
１２０３７ ５月４日 晴 良 （２０京都３）第４日 第１競走 ��
��１，８００�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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

６６ タートルベイ 牡３芦 ５６ 幸 英明後藤 繁樹氏 田島 良保 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４８２＋ ２１：５３．３ ２．４�

７７ ホッコーキングオー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４９６＋ ２１：５３．６１� ２．９�
８８ ニシノハドウホウ 牡３鹿 ５６ 小牧 太西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ５００＋ ２１：５４．１３ ４．５�
４４ ペプチドトップガン 牡３栗 ５６ 下原 理沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 日東牧場 ４９２－ ２１：５４．５２� ５６．３�

（兵庫）

３３ ウォータールーク 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲船曳 文士山岡 良一氏 武 邦彦 浦河トラストスリーファーム ４７６± ０１：５４．８１� ６１．７�

２２ ジャングルゼット 牡３鹿 ５６
５３ ▲田中 克典�フォーレスト 池添 兼雄 門別 日高大洋牧場 ５００± ０１：５６．４１０ ３７．８�

１１ トーホウミラクル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二東豊物産	 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４３４－ ２１：５６．９３ ２３．３

８９ ブラックストーム 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎佐藤 恭永氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４５０－ ６１：５７．３２� １１．０�
５５ リキサンダルジャン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ５３２－１２１：５８．５７ １４．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： １５，０４７，８００円 複勝： １９，４６９，０００円 枠連： １４，８９５，９００円

普通馬連： ５２，６６２，２００円 馬単： ６３，９６９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２３６，７００円

３連複： ９０，１８６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２７１，４６７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（６－７） ３３０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� １７０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５０４７８ 的中 � ５０９５６（１番人気）
複勝票数 計 １９４６９０ 的中 � ６２３８５（１番人気）� ６１３４０（２番人気）� ３１９４４（３番人気）
枠連票数 計 １４８９５９ 的中 （６－７） ３３８９２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２６６２２ 的中 �� １１６３１１（１番人気）
馬単票数 計 ６３９６９３ 的中 �� ７７１８２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２３６７ 的中 �� ２９４８７（１番人気）�� ２２２３２（２番人気）�� １７４７５（３番人気）
３連複票数 計 ９０１８６５ 的中 ��� ２３８９２８（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３７．１―５０．３―１：０３．２―１：１５．４―１：２７．９―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．９
１
３

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

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

タートルベイ 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 Miswaki デビュー ２００７．９．９ 阪神６着

２００５．４．５生 牡３芦 母 リキマドレード 母母 Wink At Danger ８戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔発走状況〕 ジャングルゼット号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔その他〕 リキサンダルジャン号は，競走中に疾病〔左第１指骨々折〕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。



１２０３８ ５月４日 晴 良 （２０京都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 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５９ ヴェイルドクリス 牝３青鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：２５．８ ３．１�

５１０ アップカントリー 牡３鹿 ５６ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４９６－ ８ 〃 クビ ６．２�

８１６ ダノンアスカ 牡３青鹿５６ 小牧 太�ダノックス 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２＋ ２１：２６．０１� ３．１�
７１４ ニ コ ラ シ カ 牡３黒鹿５６ 石橋 守竹中 一彰氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５８－ ２１：２６．７４ １９．０�
２３ フィールドブルック 牡３黒鹿５６ 横山 典弘地田 勝三氏 西園 正都 静内 大滝 康晴 ４６２± ０１：２６．８� ３３．７�
２４ ブ ッ カ ー ズ 牡３栗 ５６ 吉田 稔 �エクセルマネジメント大根田裕之 えりも エクセルマネジメント ４８０ ― 〃 ハナ １５１．４	

（愛知）

８１５ マルブツワイルド 牡３鹿 ５６ 下原 理大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ４８６＋ ６１：２６．９� ２０．３

