
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

１２０３７ ４月２９日 晴 良 （２４京都３）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

７１３ ワイルドフラッパー 牝３黒鹿５４ 川田 将雅吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ５０６ ―１：２４．９ ４．４�

３５ パールブロッサム 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎中野芳太郎氏 中尾 秀正 日高 福満牧場 ４１４＋ ２１：２５．０� ４．９�
４８ メイショウユメゴゼ 牝３栃栗５４ 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４５４＋ ４１：２５．８５ ３．４�
１１ コイスルオトメ 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也トール＆ワイド 藤沢 則雄 浦河 冨岡 博一 ４６６＋ ４１：２６．２２� １９５．７�
７１４ プリティホワイト 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 ４５０ ―１：２６．４１� １１４．０�
２３ アルレガーロ 牝３栗 ５４ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ １１．３�
８１６ カチューシャ 牝３栃栗５４ 浜中 俊窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４４８－１０１：２６．５� ４．６	
１２ ドリームスター 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二田島 政光氏 今野 貞一 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４１０－ ６１：２６．８１� ２３２．８


２４ ブラックウィドー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河トラストスリーファーム ４７４－ ６１：２６．９クビ ８．３�
８１５ オレンジブルーム 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一有限会社シルク北出 成人 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ４１：２７．０� １３４．９�
６１２ メ ッ セ ー ジ 牝３青鹿５４ 国分 優作岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ １１７．２
６１１ スマイリングノート 牝３黒鹿５４ 小牧 太有限会社シルク村山 明 安平 追分ファーム ５００＋１４１：２７．２１ １０２．４�
５１０ クレバースカイ 牝３芦 ５４ 池添 謙一田� 正明氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 ４３６＋ ２１：２７．４１� ３２．０�
４７ ジョーリコチャン 牝３芦 ５４ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム ５０８ ―１：２７．９３ １３７．０�
５９ サファイアヒロイン 牝３栗 ５４ 幸 英明有限会社シルク鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４４４－１０１：２８．０� １１６．４�
３６ ウォーターナポリ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 ４１４－１０１：２８．３２ １０４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２６５，２００円 複勝： ３７，３９９，６００円 枠連： １３，１６２，３００円

馬連： ４９，２１０，７００円 馬単： ３２，０９１，１００円 ワイド： ２１，２７０，１００円

３連複： ６８，１２５，８００円 ３連単： １０６，０３６，１００円 計： ３４７，５６０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（３－７） １，３１０円

馬 連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ３９０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 ��� ９，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２０２６５２ 的中 � ３７０５０（２番人気）
複勝票数 計 ３７３９９６ 的中 � ５５７３２（３番人気）� ７０１３６（２番人気）� ８７６１３（１番人気）
枠連票数 計 １３１６２３ 的中 （３－７） ７４４６（９番人気）
馬連票数 計 ４９２１０７ 的中 �� ２７７２２（６番人気）
馬単票数 計 ３２０９１１ 的中 �� ９３５２（１０番人気）
ワイド票数 計 ２１２７０１ 的中 �� １００３３（８番人気）�� １３５９５（３番人気）�� １８２４２（１番人気）
３連複票数 計 ６８１２５８ 的中 ��� ３７６８３（２番人気）
３連単票数 計１０６０３６１ 的中 ��� ８５６７（２２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．７―１２．５―１２．６―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３４．６―４７．１―５９．７―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイルドフラッパー �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Smoke Glacken 初出走

２００９．５．１２生 牝３黒鹿 母 スモークンフローリック 母母 Cherokyfrolicflash １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

１２０３８ ４月２９日 晴 良 （２４京都３）第４日 第２競走 ��
��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１４ プルーフポジティブ 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４７２－ ４１：５４．７ ５９．７�

２２ ヒシサイクロン 牡３青 ５６ 武 豊阿部雅一郎氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４７０± ０ 〃 ハナ １３．１�
６１０ ドリームチャージ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 ４４０＋ ６ 〃 クビ ２．０�
７１２ トゥルーフレンド 牡３鹿 ５６ 国分 優作武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４７４－ ２ 〃 アタマ ３４．９�
５８ ミッキージュピター 牡３栗 ５６ 幸 英明三木 久史氏 福島 信晴 新冠 武田 寛治 ４５０± ０１：５５．６５ ４．６�
７１３ スリートップガン 牡３栗 ５６ 川田 将雅永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 ４９４＋ ４１：５５．７� ５．４�
３５ テイエムアピール 牝３青鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 山口 義彦 ４５２＋ ２１：５６．１２� ２６．５	
４７ ト ラ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 漆原 一也 ４８０－１０１：５６．２クビ ９６．５

３４ � シゲルポーポー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 米 BnD Thor-

oughbreds ４７２± ０１：５６．７３ ２０．８�
５９ エスジーアール 牡３鹿 ５６ 武士沢友治窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２０－ ６１：５６．８� １９２．２�
６１１ サンライズシックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ １９０．９
４６ � ジヴェルニーアート 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志シンボリ牧場 吉田 直弘 米 Mt. Brilliant
Farm LLC ４４０－ ２１：５７．７５ ２２１．２�

８１５ ヒ ガ ン バ ナ 牝３青鹿５４ 和田 竜二�飛野牧場 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４３０－ ６１：５８．３３� １６６．５�
１１ タガノアイチャン 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 岡牧場 ４５２＋ ２１：５８．７２� ２２７．４�
２３ キクノエクレール 牡３青 ５６ 浜中 俊菊池 五郎氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 ４９０ ―２：００．８大差 ８．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，６５６，４００円 複勝： ３０，０５０，６００円 枠連： １３，３３４，６００円

馬連： ４２，０２４，１００円 馬単： ２７，９６０，２００円 ワイド： １９，２０７，４００円

３連複： ５７，９２３，９００円 ３連単： ９１，８５７，６００円 計： ３００，０１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，９７０円 複 勝 � １，１７０円 � ３１０円 � １２０円 枠 連（２－８） ７，６９０円

