氏 梅田 智之 えりも 上島牧場 ４８０－ １ 〃 クビ ６７．９�
４８ スターファンタジア 牝３黒鹿５４ 小牧 太下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４６２＋ ２１：５６．３２� １５５．７�
５１０ クイーンキセキ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 B４３２± ０１：５６．５１� ２５９．８
６１２ オサマジョール 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４１４± ０ 〃 クビ ３５２．９�
８１５ ステラーフェアリー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介 �ダイヤモンドファーム 新川 恵 浦河 有限会社

松田牧場 ４３２－ ４１：５６．７１� ３８．１�
３６ サダムクックパイン 牝３鹿 ５４ 尾島 徹大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１２－ ２１：５６．９１� １５３．８�
（笠松）

１２ スリーセシール 牝３鹿 ５４
５１ ▲菱田 裕二永井商事� 武 宏平 新ひだか 藤井 益美 ４１２－１２１：５７．２１� ２５１．６�

４７ シゲルトマト 牝３鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４６－ ２１：５７．３� ５５．３�

８１６ アキノギムレット 牝３栗 ５４ N．ピンナ 穐吉 正孝氏 角居 勝彦 新ひだか 西村 和夫 ４０６＋１２１：５８．２５ ９４．３�
（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１２１，１００円 複勝： ３６，３５８，８００円 枠連： １１，２７５，６００円

馬連： ３５，７２４，９００円 馬単： ２７，８２８，８００円 ワイド： １９，０７９，２００円

３連複： ５７，６９８，４００円 ３連単： １０２，３９４，３００円 計： ３０６，４８１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ３１０円 � ２８０円 � １３０円 枠 連（１－３） ５，４７０円

馬 連 �� ４，５３０円 馬 単 �� １０，２８０円

ワ イ ド �� １，５８０円 �� ５３０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ４，８００円 ３ 連 単 ��� ４７，２６０円

票 数

単勝票数 計 １６１２１１ 的中 � １０３７１（４番人気）
複勝票数 計 ３６３５８８ 的中 � ２４５８３（５番人気）� ２８０４８（４番人気）� １０５２５６（２番人気）
枠連票数 計 １１２７５６ 的中 （１－３） １５２２（１３番人気）
馬連票数 計 ３５７２４９ 的中 �� ５８２５（１１番人気）
馬単票数 計 ２７８２８８ 的中 �� １９９８（２５番人気）
ワイド票数 計 １９０７９２ 的中 �� ２８２４（１２番人気）�� ９４０６（６番人気）�� ５６６６（７番人気）
３連複票数 計 ５７６９８４ 的中 ��� ８８７７（１２番人気）
３連単票数 計１０２３９４３ 的中 ��� １５９９（１０７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１３．２―１３．５―１３．３―１２．２―１２．７―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３７．２―５０．７―１：０４．０―１：１６．２―１：２８．９―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ピンウィール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１２．３ 阪神８着

２００９．４．１１生 牝３栗 母 オルカインパルス 母母 プ ケ コ ５戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔制裁〕 アグネスダリム号の騎手中井裕二は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３番への進路影響）
※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。
（非抽選馬） ２頭 サクラセレサ号・ヒガンバナ号
※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。

１２００２ ４月２１日 晴 稍重 （２４京都３）第１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 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

２４ ビッグビート 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５６６＋ ２１：２４．５ １．９�

２３ ヒシタイフーン 牡３青鹿５６ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット ４７８＋ ８１：２４．６� ２０．０�
１１ フミノメルキオール 牡３栗 ５６ 小林 徹弥谷 二氏 目野 哲也 日高 山際 辰夫 ４８４－ ２１：２４．８１� ７．０�
４７ ミッキーヘネシー 牡３栃栗 ５６

５３ ▲中井 裕二野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 B４７８± ０１：２５．１２ ３７．３�
６１２ サンクフルネス 牡３青 ５６

５５ ☆高倉 稜小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 ４５０－ ８ 〃 ハナ ８２．７�
７１３ ハクサンアース 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 河� 五市氏 西園 正都 様似 スイートフアーム ４７０＋ ２１：２５．４２ ４．１�

（伊）

４８ � シゲルパッション 牡３栗 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 藤岡 範士 米 Northwest
Farms LLC B４６２± ０１：２５．５クビ ３１．０	

５９ タガノカプリッチョ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７０－ ６ 〃 クビ ９．９


３５ デンタルボーイ 牡３栗 ５６
５３ ▲菱田 裕二安田 光則氏 柴田 光陽 新冠 川筋 克幸 ４７８－ ２１：２５．８１	 ４０３．１�

７１４ キタサンテンニョ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�大野商事 鹿戸 明 新冠 渡 信義 ４５４± ０１：２６．２２� ５１．８�
１２ ホクセツウィン 牡３黒鹿５６ 浜中 俊平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 元道牧場 ４９０ ―１：２６．４１� １７．８�
６１１ スリーキャピトル 牝３鹿 ５４ 尾島 徹永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４５４－ ４１：２６．５� ５８２．０�

（笠松）

８１６ トウカイカンターレ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一内村 正則氏 牧浦 充徳 新冠 長浜牧場 ４７８－ ４１：２６．６クビ ４３．６�
５１０ ス ペ ク ラ 牡３鹿 ５６ 北村 友一林 正道氏 村山 明 安平 追分ファーム ５００ ― 〃 ハナ ９１．０�
３６ エスケイタイガー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也服部 新平氏 小原伊佐美 日高 日西牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ５１９．５�
８１５ シゲルキンカン 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 下屋敷牧場 ４４０＋ ２１：２６．７クビ １３０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７９７，８００円 複勝： ３６，６６１，１００円 枠連： １１，６４９，５００円

馬連： ３７，４３１，０００円 馬単： ２７，８２６，１００円 ワイド： １９，７７５，０００円

３連複： ５５，５８１，４００円 ３連単： ９４，７７５，８００円 計： ３０１，４９７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２９０円 � １９０円 枠 連（２－２） １，６２０円