（兵庫）

３６ ブラックカシミール 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎�バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４８２＋ ６１：２７．０� ２６．９�
１２ タマモサプライズ 牡３鹿 ５６ 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８６－ ４１：２７．２１ ６．６�
６１２ グレートメモリー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二大石 秀夫氏 昆 貢 静内 フジワラフアーム ４６２－ ２１：２７．５１� １６．０
７１３ タグシェイクオン 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔田口 廣氏 佐山 優 早来 田口 廣 ４２６± ０１：２７．８２ ５３．７�
１１ ハナハイウェイ 牡３栗 ５６ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 千歳 社台ファーム ５１０ ―１：２７．９� ６０．６�
４７ カシノハルト 牡３黒鹿５６ 和田 竜二柏木 務氏 福永 甲 鹿児島 柏木 務 ４４２± ０１：２８．１１� ２５０．４�
３５ キクノシエロ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅菊池 五郎氏 吉田 直弘 門別 外舘 万明 ４３８＋２２１：２８．８４ １５５．６�
４８ ホクザンアントルメ 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士木本 弘孝氏 梅田 康雄 三石 川端 英幸 ４４２－ ６１：３１．８大差 ２２４．３�
６１１ グランフォース 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ３９８－ ２１：３３．９大差 ３３９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７２５，５００円 複勝： ２２，９４３，７００円 枠連： ２４，１２０，３００円

普通馬連： ６６，３１６，９００円 馬単： ６４，７５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８９９，１００円

３連複： １０４，６８２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３２０，４３８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（５－５） ８５０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ２２０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７７２５５ 的中 � ４６５０９（１番人気）
複勝票数 計 ２２９４３７ 的中 � ５６５３６（１番人気）� ３０８８３（４番人気）� ４５４２０（２番人気）
枠連票数 計 ２４１２０３ 的中 （５－５） ２１１６５（３番人気）
普通馬連票数 計 ６６３１６９ 的中 �� ６５１５０（２番人気）
馬単票数 計 ６４７５０９ 的中 �� ３７３０２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８９９１ 的中 �� １５５５３（２番人気）�� ２５５５１（１番人気）�� １０１６６（５番人気）
３連複票数 計１０４６８２２ 的中 ��� ９３１３１（１番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１２．１―１２．７―１２．９―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３５．２―４７．９―１：００．８―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェイルドクリス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００８．４．１９ 阪神２着

２００５．４．７生 牝３青鹿 母 ビハインドザマスク 母母 ヴアインゴールド ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホクザンアントルメ号・グランフォース号は，平成２０年６月４日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アルフレッドパール号
※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。



１２０３９ ５月４日 晴 良 （２０京都３）第４日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分（番組第５競走を順序変更） （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

４４ メジロラフィキ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�メジロ牧場 池江 泰郎 洞爺 メジロ牧場 ４８０± ０２：０３．０ ３．３�

２２ ハヤテノゴトク 牡３鹿 ５６ 角田 晃一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４８８－ ２２：０３．１� ４．４�
８１１ シングルショット 牡３青 ５６ 安藤 勝己深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ４９６－ ２２：０３．４２ ２．５�
６７ マヤノテムジン �３鹿 ５６ 内田 博幸田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７６－ ６ 〃 アタマ ７．３�
８１０ ディアプリマ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４７８－ ２２：０３．７１� １４．３�
７８ メイショウホバート 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 鶴留 明雄 浦河 富菜牧場 ４６２－ ４ 〃 アタマ ５１．５�
３３ メジロジーニー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�メジロ牧場 河内 洋 洞爺 メジロ牧場 ４６８－ ６２：０３．８� ２０．８	
１１ メイショウオバナ 牝３芦 ５４ 上野 翔松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 赤田牧場 ４７２＋ ６２：０３．９� ６２．７

７９ 	 エドワードバローズ 牡３青鹿５６ 福永 祐一猪熊 広次氏 中竹 和也 英 Carmel Stud ４３８＋ ６２：０４．１１
 ４２．２�
６６ サーパスオール 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典河村 �平氏 荒川 義之 浦河 不二牧場 ４２６－ ６２：０５．３７ ２７３．２
５５ チョウスター 牡３青 ５６ 吉田 稔丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 三石 米田牧場 ４７０± ０２：０６．３６ １７９．８�

（愛知）

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，４７７，７００円 複勝： ２１，５６０，７００円 枠連： １７，８３０，６００円