馬 連 �� ２８，３８０円 馬 単 �� ８５，２７０円

ワ イ ド �� ５，７１０円 �� ２，３２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １８，８２０円 ３ 連 単 ��� ２６１，７５０円

票 数

単勝票数 計 １７６５６４ 的中 � ２３３３（９番人気）
複勝票数 計 ３００５０６ 的中 � ４３２５（９番人気）� ２０６７６（４番人気）� １０４２９３（１番人気）
枠連票数 計 １３３３４６ 的中 （２－８） １２８０（１６番人気）
馬連票数 計 ４２０２４１ 的中 �� １０９３（４０番人気）
馬単票数 計 ２７９６０２ 的中 �� ２４２（９７番人気）
ワイド票数 計 １９２０７４ 的中 �� ７８３（３８番人気）�� １９７０（２３番人気）�� １０２３６（４番人気）
３連複票数 計 ５７９２３９ 的中 ��� ２２７２（５０番人気）
３連単票数 計 ９１８５７６ 的中 ��� ２５９（４６１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１３．５―１３．７―１３．０―１２．４―１２．２―１２．５―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３７．３―５１．０―１：０４．０―１：１６．４―１：２８．６―１：４１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プルーフポジティブ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１２．１．１５ 小倉８着

２００９．４．９生 牡３黒鹿 母 ヒシセーブル 母母 ヒシレイホウ ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キクノエクレール号は，平成２４年５月２９日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 モンテビアンコ号（疾病〔疝痛〕のため）

第３回 京都競馬 第４日



１２０３９ ４月２９日 晴 良 （２４京都３）第４日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２３ ウインスラッガー 牡３栗 ５６ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４９８＋ ４１：０８．５ １．７�

１２ メイショウヒメユリ 牝３青鹿５４ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４２２－ ２１：０８．６� ５．５�
１１ テストマッチ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１０± ０１：０８．７� １５．２�
７１３ ブレイムレスリー �３鹿 ５６ 岩田 康誠�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８－ ４１：０８．８� ８．２�
２４ ナムラダンサー 牝３黒鹿５４ 国分 優作奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４４６＋ ２１：０９．１２ １２６．４�
８１６ ニホンピロルノン 牝３鹿 ５４ 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 ４４２ ―１：０９．２クビ ６３．３�
４８ アートオブライツ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海小山 豊氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４５６＋ ２１：０９．４１� ３５．２	
３６ スズカアーサー 牡３鹿 ５６ 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４５２± ０１：０９．５	 ９．６

６１２ ケンブリッジスワン 牝３栗 ５４ 田辺 裕信中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４１６± ０１：０９．６� ２４５．５�
８１７ アラディローザ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩有限会社シルク西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４３４－１４１：０９．８１	 １７．８�
７１４ ア ル ー ア 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６－ ８ 〃 ハナ ３３．６�
５１０ メイショウキヨヒメ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 村下 明博 ４３６＋ ８１：０９．９クビ ２４７．２�
７１５ テイエムブルーミン 牝３黒鹿５４ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 日高 滝本 健二 ４４２＋ ４１：１０．１１	 ３９６．６�
５９ 
 マイネヴォヤージ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 愛 Curtasse
S A S ４２２＋１４１：１０．２クビ ４６．２�

６１１ チェリーナイツピサ 牝３栗 ５４ 国分 恭介市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４３４－ ６１：１０．４１� ６５．５�
３５ コーリンデヴァター 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４１６± ０ 〃 アタマ ３８２．０�
４７ ト リ エ ス テ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一山口 敦広氏 大根田裕之 浦河 バンブー牧場 ４４４－ ２１：１０．６１� ２０８．１�
８１８ シゲルココナッツ 牡３栗 ５６ 武士沢友治森中 蕃氏 川村 禎彦 様似 スイートフアーム ４６４－ ２ 〃 クビ ２３５．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，３９３，６００円 複勝： ３２，４５６，７００円 枠連： １６，３１３，４００円

馬連： ４８，９８６，４００円 馬単： ３５，１３２，２００円 ワイド： ２３，１１１，９００円

３連複： ６７，０９６，１００円 ３連単： １１４，３０４，１００円 計： ３５９，７９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（１－２） ２６０円

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ４４０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ２，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２２３９３６ 的中 � １０５０３６（１番人気）
複勝票数 計 ３２４５６７ 的中 � １１３６０５（１番人気）� ５１０７１（２番人気）� ２１７３９（５番人気）
枠連票数 計 １６３１３４ 的中 （１－２） ４７６４２（１番人気）
馬連票数 計 ４８９８６４ 的中 �� ８０８９２（１番人気）
馬単票数 計 ３５１３２２ 的中 �� ４０００６（１番人気）
ワイド票数 計 ２３１１１９ 的中 �� ３４８９８（１番人気）�� １２２５７（４番人気）�� ６４４７（８番人気）
３連複票数 計 ６７０９６１ 的中 ��� ４４０６１（２番人気）
３連単票数 計１１４３０４１ 的中 ��� ２９７１３（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．１―１１．４―１１．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．５―４５．９―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．１―３F３４．０
３ ２，４（３，６）（１，１３）８（５，１２，１５）１０（１６，１８）１７（７，１４）－１１－９ ４ ２（３，４）６，１，１３－８（５，１５）（１２，１６）１０－１７，１８，１４（７，９）１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインスラッガー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー ２０１１．１１．２７ 京都２着

２００９．３．４生 牡３栗 母 グリーリーランド 母母 Miss Dreamland ５戦１勝 賞金 １０，５５０，０００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。
（非抽選馬） ５頭 エリモヴィエント号・エーシンスピニング号・オンワードアマンド号・コパノツイテル号・サカジロキクチャン号

１２０４０ ４月２９日 晴 良 （２４京都３）第４日 第４競走 ��
��１，６００�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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

４７ � レッドヴァージン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 松田 国英 米 Brushwood
Stable ５０８－ ６１：３３．１ ３．４�

７１５ フェータルローズ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ ３．１�
３６ トウカイメリー 牝３青鹿５４ 池添 謙一内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４２６－ ４１：３３．２� １３．９�
７１４� ダディーズクール 牡３栗 ５６ 岩田 康誠加藤 守氏 中竹 和也 米 Ocala Stud ４６４＋ ８１：３３．３クビ １４．８�
６１１ ワタシマッテルワ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 ４３４－ ６１：３３．５１� ２９．４�
７１３ タマモクロステッチ 牝３芦 ５４

５１ ▲水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ３８４－ ４１：３３．７１	 ２５２．１	
２４ � シャイニングピサ 牝３栗 ５４ 川田 将雅市川 義美氏 今野 貞一 米 Yoshimi

Ichikawa ４２２－ ８ 〃 クビ １８４．３

５９ ジプシーキング 牡３青鹿５６ 田辺 裕信吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：３３．８	 ４５．１�
５１０ キョウワイザベル 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 ４８４－ ４１：３４．０１� １７．７�
１２ ペプチドヒノトリ 牝３鹿 ５４ 幸 英明沼川 一彦氏 新川 恵 平取 坂東牧場 B４４８－ ４１：３４．１	 １９．４
３５ マイネルアルティマ 牡３芦 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 ４４８－ ２１：３４．４２ ５．０�
８１７ カネトシスタチュー 牡３青鹿５６ 小牧 太兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 宮内牧場 ４７８＋ ２１：３４．８２	 ８５．２�
１１ ドナメジャー 牝３栗 ５４ 浜中 俊山田 貢一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７２－ ２１：３５．１２ １０６．６�
８１８ マイネルハートレー 牡３青鹿５６ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ５００＋ ４ 〃 ハナ １１．１�
８１６ エリモゲイル 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも エクセルマネジメント ４７８ ―１：３５．２クビ １０３．１�
２３ エムオービューティ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二大浅 貢氏 千田 輝彦 日高 藤本 直弘 B４５８＋ ８１：３５．４１� ２６５．０�
６１２ ビコーワンダフル 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４２４＋ ２１：３５．５	 ３９９．９�
４８ キシュウサーパス 牝３鹿 ５４ 国分 優作木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４０－ ６１：３６．６７ ４２４．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，０３４，２００円 複勝： ３６，８６６，０００円 枠連： １７，５１５，８００円

馬連： ５４，７９４，３００円 馬単： ３６，２５５，２００円 ワイド： ２６，０７０，２００円

３連複： ７６，０００，７００円 ３連単： １１２，７１１，８００円 計： ３８３，２４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（４－７） ４８０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ７５０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，０００円 ３ 連 単 ��� ８，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２３０３４２ 的中 � ５３８４１（２番人気）
複勝票数 計 ３６８６６０ 的中 � ６８９４９（２番人気）� ７７２８９（１番人気）� ２８５６１（４番人気）
枠連票数 計 １７５１５８ 的中 （４－７） ２７０７３（２番人気）
馬連票数 計 ５４７９４３ 的中 �� ６４５７７（１番人気）
馬単票数 計 ３６２５５２ 的中 �� ２１４５３（２番人気）
ワイド票数 計 ２６０７０２ 的中 �� ２３９４４（２番人気）�� ８０６２（７番人気）�� ８２１０（６番人気）
３連複票数 計 ７６０００７ 的中 ��� ２８０９４（２番人気）
３連単票数 計１１２７１１８ 的中 ��� １０２６５（１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．３―１１．９―１２．１―１１．８―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．８―３４．１―４６．０―５８．１―１：０９．９―１：２１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０
３ ２，１－１０（３，１４）１５（４，７，１１）１２，６（１３，１６）５（８，１８）（９，１７） ４ ２，１（１０，１４）１５，７（３，１１）４，６，１３（１６，１７）１２（５，９）１８－８

勝馬の
紹 介

�レッドヴァージン �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１１．１２．１７ 阪神２着

２００９．２．２５生 牝３鹿 母 Lafirma 母母 La Affirmed ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００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。
（非当選馬） １頭 ウィザーズポケット号



１２０４１ ４月２９日 晴 良 （２４京都３）第４日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

５８ ビナスイート 牝３栗 ５４ 岩田 康誠井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 ４６０－ ６１：１１．７ ９．２�

４５ ケージーハヤブサ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ４８６＋ ２１：１２．１２� １．７�
３４ エーシンブランコス 牡３芦 ５６ 小牧 太�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４０４＋ ２１：１２．２� １８．７�
１１ タンブルブルータス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 �渡 信義 ４８４± ０１：１２．３クビ １５．５�
４６ ニコールバローズ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ５．３�
２２ トウカイアストロ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム ４８４± ０１：１２．５１ ９．６	
６１０ スランジバール 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三
日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ １４．６�
５７ カシノチョッパー 牡３黒鹿５６ 幸 英明柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 ４７０＋ ２１：１２．９２� ５４．９�
８１３ ケ ビ ン ド ゥ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 ４５４－ ４ 〃 ハナ ５５．６
６９ � ラブミークリーム 牝３芦 ５４ 芹沢 純一小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４４６－ ４１：１３．０� １９９．８�
８１４ ミ チ シ ル ベ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４４２＋ ４１：１３．２１� ３２．５�
７１１ シンワクイーン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４４４± ０１：１３．４１� １０３．１�
３３ メイショウジビュス 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４４４－ ２１：１３．５� ３３２．９�
７１２� モルフェフォレスト 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 ４５０＋ ４１：１５．５大差 ３６５．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，２４８，１００円 複勝： ５２，６９０，８００円 枠連： １４，５４９，６００円