馬 連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ２９０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ２，２４０円 ３ 連 単 ��� ９，８７０円

票 数

単勝票数 計 １７７９７８ 的中 � ７４３４９（１番人気）
複勝票数 計 ３６６６１１ 的中 � １１５７４５（１番人気）� ２３６２５（５番人気）� ４６５７７（３番人気）
枠連票数 計 １１６４９５ 的中 （２－２） ５３１６（６番人気）
馬連票数 計 ３７４３１０ 的中 �� １８９４２（５番人気）
馬単票数 計 ２７８２６１ 的中 �� １０１００（６番人気）
ワイド票数 計 １９７７５０ 的中 �� ８３４５（６番人気）�� １９２００（２番人気）�� ３６６８（１０番人気）
３連複票数 計 ５５５８１４ 的中 ��� １８３８４（６番人気）
３連単票数 計 ９４７７５８ 的中 ��� ７０８８（２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１１．９―１２．２―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．８―４６．７―５８．９―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグビート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．１２．１１ 小倉９着

２００９．５．４生 牡３鹿 母 ストームティグレス 母母 アンファンテ ５戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
※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。
（非抽選馬） ２頭 カシノアラシ号・プルーフポジティブ号
※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。

第３回 京都競馬 第１日



１２００３ ４月２１日 晴 良 （２４京都３）第１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）

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

６１２ ブラボープリンス 牡３栗 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４７８－１４１：４８．５ ２８．０�

２３ アドマイヤシルク 牝３鹿 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２± ０ 〃 ハナ ５．３�

７１５ マーティンボロ 牡３青鹿５６ 四位 洋文吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３４－ ４１：４８．７１� ２．７�
１２ トウカイジョイフル 牡３栗 ５６ 国分 優作内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４６０ ― 〃 ハナ ２０．０�
４７ オールブラックス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４６０－ ６１：４８．８クビ ３．６�
４８ ベ ル ニ ー ニ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０ ― 〃 クビ １６．４�
３６ メイショウタマカゼ 牡３栗 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４４－ ６ 〃 ハナ ４１．２�
５１０ ダノンルーチェ 牡３鹿 ５６ 小牧 太	ダノックス 角居 勝彦 浦河 大北牧場 ４３２－ ２１：４８．９クビ １０．５

２４ ランフォージン 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋ ４１：４９．２１� ５６．１�
１１ プリュムローズ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二野島 春男氏 庄野 靖志 日高 野島牧場 ４５８＋１０１：４９．５１� ２２．１
７１４ マヤノポルカ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４１８－ ８１：４９．８２ １８０．１�
５９ タニノバリモア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 ４１８－ ４１：５０．２２� ３４２．８�
６１１ メイショウタービン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４４６－ ４１：５０．６２� ４０．０�
８１６ シゲルハッサク 牡３芦 ５６

５５ ☆高倉 稜森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 ４８０＋ ２１：５０．７� ２７０．２�
７１３ カツラライデン 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也小林 茂行氏 湯窪 幸雄 様似 清水スタッド ４４０－ ２ 〃 クビ １４１．４�
３５ メイショウヤギュウ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４８＋ ６１：５０．９� ４８．１�
８１８ キングスーパーマン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４６８＋ ４１：５１．３２� ２３３．２�
８１７ オーバルライト 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�ターフ・スポート加用 正 浦河 鵜木 唯義 ４６６ ―１：５６．２大差 ７８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，６５９，６００円 複勝： ２９，７３３，９００円 枠連： １４，１９１，９００円

馬連： ３８，８２５，５００円 馬単： ２６，４６２，２００円 ワイド： １９，３９３，９００円

３連複： ５４，３５１，５００円 ３連単： ８５，２９４，７００円 計： ２８４，９１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８００円 複 勝 � ５４０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（２－６） ３，６８０円

馬 連 �� ５，９２０円 馬 単 �� １３，３４０円

ワ イ ド �� １，６９０円 �� １，４１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ５，３００円 ３ 連 単 ��� ７１，６２０円

票 数

単勝票数 計 １６６５９６ 的中 � ４７０１（８番人気）
複勝票数 計 ２９７３３９ 的中 � ９５５９（９番人気）� ４０７３４（３番人気）� ８６４３８（１番人気）
枠連票数 計 １４１９１９ 的中 （２－６） ２８５３（１６番人気）
馬連票数 計 ３８８２５５ 的中 �� ４８４７（１９番人気）
馬単票数 計 ２６４６２２ 的中 �� １４６４（４２番人気）
ワイド票数 計 １９３９３９ 的中 �� ２６７８（１８番人気）�� ３２４１（１３番人気）�� １２８６９（２番人気）
３連複票数 計 ５４３５１５ 的中 ��� ７５７５（１６番人気）
３連単票数 計 ８５２９４７ 的中 ��� ８７９（１９４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１１．８―１２．４―１２．５―１２．１―１１．７―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３６．４―４８．８―１：０１．３―１：１３．４―１：２５．１―１：３６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラボープリンス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１２．１７ 阪神５着

２００９．４．５生 牡３栗 母 ブラボーサンライズ 母母 ヴィジットマン ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔その他〕 オーバルライト号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーバルライト号は，平成２４年５月２１日まで平地競走に出走できない。
※カツラライデン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２００４ ４月２１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２４京都３）第１日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
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３：１１．２良・重

４６ ディアプリンシパル 牡７青 ６０ 北沢 伸也寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４８８－ ４３：１３．７ ３．９�

３４ ヴァンダライズ 牡５栗 ６０ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４７８＋ ８３：１３．９１� ５．８�
７１２ シゲルタック 牡８鹿 ６０ 中村 将之森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ５０２＋ ２３：１４．０� １．８�
８１３ ナリタトルネード 牡７栗 ６０ 白浜 雄造�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４６８－１８３：１４．３２ １０．７�
６１０ ファイブイーグル 牡５鹿 ６０ 西谷 誠�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５２８± ０３：１６．７大差 ２５．０�
１１ � ベートーヴェン 牡７鹿 ６０ 黒岩 悠中島 稔氏 日吉 正和 浦河 冨岡牧場 ５１６± ０３：１７．１２� ７０．８	
６９ ハクユウサンサン 牡４鹿 ５９ 難波 剛健 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４８０＋ ４３：１７．２クビ ５５．７

８１４ シ ー ラ イ フ 牝４芦 ５７ 小坂 忠士佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ５１４－ ４３：１７．６２� ２４．３�
５７ マイネルプルート 牡８黒鹿６０ 穂苅 寿彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 門別 庄野牧場 ４８２－ ８３：１８．８７ ６２．２�
７１１� マーチインパクト 牡７鹿 ６０

５７ ▲森 一馬名古屋友豊� 作田 誠二 門別 白井牧場 ５０６＋ ６３：１９．７５ １４４．０
３３ � タビニデヨウ 牡４芦 ５９ 高田 潤小田切有一氏 田中 章博 日高 大江牧場 ４４８± ０３：２０．６５ ５８．８�
４５ � オースミラバー 牡４黒鹿５９ 今村 康成�オースミ 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ５０８－１６３：２２．１９ １２５．７�
２２ � ティーケイラビット 牝４鹿 ５７ ▲高嶋 活士喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４５８－１０３：２４．９大差 ３８４．５�
５８ ユキノミラクル 牡４栗 ５９ 田村 太雅ロイヤルパーク 領家 政蔵 平取 高橋 啓 ４９８＋ ８３：２５．１１ ５８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，９２８，６００円 複勝： ２３，７０４，３００円 枠連： １０，８２８，５００円

馬連： ２７，８０８，４００円 馬単： ２４，６１０，２００円 ワイド： １４，５００，２００円

３連複： ４３，３７５，４００円 ３連単： ８０，１９１，０００円 計： ２３９，９４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（３－４） １，２６０円

馬 連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� １５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ７，１９０円

票 数

単勝票数 計 １４９２８６ 的中 � ３０８９２（２番人気）
複勝票数 計 ２３７０４３ 的中 � ４０８５７（２番人気）� ２７０８０（３番人気）� １００１０３（１番人気）
枠連票数 計 １０８２８５ 的中 （３－４） ６３６５（５番人気）
馬連票数 計 ２７８０８４ 的中 �� １３７６６（５番人気）
馬単票数 計 ２４６１０２ 的中 �� ６３８０（９番人気）
ワイド票数 計 １４５００２ 的中 �� ６８００（４番人気）�� ３１１８４（１番人気）�� １２７５２（２番人気）
３連複票数 計 ４３３７５４ 的中 ��� ４１０３４（１番人気）
３連単票数 計 ８０１９１０ 的中 ��� ８２３３（１５番人気）

上り １マイル １：４５．８ ４F ５１．９－３F ３９．０
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
１４，１２＝（９，１３）（６，４）１（５，７）－１０，３－２－１１＝８
１２－１３，４－６，１４（９，７）－（１，１０）＝５，３－１１＝２＝８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアプリンシパル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１２．１ 阪神８着

２００５．３．３０生 牡７青 母 エリモアテナ 母母 エリモパッション 障害：６戦１勝 賞金 １５，６００，０００円
※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 イッツアチャンス号



１２００５ ４月２１日 晴 良 （２４京都３）第１日 第５競走 ��１，４００�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

１：２０．５
１：１９．０

良

良

４８ イントゥザブルー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二木村 直樹氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６８－ ４１：２１．３ ５．２�

７１３ ハナズルナピエナ 牝３鹿 ５４ N．ピンナ M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム ４２０＋ ８１：２１．５１ １７．５�
（伊）

８１７ キタサンエピソード 牡３栗 ５６ 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 ４７４－ ２ 〃 ハナ １２．１�
６１２ インクレセント 牝３青鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム ４３２＋ ８ 〃 クビ ６．１�
５９ ゴールドベル 牡３黒鹿５６ 四位 洋文松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４７２＋２０１：２１．７１� ４．７�
５１０ サクラインペリアル 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４６８ ―１：２２．０１� ９９．２	
４７ トーコーレガーロ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７８－１０ 〃 ハナ ６．８

８１８ タマモトッププレイ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４９０＋ ８１：２２．２１� ３．９�
２３ マイネルオラシオン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 むかわ 市川牧場 ４５０＋ ４１：２２．５１� ４８．６�
１１ ハートオブグリーン 牝３黒鹿５４ 幸 英明 �グリーンファーム 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ４５４± ０１：２２．７１� ２０．７�
７１５ タイキベイビー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B４２６－ ６１：２３．０２ １２６．９�
３５ フェリスタス 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム ４３０ ― 〃 アタマ ３５．１�
１２ トリックスター 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介岡田 牧雄氏 宮 徹 様似 澤井 義一 ４７２± ０１：２３．４２� ３３４．８�
８１６ ハッピーメイカー 牝３黒鹿５４ 国分 優作�三枝牧場 清水 久詞 浦河 三枝牧場 ４３０－ ８ 〃 アタマ ２６２．７�
２４ ホワイトクレマチス 牝３芦 ５４ 秋山真一郎�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 ４２８ ―１：２３．７２ ２５９．５�
３６ アサクサフレンチ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４４２± ０１：２４．０１� ３７２．２�
６１１ グリーディーボス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�グランプリ 森 秀行 安平 ノーザンファーム ４３８ ―１：２６．０大差 ９５．０�
７１４ ヤマニンヘリテージ 牡３鹿 ５６ 北村 友一土井 薫氏 日吉 正和 新冠 錦岡牧場 ４４４ ―１：２６．２１� ２１７．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，５３５，０００円 複勝： ４０，０９０，３００円 枠連： １５，９１２，３００円