普通馬連： ６７，３１６，８００円 馬単： ７８，８８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０８８，１００円

３連複： ９８，７４８，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３２０，９０３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（２－４） ７１０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １７０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８４７７７ 的中 � ４４７３９（２番人気）
複勝票数 計 ２１５６０７ 的中 � ５８９８８（２番人気）� ３３９６３（３番人気）� ６３４０４（１番人気）
枠連票数 計 １７８３０６ 的中 （２－４） １８６３６（３番人気）
普通馬連票数 計 ６７３１６８ 的中 �� ７３６７４（３番人気）
馬単票数 計 ７８８８０６ 的中 �� ４４００５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０８８１ 的中 �� １７０９２（３番人気）�� ３０９９１（１番人気）�� １７１５４（２番人気）
３連複票数 計 ９８７４８９ 的中 ��� １６０６２９（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３６．０―４８．８―１：０１．８―１：１５．５―１：２８．５―１：４０．３―１：５１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３４．５
１
３

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

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

メジロラフィキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．２．１７ 京都３着

２００５．５．１生 牡３鹿 母 カ ン パ ナ 母母 Two Rings ５戦１勝 賞金 １０，１５０，０００円
※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。



１２０４０ ５月４日 晴 良 （２０京都３）第４日 第４競走 ��
��１，２００�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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

１１ ストリートスタイル 牝３鹿 ５４ 福永 祐一下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４３４ ―１：０９．３ ３．５�

８１６ アグネスシャイン 牝３栗 ５４ 武 豊渡辺 孝男氏 浜田 光正 新冠 中地 康弘 ４５４－ ２１：０９．６２ ２．５�
２３ マルカレガート 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎河長産業� 増本 豊 門別 日高大洋牧場 ４６０ ―１：１０．１３ ５８．９�
３５ � エーシンエイホープ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海平井 宏承氏 梅内 忍 米 WInches-

ter Farm ４０６－１６１：１０．４１� ２１．０�
６１１ マハーバリプラム 牝３青 ５４ 川田 将雅吉田 勝己氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６４＋１２ 〃 クビ ７．２�
４８ マックスバリハイ 牡３栗 ５６ 内田 博幸田所 英子氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 ４５８－ ２１：１０．５クビ ５．１�
８１５ メイショウアレグロ 牡３青鹿５６ 角田 晃一松本 好雄氏 荒川 義之 新冠 大狩部牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ ９４．７	
２４ ドリームジャンボ 牡３黒鹿５６ 高野 容輔西村新一郎氏 境 直行 鵡川 貞広 賢治 ４８６－１２１：１０．６� ２２．１

５９ スマートホーラー 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅松坂 明子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４０２± ０１：１０．８１� ２５６．０�
６１２ メルシーリファイン 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典永井 康郎氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４２２ ―１：１０．９� ２２６．０�
７１４ シゲルファイファン 牡３黒鹿５６ 石橋 守森中 蕃氏 松永 幹夫 浦河 中村 雅明 ４８０＋１０１：１１．２１� １１５．１
５１０ ワキノキルシェ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ３９８ ―１：１１．３� ５９．２�
１２ スリーサンカリスマ 牡３鹿 ５６ 千田 輝彦永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２ ―１：１１．４	 １４９．５�
３６ フォーエバー 牝３鹿 ５４ 南井 大志吉岡 實氏 南井 克巳 門別 下河辺牧場 ４２４ ―１：１１．６１� １７６．６�
４７ � ローランセレブル 牡３鹿 ５６ 幸 英明斉藤 敏博氏 安田伊佐夫 愛

Ben Goldsmith,
Mrs James Wi-
gan and L. T. S.