馬連： ５８，７７７，７００円 馬単： ４４，８０２，８００円 ワイド： ２８，８５７，７００円

３連複： ８０，９６３，３００円 ３連単： １５０，９７０，７００円 計： ４５８，８６０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２２０円 � １１０円 � ３２０円 枠 連（４－５） ４８０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ２，１２０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ４，２７０円 ３ 連 単 ��� ２７，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２７２４８１ 的中 � ２３４３２（３番人気）
複勝票数 計 ５２６９０８ 的中 � ４４８８２（４番人気）� ２３００５０（１番人気）� ２６２１７（７番人気）
枠連票数 計 １４５４９６ 的中 （４－５） ２２４９８（１番人気）
馬連票数 計 ５８７７７７ 的中 �� ６０８２８（３番人気）
馬単票数 計 ４４８０２８ 的中 �� １３６３２（８番人気）
ワイド票数 計 ２８８５７７ 的中 �� ２３４３５（２番人気）�� ３０３１（２３番人気）�� １０９７２（８番人気）
３連複票数 計 ８０９６３３ 的中 ��� １４０００（１６番人気）
３連単票数 計１５０９７０７ 的中 ��� ４０３３（８２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．８―１１．９―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．５―４７．４―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．２
３ ２，８（５，１１，１３）６，１４，１（４，１０）７，１２，３，９ ４ ・（２，８）（５，１１，１３）６（１，４）１４（７，１０）－（３，１２）９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビナスイート �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２０１１．１０．２３ 京都５着

２００９．２．２３生 牝３栗 母 シンセイアカリ 母母 ピンクノワンピース ７戦２勝 賞金 １７，４００，０００円
※タンブルブルータス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２０４２ ４月２９日 晴 良 （２４京都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 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３３ 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± ０１：４５．５ １．７�

７７ カ ロ ッ サ ル 牡３鹿 ５６ 浜中 俊岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 ４７６－ ４ 〃 クビ ４．９�
６６ テーオーレジェンド 牡３栗 ５６ 武 豊小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 ５００－ ２１：４６．０３ ８．３�
１１ ドラゴネッティ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：４６．２１� ５．０�
８８ ブライティアトップ 牝３黒鹿５４ 田中 健小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４６６＋ ４１：４６．３� ５４．８�
２２ アドマイヤトライ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４８２＋１０１：４６．９３� １４．９�
８９ アムールクエスト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４８－ ２１：４７．０� ７７．３	
５５ カシノエルフ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 ４６４＋ ２１：４７．２１� ３９．６

４４ � リッシンイロハ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志小原 該一氏 作田 誠二 浦河 金成吉田牧場 ４４２－ ２１：４７．３� ２１２．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２６，８１９，７００円 複勝： ５８，４９３，６００円 枠連： １０，１２７，４００円

馬連： ４６，５４７，８００円 馬単： ４３，６９１，５００円 ワイド： ２１，８６５，８００円

３連複： ５８，６１９，２００円 ３連単： １８０，９９４，５００円 計： ４４７，１５９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（３－７） ３５０円

馬 連 �� ３４０円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ２６０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� １，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２６８１９７ 的中 � １２９５５１（１番人気）
複勝票数 計 ５８４９３６ 的中 � ３３８５２２（１番人気）� ８０６０６（２番人気）� ３７４０８（４番人気）
枠連票数 計 １０１２７４ 的中 （３－７） ２１４４３（１番人気）
馬連票数 計 ４６５４７８ 的中 �� １０２８２０（１番人気）
馬単票数 計 ４３６９１５ 的中 �� ６９５７１（１番人気）
ワイド票数 計 ２１８６５８ 的中 �� ４０５７０（１番人気）�� ２０２０７（３番人気）�� １１３７７（６番人気）
３連複票数 計 ５８６１９２ 的中 ��� ７３９７６（２番人気）
３連単票数 計１８０９９４５ 的中 ��� ８１３８９（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．６―１２．０―１２．４―１１．６―１１．３―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．３―４７．３―５９．７―１：１１．３―１：２２．６―１：３３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレミアムブルー �

父 サムライハート �


母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．１０．１６ 京都１着

２００９．５．１０生 牡３栗 母 メイケイキララ 母母 トップペンダント ７戦２勝 賞金 ３０，２４８，０００円



１２０４３ ４月２９日 晴 良 （２４京都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）

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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

３６ ウォーターサムデイ 牡６鹿 ５７ 川田 将雅山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４７０－ ６１：２４．７ １３．１�

５９ ホクセツキングオー 牡５鹿 ５７ 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ５０６＋１８１：２４．８� ９．５�
１２ � ピンクデージー 牝５黒鹿５５ 国分 恭介野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ ３１．２�
４７ キングブラーボ 牡４黒鹿５７ 幸 英明村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５１２－ ６１：２５．１１� ９．６�
２３ � メイショウホロベツ 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ １０．４�
４８ タイキブルース 牡５鹿 ５７ 浜中 俊�大樹ファーム 高橋 義忠 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４６４－ ４１：２５．２� ２．７�
３５ � ミラグロッサ 牝４栗 ５５ 池添 謙一 �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８４＋ ４１：２５．３クビ ２０．６	
１１ オメガローズマリー 牝４栗 ５５ 田辺 裕信原 �子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：２５．５１	 ７０．１

８１６� コパノハリケーン 牡４鹿 ５７ 武士沢友治小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４９０－ ４ 〃 アタマ １４２．２�
７１３� ダンスインザスカイ 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５８± ０１：２５．６クビ ５９．５�
５１０ ブラックイレブン 牡５黒鹿５７ 国分 優作吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ ８．３
６１２ ミニーバローズ 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４７８－ ４１：２６．０２� ４６．８�
２４ トーホウジャパン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４８８－ ４１：２６．１� ５．８�
７１４� ネオスペチアーレ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４５８＋ ２１：２６．４２ ２６２．６�
６１１ リッカスウィープ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４８８± ０１：２７．４６ ８４．４�
８１５� シゲルハンベイ 牡５栗 ５７ 松岡 正海森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 ４９２－ ２１：２７．７２ １６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８２２，０００円 複勝： ４１，５４５，２００円 枠連： ２４，０２２，８００円

馬連： ６９，８２６，７００円 馬単： ４２，７５９，０００円 ワイド： ３３，９１１，０００円

３連複： １００，９５３，９００円 ３連単： １４７，６５６，６００円 計： ４８５，４９７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３５０円 � ４６０円 � ９２０円 枠 連（３－５） １，９７０円