馬連： ４７，０３３，８００円 馬単： ３０，６０１，７００円 ワイド： ２３，１８１，５００円

３連複： ６７，０３３，８００円 ３連単： １０４，０４２，２００円 計： ３４９，４３０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２３０円 � ４９０円 � ４２０円 枠 連（４－７） １，９８０円

馬 連 �� ３，８４０円 馬 単 �� ６，５５０円

ワ イ ド �� １，４８０円 �� １，５９０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� １９，１７０円 ３ 連 単 ��� ８１，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２１５３５０ 的中 � ３３０３５（３番人気）
複勝票数 計 ４００９０３ 的中 � ５３３６５（４番人気）� １９６７２（７番人気）� ２３５８６（６番人気）
枠連票数 計 １５９１２３ 的中 （４－７） ５９４３（９番人気）
馬連票数 計 ４７０３３８ 的中 �� ９０５２（１８番人気）
馬単票数 計 ３０６０１７ 的中 �� ３４５３（２７番人気）
ワイド票数 計 ２３１８１５ 的中 �� ３９０７（２０番人気）�� ３６０４（２１番人気）�� ２２２６（２７番人気）
３連複票数 計 ６７０３３８ 的中 ��� ２５８１（５６番人気）
３連単票数 計１０４０４２２ 的中 ��� ９４３（２６８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１１．７―１１．６―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．１―４６．８―５８．４―１：０９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．５
３ ９，１３（８，１５）（１７，１８）１２，１６（７，１０）５（３，４）１，６，２＝（１１，１４） ４ ９，１３（８，１７，１５，１８）１２，１６（７，１０）（３，５，４）１（２，６）＝（１１，１４）

勝馬の
紹 介

イントゥザブルー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー ２０１１．９．３ 札幌２着

２００９．３．３１生 牡３鹿 母 ビッグテンビー 母母 モ ガ ミ ヒ メ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 ハッピーメイカー号の騎手国分優作は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（７番・３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリーディーボス号・ヤマニンヘリテージ号は，平成２４年５月２１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カツラライデン号
（非抽選馬） ３頭 アートオブライツ号・テストマッチ号・メイショウキヨヒメ号
※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。

１２００６ ４月２１日 晴 良 （２４京都３）第１日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

３３ アルキメデス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６４＋ ２１：３３．０ ２．２�

１１ プレミアムブルー 牡３栗 ５６ 幸 英明 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 ４６８± ０１：３３．２１� ４．１�
７７ ドリームトレイン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４８０± ０１：３３．３� １１．０�
５５ ニシノビークイック 牡３栗 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 ４７２＋ ４１：３３．５１� ５．４�
４４ ブルーハーツクライ 牡３栗 ５６ 小牧 太 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 ４８０－ ２１：３３．７１� １５．９�
７８ ヴァンガード 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０４＋ ４１：３４．２３ １８．９�
８１０ アンクルスパート 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 ４９０－ ６１：３４．５２ １２９．６	
２２ キネオピューマ 牡３鹿 ５６ N．ピンナ ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム ４４０＋ ２１：３４．６クビ ６．９

（伊）

６６ � スーパーマリン 牝３鹿 ５４ 尾島 徹�ホースケア 南 輝幸 新ひだか 荒木 貴宏 ４０２＋ ５１：３８．１大差 ２４５．４�
（笠松） （笠松）

８９ クニノカンタロー 牡３鹿 ５６ 北村 友一國立 治氏 境 直行 青森 織笠 時男 ４４０＋ ４１：３８．６３ １６９．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２３，９７９，２００円 複勝： ３５，６２３，０００円 枠連： １２，５０２，５００円

馬連： ４５，９９１，０００円 馬単： ３４，７７９，８００円 ワイド： ２０，７９９，０００円

３連複： ５５，８２９，３００円 ３連単： １２９，４１７，８００円 計： ３５８，９２１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（１－３） ４５０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ３５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，３００円 ３ 連 単 ��� ３，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２３９７９２ 的中 � ８７５０８（１番人気）
複勝票数 計 ３５６２３０ 的中 � １０１３７９（１番人気）� ６３８９６（２番人気）� ３０４６７（５番人気）
枠連票数 計 １２５０２５ 的中 （１－３） ２０８２５（１番人気）
馬連票数 計 ４５９９１０ 的中 �� ７３６９４（１番人気）
馬単票数 計 ３４７７９８ 的中 �� ３３７６０（１番人気）
ワイド票数 計 ２０７９９０ 的中 �� ３２５５０（１番人気）�� １３５２７（５番人気）�� １１６３７（７番人気）
３連複票数 計 ５５８２９３ 的中 ��� ３１７５６（４番人気）
３連単票数 計１２９４１７８ 的中 ��� ２３９９８（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．４―１２．０―１１．７―１１．４―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３４．８―４６．８―５８．５―１：０９．９―１：２１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．５
３ １，３（２，５）８（７，１０，９）－４＝６ ４ １，３（２，５，８）７（１０，４）－９－６

勝馬の
紹 介

アルキメデス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１１．１０．２９ 京都１着

２００９．３．２４生 牡３鹿 母 アーキオロジー 母母 Caress ６戦２勝 賞金 ２７，６７０，０００円
〔その他〕 スーパーマリン号・クニノカンタロー号は，１着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「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，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１２００７ ４月２１日 晴 良 （２４京都３）第１日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１６ ナムラジュエル 牝４栗 ５５ 小牧 太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ４４２－ ４１：１１．４ ２．６�

６１１ プリンセスエリー 牝５黒鹿５５ 畑端 省吾�ターフ・スポート吉村 圭司 浦河 谷川牧場 ４９８－ ６１：１１．６１� ３０．０�
４８ ラ パ ヌ イ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B４７４－ ４１：１１．８１� ７．５�
６１２ サルココッカ 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也吉田 和美氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ４０６＋ ６１：１１．９� ３２．０�
５１０ セ ラ ヴ ィ 牝４黒鹿５５ 国分 優作�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４２２＋１２ 〃 ハナ ９５．８�
５９ ガールズストーリー 牝４黒鹿５５ 秋山真一郎吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４２２－ ２１：１２．０� １３．７�
１１ エリモミヤビ 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４６０－ ２ 〃 ハナ ３１．４	
３５ サイズミックレディ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 ４８０－ ４１：１２．３１� ２２．４