４４４ ―１：１１．７	 １８．４�
７１３ ブライティアパール 牝３栗 ５４ 小林 徹弥小林 昌志氏 野村 彰彦 門別 細川牧場 ３９８－ ８１：１３．３１０ ３０６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５８６，２００円 複勝： ２１，４９８，３００円 枠連： ２０，９２７，６００円

普通馬連： ７５，８４４，９００円 馬単： ８０，４７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９５１，４００円

３連複： １０７，０９３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３４４，３７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ７９０円 枠 連（１－８） ３６０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２，２７０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ５，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９５８６２ 的中 � ４５２１０（２番人気）
複勝票数 計 ２１４９８３ 的中 � ３８０６０（２番人気）� ７２０６０（１番人気）� ３９９９（８番人気）
枠連票数 計 ２０９２７６ 的中 （１－８） ４３４７４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７５８４４９ 的中 �� １３６５２８（１番人気）
馬単票数 計 ８０４７０２ 的中 �� ７１７０７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９５１４ 的中 �� ２３２０４（２番人気）�� １８２１（２２番人気）�� ２１８５（１９番人気）
３連複票数 計１０７０９３５ 的中 ��� １３３６８（１５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．２―１１．３―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．０―４６．３―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストリートスタイル �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Cozzene 初出走

２００５．４．３生 牝３鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライティアパール号は，平成２０年６月４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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マッキーエヴァ号
（非抽選馬） ２頭 テイエムオースオー号・ヘンティル号



１２０４１ ５月４日 晴 良 （２０京都３）第４日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分（番組第３競走を順序変更） （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

７１１ スマートギア 牡３栗 ５６ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５０± ０１：４９．５ ４．９�

５８ ブレイブファイト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１０＋ ４１：４９．８１� １．８�
３３ オースミアタック 牡３栗 ５６ 川田 将雅�オースミ 木原 一良 門別 碧雲牧場 ４９６－１６１：５０．６５ ３４．９�
６９ オースミツルギ 牡３鹿 ５６ 松田 大作�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ２１：５０．９１� １０．１�
４６ アマノスパイダー 牡３栗 ５６ 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 様似 小田 誠一 ４８２－ ６１：５１．２１� １５．７�
２２ ムーンシンフォニー 牝３栗 ５４ 安藤 勝己飯田 正剛氏 松田 博資 静内 千代田牧場 ４２８－１０１：５１．３� ４．８�
５７ トップオブクロフネ 牡３栗 ５６ 小牧 太横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 浦河 ノーザンファーム ４８０－ ４１：５１．５１� ３９．７	
７１２ スペシャルウイング �３鹿 ５６ 内田 博幸鳴戸 雄一氏 田所 秀孝 静内 出羽牧場 ４４２± ０１：５１．７１� １１３．０

１１ キャンディポケット 牡３栗 ５６ 石橋 守山本 茂氏 大根田裕之 静内 田中 裕之 ４６６－ ４１：５１．８� １１１．８�
３４ コスモムルシェラゴ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 北出 成人 新冠 ビッグレッドファーム ４２２＋ ４１：５１．９クビ ５４．０
６１０ タガノクロニクル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海八木 良司氏 領家 政蔵 静内 大典牧場 ５０６－１６ 〃 ハナ １５０．７�
８１３ エイシンプレスマン 牡３青鹿５６ 角田 晃一平井 豊光氏 松永 昌博 浦河 山本牧場 ４５４＋ ６ 〃 アタマ ３７．９�
８１４ シーオーバー 牡３芦 ５６ 下原 理藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４７６－ ４１：５２．１１ ２６４．１�

（兵庫）

４５ カシノマルス 牡３鹿 ５６
５３ ▲田中 克典柏木 務氏 福永 甲 門別 竹島 幸治 ５０８＋ ２１：５２．９５ ２１３．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，２０３，２００円 複勝： ３９，２０８，５００円 枠連： １８，３７５，８００円

普通馬連： ７８，３８０，７００円 馬単： ９６，４２６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４６１，５００円