馬 連 �� ６，５２０円 馬 単 �� １４，２３０円

ワ イ ド �� １，８６０円 �� ５，５４０円 �� ４，６１０円

３ 連 複 ��� ５３，０３０円 ３ 連 単 ��� ２７８，７００円

票 数

単勝票数 計 ２４８２２０ 的中 � １４９７１（７番人気）
複勝票数 計 ４１５４５２ 的中 � ３３６２３（５番人気）� ２４１１３（７番人気）� １０９０４（１０番人気）
枠連票数 計 ２４０２２８ 的中 （３－５） ９０１６（８番人気）
馬連票数 計 ６９８２６７ 的中 �� ７９１５（２８番人気）
馬単票数 計 ４２７５９０ 的中 �� ２２１９（５８番人気）
ワイド票数 計 ３３９１１０ 的中 �� ４５８３（２４番人気）�� １４９３（５９番人気）�� １８００（５５番人気）
３連複票数 計１００９５３９ 的中 ��� １４０５（１５２番人気）
３連単票数 計１４７６５６６ 的中 ��� ３９１（７９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３５．２―４７．５―５９．９―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターサムデイ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．７．１１ 阪神１６着

２００６．３．２３生 牡６鹿 母 ウォーターソルファ 母母 ウオーターメロデイ ２４戦２勝 賞金 ３０，７９８，０００円
［他本会外：２戦１勝］

※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 デンコウリョウ号
（非抽選馬） ３頭 ネオエピック号・ハイライトリール号・プリティーマッハ号

１２０４４ ４月２９日 晴 良 （２４京都３）第４日 第８競走 ��１，８００�
ただす もり

糺 の 森 特 別
発走１３時５０分 （芝・右・外）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１２ タイキエイワン 牝５黒鹿５５ 浜中 俊�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４５８－ ２１：４４．７ １２．９�

６１０ クリスマスキャロル 牝５栗 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：４４．９１� ７．３�
１１ ロ ベ ル タ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６０－ ６１：４５．２２ ４．９�
３４ ビーチパレード 牝４黒鹿５５ 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２１：４５．３クビ ３０．６�
７１３ ウインクリアビュー 牝５栗 ５５ 蛯名 正義�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４５２＋ ８１：４５．５１� １３．３�
２２ マコトサンパギータ 牝４栗 ５５ 池添 謙一眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４５８－ ２ 〃 アタマ ６．３	
８１５ フェアリーレイ 牝５鹿 ５５ 藤懸 貴志植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ８１：４５．６� ８．１

５９ サンデーミューズ 牝５栗 ５５ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０＋ ４１：４５．７� ３．２�
２３ ウィズインライアン 牝６鹿 ５５ 田中 健内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B４４８－ ２１：４６．２３ １８８．６�
８１４ アンプレシオネ 牝７芦 ５５ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４６０＋１２ 〃 ハナ ２４０．７
６１１ ハッピーグラス 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ １９．４�
５８ ルナフライト 牝６黒鹿５５ 小林 徹弥小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４８０＋ ６１：４６．３� ４１．０�
４６ メイショウスズラン 牝５栗 ５５ 石橋 脩松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４８８± ０ 〃 ハナ １０５．５�
４７ サンレガーロ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４１４± ０ 〃 クビ ２８．６�
３５ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５５ 国分 優作飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５６＋ ６１：４６．７２� ３０７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，７５１，８００円 複勝： ５６，６１３，０００円 枠連： ２３，１７３，３００円

馬連： ９５，５２４，３００円 馬単： ５２，５６０，０００円 ワイド： ３７，１２０，０００円

３連複： １１９，６３１，２００円 ３連単： １８２，０９４，２００円 計： ６０１，４６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ３６０円 � ２１０円 � ２１０円 枠 連（６－７） ９５０円

馬 連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ６，４９０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� １，３８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ５，５６０円 ３ 連 単 ��� ４２，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３４７５１８ 的中 � ２１３５４（６番人気）
複勝票数 計 ５６６１３０ 的中 � ３６４７３（６番人気）� ７６３２７（４番人気）� ７９９４６（３番人気）
枠連票数 計 ２３１７３３ 的中 （６－７） １８０７９（２番人気）
馬連票数 計 ９５５２４３ 的中 �� ２４７７７（１３番人気）
馬単票数 計 ５２５６００ 的中 �� ５９７８（２９番人気）
ワイド票数 計 ３７１２００ 的中 �� ９３８５（１０番人気）�� ６４３１（１８番人気）�� １５２５２（５番人気）
３連複票数 計１１９６３１２ 的中 ��� １５８９８（２１番人気）
３連単票数 計１８２０９４２ 的中 ��� ３１９１（１４４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．４―１１．８―１２．１―１１．７―１１．６―１１．５―１１．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキエイワン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２００９．７．１１ 阪神１７着

２００７．２．６生 牝５黒鹿 母 ヤエノジョオー 母母 リンクスオブゴールド １９戦３勝 賞金 ４３，６７６，０００円
※ウィズインライアン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０４５ ４月２９日 晴 良 （２４京都３）第４日 第９競走 ��
��１，４００�

た か が み ね

鷹 ケ 峰 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．４．３０以降２４．４．２２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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

１１ タ バ ル ナ 牡５鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ２１：２０．１ ９．５�

５９ ダノンプログラマー �６青鹿５７ 武士沢友治�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム ４６８＋１０ 〃 クビ ６．８�
２３ � ウイニングドラゴン 牡６黒鹿５３ 水口 優也奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４３８－１０１：２０．２� ２２８．９�
３５ ウエストエンド 牡４鹿 ５５ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０－ ４１：２０．４１	 ８．２�
１２ パープルタイヨー 牡６鹿 ５５ 幸 英明中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４５０＋ ６ 〃 アタマ ２３．６�
７１５ ユメノキラメキ 牝５栗 ５２ 後藤 浩輝諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：２０．５� ２７．０�
８１７ クリーンエコロジー 牡４芦 ５６ 荻野 琢真石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４９８－ ４ 〃 ハナ ３．２	
２４ � ノブクィーン 牝５黒鹿５１ 国分 優作前田 亘輝氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ １４７．９