２４ ワイキキブリーズ 牝５栗 ５５

５４ ☆高倉 稜折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４９６＋ ２１：１２．６１� ７．８�
７１４ ヴィクトリーマーチ 牝５栗 ５５ 武 幸四郎吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４６４＋ ４１：１２．８１� ４．２�
３６ ブルーミングメイン 牝４栗 ５５ 幸 英明内田 滋三氏 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４５４－ ４ 〃 アタマ ２３６．４
１２ スマイリングムーン 牝４黒鹿５５ 福永 祐一吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ５０４＋ ６１：１２．９クビ ９．４�
４７ アフロディシアス 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新冠 村本牧場 ４３８＋ ６１：１３．２２ ４６．５�
７１３� ア ニ ー 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介武田 茂男氏 野中 賢二 新冠 細川農場 ４４２－１０ 〃 クビ １９０．１�
２３ � ワンダーソング 牝５鹿 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 新ひだか 米田牧場 ４３０－１８１：１３．５２ ３７８．１�
８１５� キンイロノカゼ 牝４栗 ５５ 北村 友一宮田 守氏 崎山 博樹 日高 松平牧場 ４９０－１０１：１７．９大差 ６６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０５９，２００円 複勝： ３８，８２８，４００円 枠連： １５，９６３，１００円

馬連： ５６，６９１，３００円 馬単： ３４，４４３，７００円 ワイド： ２５，５７７，８００円

３連複： ７７，２８９，２００円 ３連単： １２０，２０７，５００円 計： ３９０，０６０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １６０円 � ６９０円 � ２６０円 枠 連（６－８） ２，４１０円

馬 連 �� ４，４９０円 馬 単 �� ６，９９０円

ワ イ ド �� １，７８０円 �� ６１０円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� １０，６６０円 ３ 連 単 ��� ５６，８００円

票 数

単勝票数 計 ２１０５９２ 的中 � ６３８５１（１番人気）
複勝票数 計 ３８８２８４ 的中 � ８３５３４（１番人気）� １１２９７（１０番人気）� ３８３２７（４番人気）
枠連票数 計 １５９６３１ 的中 （６－８） ４９０８（１２番人気）
馬連票数 計 ５６６９１３ 的中 �� ９３２９（１６番人気）
馬単票数 計 ３４４４３７ 的中 �� ３６４０（２８番人気）
ワイド票数 計 ２５５７７８ 的中 �� ３４４４（２１番人気）�� １０９３９（４番人気）�� ３４１６（２２番人気）
３連複票数 計 ７７２８９２ 的中 ��� ５３５１（３１番人気）
３連単票数 計１２０２０７５ 的中 ��� １５６２（１７３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．８―１２．１―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３５．０―４７．１―５８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．４
３ １６，１０，１１（５，１５）（９，１２）（４，８）（６，１４）（１，７）－（２，１３）－３ ４ ・（１６，１０）１１，５（９，１２）（４，８）６（１，７，１４）１５，２，３，１３

勝馬の
紹 介

ナムラジュエル �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Afleet デビュー ２０１０．１１．１３ 京都８着

２００８．４．２５生 牝４栗 母 ネクストタイム 母母 ジ ャ ビ ラ バ ３戦１勝 賞金 ９，９００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 キンイロノカゼ号は，平成２４年５月２１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミラグロッサ号
（非抽選馬） １頭 ハイライトリール号

１２００８ ４月２１日 晴 良 （２４京都３）第１日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５９ ライブリシーラ 牡５栗 ５７ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５１８＋ ４１：５３．３ ２２．１�

４７ �� ロットトゥウィン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二前田 幸治氏 宮本 博 米
The Robert B.
and Beverly J.
Lewis Trust

４８６－ ８ 〃 クビ １０．６�
１１ テイエムエビスオー 牡４鹿 ５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４８８± ０１：５３．４クビ ９．１�
２３ ナポレオンバローズ 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 ４９０＋ ４ 〃 ハナ ７．６�
７１３ ナリタデリゲート 牡４黒鹿５７ 福永 祐一�オースミ 木原 一良 日高 千葉飯田牧場 ５１６＋ ２ 〃 クビ １７．２�
２２ マーリンシチー 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４６８－ ４１：５３．５	 １７．８�
６１０ マコトヴォイジャー 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５３０－ ２１：５３．６クビ ２．５	
８１４ トランソニック 牡６栗 ５７ 岩田 康誠太田 美實氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 ４７４＋ ２１：５３．７
 ４．５

８１５ チャームドライフ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４７２－ ８１：５４．２３ １５２．９�

７１２ アレックスバローズ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊猪熊 広次氏 野中 賢二 新冠 川島牧場 ４６２＋ ２１：５４．３クビ ２８．８�
３５ コ ル ー ジ ャ �４鹿 ５７ 国分 優作野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 B４８０－１８ 〃 クビ １６．７
５８ � アドマイヤアクア 牡４青鹿５７ 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－ ８１：５４．４クビ ８３．０�
３４ クレバーキング 牡４鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５８± ０１：５５．４６ １３９．６�
６１１� ミエノスペシャル 牝４青鹿５５ 小牧 太里見美惠子氏 村山 明 新ひだか 桜井牧場 ４４６－１０１：５８．２大差 １２０．２�
４６ � リッカーデボット 牡５栗 ５７

５４ ▲水口 優也立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４６８＋２２１：５９．１５ ４４４．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，２９６，９００円 複勝： ３９，４９０，５００円 枠連： １４，９４０，３００円