３連複： １２４，２０９，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３９９，２６６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ５２０円 枠 連（５－７） ３６０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １，９７０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ２，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２０３２ 的中 � ３３０２８（３番人気）
複勝票数 計 ３９２０８５ 的中 � ４１５２２（３番人気）� ２３２９２５（１番人気）� ７５６４（７番人気）
枠連票数 計 １８３７５８ 的中 （５－７） ３８７２６（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８３８０７ 的中 �� １６４４１０（１番人気）
馬単票数 計 ９６４２６７ 的中 �� ７３２７５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４６１５ 的中 �� ３４１１４（２番人気）�� ２３７５（１９番人気）�� ５６５９（９番人気）
３連複票数 計１２４２０９９ 的中 ��� ３０７６２（９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．３―１３．２―１３．３―１３．０―１１．１―１０．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．５―４９．７―１：０３．０―１：１６．０―１：２７．１―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３３．５
３ １４（６，３，１２）（２，１１）（７，９，８）（１，４，１０）－１３，５ ４ １１，１４，８（３，１２）（６，９）（７，２）１０，４（１，１３）－５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートギア �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パ ド ス ー ル デビュー ２００８．１．６ 京都３着

２００５．２．１２生 牡３栗 母 スケアヘッドライン 母母 シヤダイチヤツター ４戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出走取消馬 ファイナルチャンス号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。



１２０４２ ５月４日 晴 良 （２０京都３）第４日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

牝，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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

５９ メイショウヤワラ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５０８＋１０１：１１．９ ８．０�

４７ サマーファインデイ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎セゾンレースホース� 宮 徹 青森 中山 雅信 ４６０－ ２１：１２．３２� １４．３�
５１０ メジロアースラ 牝３青鹿５４ 石橋 守�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４７０－ ６１：１２．４� ３９．６�
６１２ オークヒルズ 牝３黒鹿５４ 吉田 稔後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４４０－ ２１：１２．５クビ ５３．８�

（愛知）

１２ ブルーミンバー 牝３鹿 ５４ 四位 洋文諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８－ ８１：１２．６� １０．４�
８１５ オールタイムベスト 牝３青鹿５４ 武 豊青山 洋一氏 池江 泰寿 門別 下河辺牧場 ４６４± ０１：１２．７� ４．１	
３６ モ モ フ ク 牝３栗 ５４

５１ ▲船曳 文士大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４６４－１４ 〃 アタマ ４．２

６１１ レディオーロラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典�富川牧場 高松 邦男 門別 富川牧場 B４４２－ ８１：１２．９１� ５１．１�
１１ ジョーイロンデル 牝３芦 ５４ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大成牧場 ４７４－ ５１：１３．０クビ ５１．０�
２３ ジ フ ァ ー ル 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅坂田 行夫氏 清水 英克 様似 山本 和彦 ４１０－１０ 〃 クビ １０２．０
８１６ レッドターキー 牝３栗 ５４ 横山 典弘松本夫佐子氏 古賀 史生 静内 神垣 道弘 ４５０－ ６１：１３．１クビ ８．８�
７１３ コウエイアンズ 牝３黒鹿５４ 幸 英明伊東 政清氏 田所 清広 鹿児島 伊東 政清 ４９４＋１０ 〃 アタマ １８．５�
７１４ ディマンシュ 牝３栗 ５４ 松岡 正海�アカデミー 池江 泰寿 新冠 清水 克則 ４６０－ ２１：１３．８４ ３１．８�
２４ インプリシット 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 村上 雅規 ４７６－ ６１：１４．８６ ５．７�
３５ ナムラエンプレス 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４５４－ ８１：１８．８大差 ７１．２�

（１５頭）
４８ トーホウヘレン 牝３栗 ５４ 川田 将雅東豊物産� 羽月 友彦 浦河 バンダム牧場 ４５２± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２２，６３５，９００円 複勝： ３２，２９３，６００円 枠連： ２７，５０３，３００円

普通馬連： ９５，７４１，９００円 馬単： ７９，４３０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５３２，７００円

３連複： １３７，１１５，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４２１，２５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ３１０円 � ３７０円 � １，１３０円 枠 連（４－５） ４，５１０円

普通馬連 �� ５，８００円 馬 単 �� １０，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１００円 �� ６，９３０円 �� ５，６４０円