６１１ ミヤジエムジェイ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４９８＋ ２１：２０．６クビ ６．０�
７１３ ドリームバロン 牡４栗 ５４ 国分 恭介セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４６６＋ ２１：２０．９２ ２９１．３�
６１２
 フレッドバローズ �６鹿 ５５ 田辺 裕信猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５１０± ０ 〃 アタマ １６５．３
５１０ ドリームフォワード 牡５栗 ５５ 柴山 雄一セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４４４－１６１：２１．０クビ ２５．２�
４７ クロワラモー 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 B４６２－ ２ 〃 クビ １１．１�
８１６ ジョーアカリン 牝４黒鹿５４ 川田 将雅上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４３４± ０１：２１．１クビ ２１．４�
４８ ドリームヒーロー 牡５青鹿５４ 池添 謙一田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４８＋ ６１：２１．３１	 ７６．７�
８１８ グレナディーン 牝５黒鹿５５ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：２１．４� １４．１�
７１４ ビップセレブアイ 牡４青鹿５５ 柴田 善臣鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７８－１０ 〃 クビ ２２．３�
３６ テイエムアモーレ 牝４鹿 ５２ 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 政見 浦河 信成牧場 ４９０＋ ２１：２１．５クビ １７９．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３６，１８７，３００円 複勝： ５８，７７８，２００円 枠連： ３７，５７６，１００円

馬連： １１９，４１０，５００円 馬単： ６２，７６１，３００円 ワイド： ４５，８０３，３００円

３連複： １４９，３７４，１００円 ３連単： ２３８，５２４，６００円 計： ７４８，４１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３２０円 � ２９０円 � ４，７１０円 枠 連（１－５） １，９６０円

馬 連 �� ３，１４０円 馬 単 �� ７，０５０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� １４，０８０円 �� １４，６６０円

３ 連 複 ��� １０９，８００円 ３ 連 単 ��� ６９５，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３６１８７３ 的中 � ３００２０（５番人気）
複勝票数 計 ５８７７８２ 的中 � ５２６５５（４番人気）� ６０３９２（３番人気）� ２７２０（１６番人気）
枠連票数 計 ３７５７６１ 的中 （１－５） １４２０３（９番人気）
馬連票数 計１１９４１０５ 的中 �� ２８１０７（１２番人気）
馬単票数 計 ６２７６１３ 的中 �� ６５７２（２７番人気）
ワイド票数 計 ４５８０３３ 的中 �� １１４６１（８番人気）�� ７８２（８８番人気）�� ７５１（９０番人気）
３連複票数 計１４９３７４１ 的中 ��� １００４（２５８番人気）
３連単票数 計２３８５２４６ 的中 ��� ２５３（１５６７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１１．４―１１．２―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．５―４５．９―５７．１―１：０８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３４．２
３ ４，７－５，１５，２（６，１１，１６，１７）３（９，１０，１８）１４（１，１３）８，１２ ４ ４（７，５）１５（２，６，１１，１７）３（９，１６）１０（１，１８）１４，１３－１２，８

勝馬の
紹 介

タ バ ル ナ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．２６ 阪神２着

２００７．５．９生 牡５鹿 母 リブインラヴ 母母 ファーストアクト １９戦４勝 賞金 ６０，２４６，０００円
〔制裁〕 ダノンプログラマー号の騎手武士沢友治は，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。（１７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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ウィズインライアン号・シゲルモトナリ号・パワフルキリシマ号・メイショウゴモン号

１２０４６ ４月２９日 晴 良 （２４京都３）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

た ん ご

端午ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，４００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １８，０００，０００円 ７，２００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，８００，０００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１０ ハタノヴァンクール 牡３栗 ５７ 四位 洋文 �グッドラック・ファーム 昆 貢 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４８４－ ６１：５０．９ ２．０�

４５ グッドマイスター 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７０－ ８ 〃 クビ １７．６�
８１３ ホッコータルマエ 牡３鹿 ５６ 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム ４８０＋ ２ 〃 ハナ ２３．２�
４６ � イ ジ ゲ ン 牡３芦 ５６ 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 米 Patricia

Pavlish ４７８± ０１：５１．１１� ２．８�
７１１� アメリカンウィナー 牡３青鹿５６ 蛯名 正義吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. ４７８± ０１：５１．３１	 ６２．４�
６９ ラフィングインメイ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ４１：５２．５７ １２６．２�
３４ テイエムデジタル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ２１：５２．８２ １９３．１	
７１２ メイスンキャプテン 牡３栗 ５６ 武士沢友治梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 B４９２± ０ 〃 ハナ ５８．５

１１ バ ン ザ イ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム ４８６＋ ２１：５３．０
 １５．７�
８１４ アントニオピサ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８± ０１：５３．１� １０．７�
２２ ヴィンテージイヤー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B４９２－ ４１：５３．５２� ３５．３�
５８ ヴェアリアスムーン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三小林 秀樹氏 田島 良保 新冠 三村 卓也 ４８８± ０１：５４．２４ ３１７．５�
５７ ジョウノバッカス 牡３栗 ５６ 小牧 太小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７０－ ２１：５４．６２� １４７．９�
３３ � ラヴァンドゥー 牝３青鹿５４ 松田 大作幅田 昌伸氏 藤原 英昭 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. ４９６＋ ４１：５４．９１
 １９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６７，９６９，３００円 複勝： ８５，０８５，６００円 枠連： ３８，３０７，１００円

馬連： １８０，４９７，０００円 馬単： １１３，３３４，９００円 ワイド： ６０，６６９，１００円

３連複： ２０４，２８５，７００円 ３連単： ４４４，７０６，８００円 計： １，１９４，８５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ３１０円 � ４００円 枠 連（４－６） ２４０円

馬 連 �� １，４５０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ６５０円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� ５，７００円 ３ 連 単 ��� １８，０１０円