馬連： ５６，５２２，２００円 馬単： ３４，７８６，６００円 ワイド： ２５，１５３，１００円

３連複： ７７，０２９，０００円 ３連単： １２２，４４９，７００円 計： ３９１，６６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２１０円 複 勝 � ４６０円 � ３２０円 � ３００円 枠 連（４－５） ６，０５０円

馬 連 �� ６，１７０円 馬 単 �� １７，１４０円

ワ イ ド �� １，９５０円 �� １，６９０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� １６，２６０円 ３ 連 単 ��� １５２，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２１２９６９ 的中 � ７６２８（９番人気）
複勝票数 計 ３９４９０５ 的中 � ２１１９８（８番人気）� ３３０３４（５番人気）� ３７３０９（４番人気）
枠連票数 計 １４９４０３ 的中 （４－５） １８２３（２４番人気）
馬連票数 計 ５６５２２２ 的中 �� ６７６５（２６番人気）
馬単票数 計 ３４７８６６ 的中 �� １４９８（５７番人気）
ワイド票数 計 ２５１５３１ 的中 �� ３１６２（２７番人気）�� ３６７１（２３番人気）�� ４４９５（１９番人気）
３連複票数 計 ７７０２９０ 的中 ��� ３４９７（５７番人気）
３連単票数 計１２２４４９７ 的中 ��� ５９１（４５６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１３．２―１２．６―１２．５―１２．４―１２．５―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３７．３―４９．９―１：０２．４―１：１４．８―１：２７．３―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．５
１
３
９，１０（７，１１）１５（１，１３）（８，１２）（５，１４）３－４，２，６
９，１０（７，１１）（１５，１４）（１３，５）（１，８）（３，１２）（２，４）＝６

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

勝馬の
紹 介

ライブリシーラ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１．２４ 京都１０着

２００７．４．３０生 牡５栗 母 ピサノポペット 母母 フェアトゥザウインド ２７戦２勝 賞金 ２８，７２２，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカーデボット号は，平成２４年５月２１日まで平地競走に出走できない。



１２００９ ４月２１日 晴 良 （２４京都３）第１日 第９競走 ��
��２，４００�ムーニーバレーレーシングクラブ賞

発走１４時２５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
ムーニーバレーレーシングクラブ賞（１着）

賞 品
本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

７１１ ニューダイナスティ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８－ ２２：２６．７ ４．０�

８１３ グランプリブラッド 牡３鹿 ５６ 小牧 太北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４４０－ ８２：２６．８� １７．８�
２２ ジェームズバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 新ひだか 折手牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ３．７�
５６ サンライズトゥルー 牡３鹿 ５６ 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 ４５４＋１２２：２６．９� １２．５�
４４ トーセンギャラリー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４８４－ ６２：２７．４３ ５．５�
３３ ナリタポセイドン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二	オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ５．３

５７ カレンレッドロック 牡３青鹿５６ 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９０－ ８２：２８．６７ １８．８�
７１０� コパノモーニング 	３栗 ５６ 国分 優作小林 祥晃氏 田所 秀孝 新冠 ムラカミファーム ４９０－ ２２：２８．９１� ２１６．６�
４５ ラスカルトップ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４０－ ４ 〃 アタマ ７．８
８１２ クリスマスマーベル 牡３青鹿５６ 太宰 啓介名古屋友豊	 小野 幸治 日高 白井牧場 ４６８－ ４２：３０．１７ ９０．６�
６８ ステラノヴァ 牝３栗 ５４ 池添 謙一矢野 秀春氏 加用 正 新ひだか 矢野牧場 ４８２± ０２：３０．８４ ２２２．３�
１１ メイショウブシドウ 牡３青鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 B４４２－ ２２：３１．０１ ６９．６�
６９ 
 ヴィットリオドーロ 牡３黒鹿５６ N．ピンナ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Yoshiyuki Ito ５００＋ ４２：３７．７大差 ８３．９�

（伊）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，３４８，６００円 複勝： ４５，８８０，５００円 枠連： ２０，８１８，０００円

馬連： ８０，９１４，２００円 馬単： ４６，５９０，３００円 ワイド： ２８，２１２，０００円

３連複： ９５，９８３，４００円 ３連単： １７９，２５３，４００円 計： ５２４，０００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � ３４０円 � １５０円 枠 連（７－８） ２，８８０円

馬 連 �� ３，７８０円 馬 単 �� ６，１１０円

ワ イ ド �� １，４１０円 �� ４６０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ５，０５０円 ３ 連 単 ��� ２８，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２６３４８６ 的中 � ５２５５７（２番人気）
複勝票数 計 ４５８８０５ 的中 � ７４１７４（２番人気）� ２７２４６（７番人気）� ９６１９０（１番人気）
枠連票数 計 ２０８１８０ 的中 （７－８） ５３４７（１４番人気）
馬連票数 計 ８０９１４２ 的中 �� １５８２４（１８番人気）
馬単票数 計 ４６５９０３ 的中 �� ５６３２（２８番人気）
ワイド票数 計 ２８２１２０ 的中 �� ４７２５（２０番人気）�� １６５４１（３番人気）�� ５５０３（１８番人気）
３連複票数 計 ９５９８３４ 的中 ��� １４０３９（２０番人気）
３連単票数 計１７９２５３４ 的中 ��� ４６６５（１０６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．６―３６．５―４９．４―１：０１．８―１：１４．６―１：２７．３―１：３９．７―１：５１．４―２：０２．７―２：１４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．３
１
３
１１－１３，６（２，７，１０）－５－（９，８）－４，１２，３，１
１１，１３，６，２（７，１０）－５，４（３，１）－８，１２＝９

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

勝馬の
紹 介

ニューダイナスティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー ２０１１．１１．２７ 京都２着

２００９．２．１６生 牡３鹿 母 ダイナズクラブ 母母 Dancey Kate ５戦２勝 賞金 １８，３５１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィットリオドーロ号は，平成２４年５月２１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を表示している。