３ 連 複 ��� ８４，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２２６３５９（返還計 ８４６１） 的中 � ２２５６７（４番人気）
複勝票数 差引計 ３２２９３６（返還計 ９２３９） 的中 � ３０４５９（４番人気）� ２４３３４（７番人気）� ６６０６（１１番人気）
枠連票数 差引計 ２７５０３３（返還計 ８９２） 的中 （４－５） ４５０５（２０番人気）
普通馬連票数 差引計 ９５７４１９（返還計 ５００７４） 的中 �� １２１９８（２２番人気）
馬単票数 差引計 ７９４３０１（返還計 ４００１４） 的中 �� ５５６２（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２６５３２７（返還計 １７７８９） 的中 �� ３１７１（２１番人気）�� ９３４（６５番人気）�� １１５０（６０番人気）
３連複票数 差引計１３７１１５８（返還計１２２７７５） 的中 ��� １２００（１８７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．５―１１．９―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．５―４６．４―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．４
３ ・（２，６，１６）（４，１３）－（３，９）１５－５（１，１４，１２）－１０（７，１１） ４ ・（２，６，１６）（４，１３）－（３，９）１５－（５，１２）１－（１４，１０）７，１１

勝馬の
紹 介

メイショウヤワラ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ウインドストース デビュー ２００８．４．１２ 阪神１着

２００５．４．１７生 牝３栗 母 メイショウサンサン 母母 ミスイメージ ２戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔競走除外〕 トーホウヘレン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔その他〕 ナムラエンプレス号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。
※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 トーセンベルファム号・ナンヨーナイト号・パナマックス号・ファルネーゼ号・ミステリアスバイオ号
※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。



１２０４３ ５月４日 晴 良 （２０京都３）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

４７ ベルフィーチャー 牝４鹿 ５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 中尾 秀正 三石 追分ファーム ４７０＋ ４１：３５．２ １．６�

４８ アジアンホープ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎廣村 茂一氏 目野 哲也 静内 フジワラフアーム ４６０± ０１：３５．４１� ３３．１�
２３ ショウリュウアクト 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４７２＋ ２１：３５．５� ９．４�
７１３	 ウインハンズダウン 牡４鹿 ５７ 小牧 太前田 幸治氏 白井 寿昭 米 Golden Oak

Farm LLC ４３４± ０ 〃 クビ ２６．５�
６１１	
 マチカネエベッサン 牡４鹿 ５７ 角田 晃一細川 益男氏 藤岡 健一 愛 Machi-

kane Farm ４６２－ ２１：３５．６クビ ２８．３�
１２ マヤラブハート 牝５栗 ５５ 小林 徹弥�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４５４± ０１：３５．７� ２６．２�
１１ エイシンチョーテン 牡５栗 ５７ 四位 洋文平井 豊光氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２ 〃 アタマ １６．１	
８１６
 タガノマスタング 牡５栗 ５７ 小原 義之八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 広瀬 正昭 ４８６＋ ４１：３５．９１� １９．１

７１４ バクシンヒロイン 牝４栗 ５５ 松岡 正海岸田 勝宏氏 田所 秀孝 静内 佐竹 学 ４２０－ ６ 〃 ハナ １１．８�
５９ マルノパイオニア 牝４芦 ５５ 吉田 稔穐吉 正孝氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４２４－ ２１：３６．０� ５２．０�

（愛知）

８１５
 メイショウカーター 牡５鹿 ５７ 内田 博幸松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４６２－ ２１：３６．６３� ２９．１
３６ 
 マ サ ラ イ ト 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４８２－２７１：３６．８１� ３９．４�
２４ 
 カネコメスパークー 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅�岡 義雄氏 中尾 正 浦河 金石牧場 ４６４－ ４１：３７．０１� ２５９．１�
３５ 	 マルターズドラドラ �５芦 ５７ 畑端 省吾藤田与志男氏 吉田 直弘 米 Gallagher’s

Stud ４２８＋ ４ 〃 クビ ２１６．０�
８１７ カシノアマゾネス 牝４栗 ５５

５２ ▲田中 克典柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４４４＋ ６１：３７．１� ２８５．４�
６１２ ギンギラギン 牡４鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ４８６－２０１：３７．３１ １８．２�
５１０ ベストストーリー 牝５鹿 ５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ ５４．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２４，９１５，５００円 複勝： ３４，１８３，６００円 枠連： ２８，９９７，３００円