票 数

単勝票数 計 ６７９６９３ 的中 � ２７１３９３（１番人気）
複勝票数 計 ８５０８５６ 的中 � ３００３４１（１番人気）� ５４１８０（４番人気）� ３９８５０（６番人気）
枠連票数 計 ３８３０７１ 的中 （４－６） １２２３９３（１番人気）
馬連票数 計１８０４９７０ 的中 �� ９１８９７（３番人気）
馬単票数 計１１３３３４９ 的中 �� ４７５３１（４番人気）
ワイド票数 計 ６０６６９１ 的中 �� ２８５７２（４番人気）�� ２３６３７（５番人気）�� ６１１２（２３番人気）
３連複票数 計２０４２８５７ 的中 ��� ２６４９３（１６番人気）
３連単票数 計４４４７０６８ 的中 ��� １８２２７（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．６―３６．０―４８．８―１：０２．１―１：１４．１―１：２６．２―１：３８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハタノヴァンクール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１１．２０ 京都１３着

２００９．５．１６生 牡３栗 母 ハタノプリエ 母母 ハヤベニコマチ ６戦４勝 賞金 ４８，６１６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 グッドマイスター号の騎手岩田康誠は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）

２レース目



１２０４７ ４月２９日 晴 良 （２４京都３）第４日 第１１競走
近代競馬１５０周年記念

��
��３，２００�第１４５回天 皇 賞 （ 春 ）（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

４歳以上；負担重量は，５８�，牝馬２�減
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 ３，９０６，０００円 １，１１６，０００円 ５５８，０００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
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

３：１３．４
３：１３．４
３：１３．４

良

良

良

１１ ビートブラック 牡５青 ５８ 石橋 脩前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１２－ ２３：１３．８ １５９．６�

８１６ トーセンジョーダン 牡６鹿 ５８ 岩田 康誠島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７８－ ４３：１４．５４ １０．２�
６１１ ウインバリアシオン 牡４鹿 ５８ 武 豊�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ５１２－ ２３：１４．８２ ９．８�
３５ ジャガーメイル 牡８鹿 ５８ 四位 洋文吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B４７６－ ４３：１４．９クビ ６２．７�
４８ ギュスターヴクライ 牡４黒鹿５８ 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４９４－ ４３：１５．１１� １５．５	
４７ ユニバーサルバンク 牡４黒鹿５８ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４３：１５．３１� １３４．１

３６ ゴールデンハインド 牡６鹿 ５８ 荻野 琢真吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５４８＋ ６ 〃 ハナ ８５．１�
１２ トウカイトリック 牡１０鹿 ５８ 幸 英明内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５０－ ６３：１５．４� ３１１．１�
２３ ナムラクレセント 牡７鹿 ５８ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５０８＋ ６３：１５．６１� ５９．６
８１７ トウカイパラダイス 牡５黒鹿５８ 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ５０８＋ ６ 〃 クビ ２６３．６�
７１５ ヒルノダムール 牡５鹿 ５８ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ２３．３�
８１８ オルフェーヴル 牡４栗 ５８ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ２ 〃 同着 １．３�
７１３ フェイトフルウォー 牡４黒鹿５８ 柴田 善臣 �社台レースホース伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋ ２３：１５．７クビ １１２．２�
５９ コスモロビン 牡４鹿 ５８ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 ５２６± ０ 〃 クビ １６２．６�
７１４ ローズキングダム 牡５黒鹿５８ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２３：１５．９１ ４４．６�
５１０ ケイアイドウソジン 牡６鹿 ５８ 川田 将雅 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ５０２－ ４３：１６．４３ １２３．７�
２４ モンテクリスエス 牡７鹿 ５８ 松岡 正海毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５４８± ０３：１６．５� ３４５．５�
６１２ クレスコグランド 牡４栗 ５８ 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５０２± ０３：１８．６大差 ５４．３�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ７１１，９９９，１００円 複勝： １，１３３，４８４，２００円 枠連： ６２４，００６，７００円 馬連： ２，２９９，１２２，５００円 馬単： １，６９２，７４２，１００円

ワイド： ８７５，９３９，４００円 ３連複： ２，８７８，７２２，２００円 ３連単： ９，０７７，２４１，３００円 ５重勝： １，０８７，３２４，４００円 計： ２０，３８０，５８１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５，９６０円 複 勝 � ３，７２０円 � ４００円 � ３５０円 枠 連（１－８） ３，５８０円

馬 連 �� ６１，５７０円 馬 単 �� ２０８，６３０円

ワ イ ド �� ８，４００円 �� ８，８７０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ９７，１４０円 ３ 連 単 ��� １，４５２，５２０円

５ 重 勝
対象競走：東京１０R／京都１０R／福島１１R／東京１１R／京都１１R

キャリーオーバー なし����� ２５，０７６，４２０円

票 数

単勝票数 計７１１９９９１ 的中 � ３５１７２（１４番人気）
複勝票数 計１１３３４８４２ 的中 � ６９５４９（１２番人気）� ７９７０１２（３番人気）� ９４５９６２（２番人気）
枠連票数 計６２４００６７ 的中 （１－８） １３７０８４（１１番人気）
馬連票数 計２２９９１２２５ 的中 �� ２９４２５（５８番人気）
馬単票数 計１６９２７４２１ 的中 �� ５９８８（１３５番人気）
ワイド票数 計８７５９３９４ 的中 �� ２６５３３（４５番人気）�� ２５１２８（４７番人気）�� ３２２１０４（５番人気）
３連複票数 計２８７８７２２２ 的中 ��� ２１８７２（１４１番人気）
３連単票数 計９０７７２４１３ 的中 ��� ４６１２（１０２３番人気）
５重勝票数 計１０８７３２４４ 的中 ����� ３２

ハロンタイム １３．０―１１．６―１１．３―１１．７―１２．４―１１．９―１１．９―１２．７―１２．７―１２．７―１２．１―１１．９―１１．４―１１．７―１２．３―１２．５

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―２４．６―３５．９―４７．６―１：００．０―１：１１．９―１：２３．８―１：３６．５―１：４９．２―２：０１．９―２：１４．０―２：２５．９