１２０１０ ４月２１日 晴 良 （２４京都３）第１日 第１０競走
オーストラリアターフクラブ賞

��
��２，０００�シドニートロフィー

発走１５時００分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
オーストラリアターフクラブ賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．８
１：５６．１

良

良

１１ カ フ ナ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８４± ０２：００．８ ３．９�

８８ ナリタプラチナ 牡６黒鹿５７ 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８０± ０ 〃 クビ ６．１�
８９ シャイニーブレーヴ 牡５栗 ５７ 北村 友一小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４６６－ ２２：０１．２２� １３．３�
４４ アマファソン 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７８± ０２：０１．３� １．８�
５５ テイエムシバスキー 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４７２－ ８２：０１．６１� １８．７�
２２ レッドシェリフ 牡４栗 ５７ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９４－ ２２：０１．７� １１．４�
７７ マッキーバッハ 牡７鹿 ５７ 幸 英明薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 ４８０＋ ４２：０２．１２� ５０．３	
３３ キンショーオトヒメ 牝７栗 ５５ 池添 謙一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４５２－ ２２：０２．２クビ １１４．５

６６ 	 グリッターテイル 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４６６＋ ２２：０２．７３ ５２．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３２，１４８，９００円 複勝： ６５，２８７，３００円 枠連： １８，１０９，５００円

馬連： ７８，４８４，７００円 馬単： ６２，９９８，６００円 ワイド： ２７，９６２，５００円

３連複： ８５，２２４，７００円 ３連単： ２７０，２７９，７００円 計： ６４０，４９５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � ２２０円 � ２８０円 � ４２０円 枠 連（１－８） ７５０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ６６０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 ��� ９，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３２１４８９ 的中 � ６６３８３（２番人気）
複勝票数 計 ６５２８７３ 的中 � ８９２９８（２番人気）� ６２９７１（３番人気）� ３６７５２（５番人気）
枠連票数 計 １８１０９５ 的中 （１－８） １７８６４（３番人気）
馬連票数 計 ７８４８４７ 的中 �� ６０９１７（５番人気）
馬単票数 計 ６２９９８６ 的中 �� ２７３８３（６番人気）
ワイド票数 計 ２７９６２５ 的中 �� １８７５５（５番人気）�� １０１３８（９番人気）�� ９９６０（１０番人気）
３連複票数 計 ８５２２４７ 的中 ��� ２７２８９（９番人気）
３連単票数 計２７０２７９７ 的中 ��� ２０５４８（３０番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．１―１２．５―１２．４―１２．４―１２．６―１１．５―１１．７―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．８―３７．３―４９．７―１：０２．１―１：１４．７―１：２６．２―１：３７．９―１：４９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．１―３F３４．６
１
３
５－８，９－１（２，４）３，６，７
５－８，９－（２，１）４，３（６，７）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ フ ナ 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．３ 中山４着

２００８．２．２８生 牡４黒鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ １３戦３勝 賞金 ５４，９２７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



１２０１１ ４月２１日 晴 良 （２４京都３）第１日 第１１競走
オーストラリアレーシングボード賞

��
��１，６００�オーストラリアトロフィー

発走１５時３５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
オーストラリアレーシングボード賞（１着）

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７１２ ブレイブファイト 牡７鹿 ５７ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１４± ０１：３２．９ ７．１�

１１ デンコウジュピター 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５０８－ ２ 〃 クビ １２．６�
３３ タイキパーシヴァル 牡４栗 ５７ 池添 謙一�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ５０４－ ２１：３３．０クビ ５．３�
７１１ シェーンヴァルト �６黒鹿５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４８２± ０ 〃 アタマ ４５．８�
６９ トゥリオンファーレ 牡６黒鹿５７ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９６± ０ 〃 クビ ３０．９�
８１３ リヴェレンテ 牡４青鹿５７ 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９６± ０１：３３．１クビ １５．５	
５８ サトノパンサー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４９０＋ ２ 〃 クビ １１．１

２２ メイショウゾウセン 牡４黒鹿５７ 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４６２－ ２１：３３．４１� ２６．０�
５７ 	 ノーブルジュエリー 牝４黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm ４８０－１２ 〃 クビ ３．６�
４５ ブラーニーストーン 牡５芦 ５７ 藤岡 康太吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４７２± ０１：３３．６１
 ２７．２
３４ ティアップゴールド 牡６鹿 ５７ 浜中 俊田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４９０＋ ６ 〃 ハナ ４．３�
６１０ サウンドバリアー 牝５芦 ５５ N．ピンナ 増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 ４８８－ ２１：３５．０９ ３５．１�

（伊）

８１４ リキサンマックス 牡４青鹿５７ 藤田 伸二 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B４４８＋ ８１：３６．１７ ３８．３�
４６ � アグネスエナジー 牡７黒鹿５７ 国分 優作渡辺 孝男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４９４－１２１：３６．４２ ３３４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４５，７９９，３００円 複勝： ８２，０２４，０００円 枠連： ５２，７９３，１００円

馬連： ２２１，２４９，０００円 馬単： １１８，９１０，４００円 ワイド： ６５，３９６，５００円

３連複： ２８１，２３８，５００円 ３連単： ５５１，２５８，３００円 計： １，４１８，６６９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � ２２０円 枠 連（１－７） ３，９９０円

馬 連 �� ４，０００円 馬 単 �� ７，３００円

ワ イ ド �� １，２９０円 �� ６３０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ７，８００円 ３ 連 単 ��� ５０，８００円