２，６００� ２，８００� ３，０００�
―２：３７．３―２：４９．０―３：０１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→	」 上り４F４７．９―３F３６．５
１
�
６－１＝３＝７，１０，２，１６，８，１３（４，１７）１１（５，１２）１５，１８，９，１４・（６，１）＝３＝（２，７）－１０（８，１６）－１３（４，１７）１１，５，１５（９，１２）１８，１４

２
�

６，１＝３＝７，１０，２，１６，８，１３（４，１７）（５，１１）（１５，１２）１８，９，１４
１，６＝７，３－（２，１６）８，１０，１３，１７，４（５，１１）（９，１５，１８）１４－１２

勝馬の
紹 介

ビートブラック �
�
父 ミスキャスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１０．１８ 京都４着

２００７．５．２３生 牡５青 母 アラームコール 母母 インワンズジョイ ２８戦６勝 賞金 ３０２，９１７，０００円
〔発走状況〕 トウカイパラダイス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ビートブラック号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。

１２０４８ ４月２９日 晴 良 （２４京都３）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�

たかせがわ

高瀬川ステークス
発走１６時２５分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．４．３０以降２４．４．２２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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

６１２ サ イ オ ン 牡６芦 ５７ 浜中 俊里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B５０６± ０１：２３．５ ４．１�

１２ メイショウツチヤマ 牡５鹿 ５６ 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７８－ ４ 〃 クビ ８．３�
７１４ オーシャンフリート 牝４栗 ５３ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４９０＋ ６１：２３．６クビ ６．１�
８１５ ト ラ バ ン ト 牡４栗 ５６ 松岡 正海吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ４１：２４．０２� ６．０�
５１０ アイディンパワー 牡６鹿 ５５ 池添 謙一米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７６－１８１：２４．３１� ２３．４�
１１ � コパノカチーノ 牡６栗 ５４ 秋山真一郎小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５３２± ０ 〃 クビ ４３．０�
３６ アドマイヤサガス 牡４青 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５０４－ ４ 〃 ハナ ３．４	
７１３ アグネスマクシマム 牡８栗 ５４ 国分 優作渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７４－ ４１：２４．６１� １０４．１

４７ ハンマープライス 牡６栗 ５４ 蛯名 正義 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：２４．７クビ ２７．２�
２３ ノボレインボー 牝６芦 ５３ 荻野 琢真�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５０２－ ６１：２５．０２ １３２．２
５９ � チョイワルグランパ 牡６黒鹿５５ 中井 裕二�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B５０６＋ ２１：２５．２１	 １２８．７�
８１６ キングパーフェクト 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４６４－１２ 〃 アタマ １６．０�
３５ ウッドシップ 牝４鹿 ５３ 武士沢友治小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４７４－ ６１：２５．９４ ２０．２�
２４ マイネルエルドラド 牡６鹿 ５３ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ５０６＋ ８ 〃 クビ １１３．０�
４８ � オールブランニュー 牝６黒鹿５２ 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４７２－ ２１：２７．４９ ４５．５�

（１５頭）
６１１ ハードウォン 牡６鹿 ５１ 水口 優也津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４６６－２２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ８８，６６０，６００円 複勝： １１９，４５６，４００円 枠連： ６４，１３５，３００円

馬連： ２４２，７０８，２００円 馬単： １４０，８０１，７００円 ワイド： ９４，８８０，２００円

３連複： ２９６，２６８，２００円 ３連単： ６１３，７７６，８００円 計： １，６６０，６８７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � ２６０円 枠 連（１－６） １，４３０円

馬 連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，５７０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ６００円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ３，５３０円 ３ 連 単 ��� １７，３１０円

票 数

単勝票数 差引計 ８８６６０６（返還計 ４１５５） 的中 � １７２４４６（２番人気）
複勝票数 差引計１１９４５６４（返還計 ５２９２） 的中 � ２５９４３０（２番人気）� １１９８２９（４番人気）� １０８５９３（５番人気）
枠連票数 差引計 ６４１３５３（返還計 １４４３） 的中 （１－６） ３３１２６（６番人気）
馬連票数 差引計２４２７０８２（返還計 ２０５６３） 的中 �� １２２３５９（６番人気）
馬単票数 差引計１４０８０１７（返還計 １１６６５） 的中 �� ４０４６７（７番人気）
ワイド票数 差引計 ９４８８０２（返還計 １１５７３） 的中 �� ５０９３９（３番人気）�� ３９３７４（７番人気）�� ２２１６６（１０番人気）
３連複票数 差引計２９６２６８２（返還計 ５２６９７） 的中 ��� ６１９８４（９番人気）
３連単票数 差引計６１３７７６８（返還計 ９０９４３） 的中 ��� ２６１７２（３４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．９―１２．２―１２．０―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３５．２―４７．４―５９．４―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ イ オ ン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．２０ 中山１着

２００６．４．１６生 牡６芦 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル ２０戦５勝 賞金 １０２，４５８，０００円
〔競走除外〕 ハードウォン号は，馬場入場時に放馬。疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。
※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） ８頭 アキノモーグル号・カリスマサンスカイ号・キョウエイカルラ号・キングオブヘイロー号・スティールパス号・

タンジブルアセット号・トウショウクエスト号・モエレジュンキン号

５レース目
対象レース



（２４京都３）第４日 ４月２９日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６頭 本 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

４４９，７２０，０００円
４，５５０，０００円
７，６４０，０００円
４１，９１０，０００円
６５，８２３，５００円
５，５０２，０００円
１，７８５，６００円

勝馬投票券売得金
１，１０１，８０７，３００円
１，７４２，９１９，９００円
８９６，２２４，４００円
３，３０７，４３０，２００円
２，３２４，８９２，０００円
１，２８８，７０６，１００円
４，１５７，９６４，３００円
１１，４６０，８７５，１００円
１，０８７，３２４，４００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
５ 重 勝
計 ２７，３６８，１４３，７００円

総入場人員 ８０，６１３名 （有料入場人員 ７６，９２２名）