票 数

単勝票数 計 ４５７９９３ 的中 � ５１１７４（４番人気）
複勝票数 計 ８２０２４０ 的中 � １００９４１（４番人気）� ６３３３９（５番人気）� １０４１７６（３番人気）
枠連票数 計 ５２７９３１ 的中 （１－７） ９７６８（１６番人気）
馬連票数 計２２１２４９０ 的中 �� ４０８７４（１６番人気）
馬単票数 計１１８９１０４ 的中 �� １２０３６（２９番人気）
ワイド票数 計 ６５３９６５ 的中 �� １２１５１（１７番人気）�� ２６９５８（６番人気）�� １５６２９（１１番人気）
３連複票数 計２８１２３８５ 的中 ��� ２６６１０（２４番人気）
３連単票数 計５５１２５８３ 的中 ��� ８００９（１５５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１１．７―１１．７―１１．４―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．８―３４．２―４５．９―５７．６―１：０９．０―１：２０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．３
３ ３，４（２，１４）（７，８）（１１，５）（９，６）１０－１２（１，１３） ４ ・（３，４）（２，７，１４，８）（１１，５，９，１０）（１２，６）（１，１３）

勝馬の
紹 介

ブレイブファイト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．３．３０ 阪神５着

２００５．４．２０生 牡７鹿 母 バービキャット 母母 Barbarika ２６戦５勝 賞金 １０８，５６２，０００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。

１２０１２ ４月２１日 晴 良 （２４京都３）第１日 第１２競走
メルボルンレーシングクラブ賞

��
��１，８００�メルボルントロフィー

発走１６時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．４．２３以降２４．４．１５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

メルボルンレーシングクラブ賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３６ � ダイヤノゲンセキ �４黒鹿５５ 小牧 太 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム ５１２－ ６１：５２．１ ５．６�

４８ シルクエステート 牡６青 ５５ 秋山真一郎有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ９．４�
６１２ パルクエスト 牝６鹿 ５０ 畑端 省吾木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 ５０４－ ４１：５２．２クビ ２１９．８�
５１０ グッドカレラ 牡５青 ５４ 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１６－ ６１：５２．３� １２．０�
１２ エアラギオール 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：５２．４	 ３．４�
７１４ ツルマルスピリット 牡５青鹿５６ 福永 祐一鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：５２．５クビ ９．９	
２３ オーバーヘッド 牡４栗 ５４ 和田 竜二水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４９０－ ２ 〃 クビ ７１．６

４７ ヘリオスシチー 牡６鹿 ５６ 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４６０＋ ２１：５２．９２	 ２９．４�
１１ � マヤノゴクウ 牡９鹿 ５３ 四位 洋文田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 B５４０± ０１：５３．２１� １５１．８�
８１６� トレノソルーテ �６鹿 ５４ 高倉 稜戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５２０－１２１：５３．４１
 ２０．８
７１３ キンショーダンデー 牡５栗 ５５ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４７８－ ６１：５３．５	 ４１．５�
２４ ナリタスプリング 牡５青鹿５６ 幸 英明�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ５０２－ ２ 〃 ハナ ４．５�
３５ ゴールドジェーン 牝４鹿 ５２ 国分 優作加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４４２＋ ２１：５３．７� ４０．３�
５９ � イノセントリーサム 牡５栗 ５６ 浜中 俊平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２１：５３．８� ９．３�
６１１� ワンダーアサールト 牡６黒鹿５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 小原伊佐美 新ひだか 米田牧場 ５００＋ ２１：５３．９クビ １５３．０�
８１５ チャーミーハヅキ 牝５芦 ５０ 中井 裕二今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４７６－ ２１：５４．０� ３９５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，７４８，０００円 複勝： ６１，２４９，３００円 枠連： ３１，５６２，０００円

馬連： １１６，５６２，９００円 馬単： ６６，３４６，４００円 ワイド： ４９，２０１，１００円

３連複： １６０，８２２，５００円 ３連単： ２９２，０９０，７００円 計： ８１２，５８２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � ４，５９０円 枠 連（３－４） ２，３７０円

馬 連 �� ４，０２０円 馬 単 �� ６，１８０円

ワ イ ド �� １，３９０円 �� ２２，１５０円 �� １９，５４０円

３ 連 複 ��� ３２６，９７０円 ３ 連 単 ��� １，０８８，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３４７４８０ 的中 � ４９３８９（３番人気）
複勝票数 計 ６１２４９３ 的中 � ８５４６５（３番人気）� ５３８１１（５番人気）� ２７９４（１５番人気）
枠連票数 計 ３１５６２０ 的中 （３－４） ９８６７（１４番人気）
馬連票数 計１１６５６２９ 的中 �� ２１４１６（１５番人気）
馬単票数 計 ６６３４６４ 的中 �� ７９２６（２６番人気）
ワイド票数 計 ４９２０１１ 的中 �� ９０２３（１８番人気）�� ５３７（９２番人気）�� ６０９（８６番人気）
３連複票数 計１６０８２２５ 的中 ��� ３６３（３２８番人気）
３連単票数 計２９２０９０７ 的中 ��� １９８（１５１８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．３―１３．２―１２．９―１２．４―１２．４―１２．１―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．４―３６．６―４９．５―１：０１．９―１：１４．３―１：２６．４―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

�ダイヤノゲンセキ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ア サ テ ィ ス

２００８．２．３生 �４黒鹿 母 オ ト メ ザ 母母 オープニングクィン ８戦２勝 賞金 ２７，５２５，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ヘリオスシチー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カレンジェニオ号・セトノハリケーン号・ローンウルフ号
（非抽選馬） ５頭 サンレイハスラー号・ツルマルシルバー号・ティアモブリーオ号・フォルクスオーパー号・マーベラスバロン号



（２４京都３）第１日 ４月２１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１９６，０９０，０００円
２，０８０，０００円
５，３６０，０００円
１，８１０，０００円
１７，７１０，０００円
５９，９０７，０００円
５，２２４，８００円
１，６８０，０００円

勝馬投票券売得金
２９２，４２２，２００円
５３４，９３１，４００円
２３０，５４６，３００円
８４３，２３８，９００円
５３６，１８４，８００円
３３８，２３１，８００円
１，１１１，４５７，１００円
２，１３１，６５５，１００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 ６，０１８，６６７，６００円

総入場人員 １６，３９０名 （有料入場人員 １４，９２６名）