普通馬連： ９７，０１１，５００円 馬単： ９４，７４６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７６８，３００円

３連複： １４３，６８９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４５０，３１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ５７０円 � ２１０円 枠 連（４－４） ２，２８０円

普通馬連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ２，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ３００円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� ４，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４９１５５ 的中 � １２８７０２（１番人気）
複勝票数 計 ３４１８３６ 的中 � １５７３２５（１番人気）� ８３４７（１１番人気）� ３１８６１（２番人気）
枠連票数 計 ２８９９７３ 的中 （４－４） ９３９２（１１番人気）
普通馬連票数 計 ９７０１１５ 的中 �� ３４７２２（８番人気）
馬単票数 計 ９４７４６７ 的中 �� ２６０２４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７６８３ 的中 �� ７６６８（８番人気）�� ２５６１３（１番人気）�� ２６７２（２７番人気）
３連複票数 計１４３６８９８ 的中 ��� ２４３４１（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．２―１２．７―１２．２―１１．２―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．９―４８．６―１：００．８―１：１２．０―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルフィーチャー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００７．３．３１ 阪神２着

２００４．５．２２生 牝４鹿 母 ベルクラシック 母母 ベ ル ピ ア ノ ６戦２勝 賞金 １８，８００，０００円
※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 ５月４日 晴 良 （２０京都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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

３６ メイショウローラン 牡３鹿 ５６ 角田 晃一松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４４８± ０１：０８．７ ５．８�

５１０ ノーブルマン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅小川 勲氏 藤岡 健一 門別 新生ファーム ４８２＋ ４１：０８．８� ７．３�
３５ シ ル ポ ー ト 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９２＋ ６１：０９．０１� ４．１�
４８ シロキタカーニバル 牝３栗 ５４ 武 豊小西 和子氏 佐山 優 門別 門別フアーム ４４６＋ ８ 〃 アタマ ５．５�
４７ レ ジ ア ス 牡３青鹿５６ 福永 祐一前田 晋二氏 宮本 博 新冠 平山牧場 ４５２± ０１：０９．３１� １０．８�
５９ ケンモンスター 牡３青鹿５６ 石橋 守中西 健造氏 松永 昌博 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４６２－２２１：０９．８３ ３０．９�
７１４ ド キ ャ ー レ 牡３栗 ５６ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 静内 酒井 静男 ４６０± ０ 〃 アタマ ２２．２�
２４ � ケイプエマラティ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸岸田 勝宏氏 的場 均 英 Capt A. L.

Smith－Maxwell ５０８± ０ 〃 ハナ ７．７	
８１６	 アイファーダイオー 牡３鹿 ５６ 吉田 稔中島 稔氏 藤田 正治 新冠 中村農場 ４６２± ０ 〃 ハナ ２９．７


（笠松） （愛知）

２３ � ヴィオレットステラ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海八木 良司氏 中尾 秀正 愛 Kevin Walsh ４４６＋ ２１：０９．９
 ２３．７�
１２ � コスモジャイロ 牝３栗 ５４ 船曳 文士 �ビッグレッドファーム 加用 正 米 Devona

Jeffery ４５６＋ ６１：１０．１１
 １３．１
７１３ スカイビューティー 牡３黒鹿５６ 四位 洋文藤岡 康男氏 本田 優 新冠 川上牧場 ４９８＋ ６１：１０．３１� １９．１�
８１５� パインゴーディ 牡３鹿 ５６ 畑端 省吾�畑端牧場 吉田 直弘 三石 畑端牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ ３０２．８�
６１１ パラダイスプラム 牝３栗 ５４ 武 幸四郎伊藤 信之氏 本田 優 静内 フジワラフアーム ４５８－ ６１：１０．５１
 １２８．６�
１１ 	 オ ト ヒ メ 牝３栗 ５４ 下原 理ジェントルマンホースクラブ 寺嶋 正勝 静内 藤本牧場 ４３８＋ ２１：１０．６クビ １６３．１�

（兵庫） （兵庫）

６１２� モエレヒストリー 牝３鹿 ５４ 岩崎 祐己水上ふじ子氏 岡田 稲男 三石 中村 和夫 ４４４± ０ 〃 クビ ２８８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０４８，９００円 複勝： ３４，２２１，３００円 枠連： ３３，８０９，９００円

普通馬連： １３４，６３５，６００円 馬単： ９９，４４９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９９５，４００円

３連複： １８５，２７９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５４３，４３９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（３－５） ６６０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ３，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ４６０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ２，１７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４０４８９ 的中 � ３２９８０（３番人気）
複勝票数 計 ３４２２１３ 的中 � ５５１５４（２番人気）� ４１５３０（３番人気）� ５９８７６（１番人気）
枠連票数 計 ３３８０９９ 的中 （３－５） ３７８８９（２番人気）
普通馬連票数 計１３４６３５６ 的中 �� ６３５５８（４番人気）
馬単票数 計 ９９４４９２ 的中 �� ２３８５５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９９５４ 的中 �� １５２４１（４番人気）�� １７５６１（１番人気）�� １６７４５（２番人気）
３連複票数 計１８５２７９２ 的中 ��� ６３１５７（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．２―１１．４―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．４―４５．８―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウローラン �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００７．６．１７ 阪神４着

２００５．５．１５生 牡３鹿 母 プリンセスロード 母母 インペリアルドール １０戦２勝 賞金 ２３，８８５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オタカラボックス号・シナノザクラ号・バクシンミノル号
※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。



１２０４５ ５月４日 晴 良 （２０京都３）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

むらさきの

紫 野 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５６ ダイシングロウ 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５１２＋ ２１：４７．３ ３．９�

１１ � マイネルクルーガー 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 英 R. W. K.

Lewis ４５６＋ ６１：４７．８３ １２．１�
３３ サンライズトラスト 牡４黒鹿５７ 福永 祐一松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４６４＋ ８１：４７．９� ３．８�
４５ ギムレットロック 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－ ２１：４８．１１	 ３．１�
８１２ クリスタルルージュ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海山田 順通氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４６０－ ４１：４８．３１	 ５５．１�
２２ マイネルファーマ 牡５栗 ５７ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 三石 山際牧場 ５０２－ ４１：４８．４
 １１．７	
６９ ヴ ン ダ ー 牡７黒鹿５７ 内田 博幸幅田 昌伸氏 庄野 靖志 門別トヨサトアライファーム ５０６－ ４ 〃 クビ ２２．０

７１０ ジ ッ プ 牡７栗 ５７ 秋山真一郎山内 邦一氏 坂口 正大 浦河 桑田牧場 ４７８＋ ４１：４８．６１ ５９．６�
４４ ビッグファルコン 牡７栗 ５７ 和田 竜二小林 昌志氏 中尾 正 浦河 小倉牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ ５６．３�
５７ アグネスパウエル �９鹿 ５７ 幸 英明渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：４８．７クビ ８３．５
７１１ デンコウミサイル 牡５栗 ５７ 武 幸四郎田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ １３．４�
８１３ ステラマドレード 牝５鹿 ５５ 川田 将雅後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 静内 曾田農園 ４３２＋ ２ 〃 クビ ４０．０�
６８ � ロードエキスパート �５黒鹿５７ 角田 晃一 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co B４７０＋ ４１：４８．９１
 ２５．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３０，３７３，４００円 複勝： ３６，８７０，１００円 枠連： ２９，２８１，６００円

普通馬連： １４６，８６２，９００円 馬単： １０２，４９７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，７５４，４００円

３連複： １４７，７３７，７００円 ３連単： ３７０，７０７，０００円 計： ８９８，０８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ２９０円 � １４０円 枠 連（１－５） ４，０７０円

普通馬連 �� ４，２２０円 馬 単 �� ６，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� ４００円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ４，７１０円 ３ 連 単 ��� ３３，９６０円

票 数

単勝票数 計 ３０３７３４ 的中 � ６２７８６（３番人気）
複勝票数 計 ３６８７０１ 的中 � ５９９８４（３番人気）� ２５１５４（４番人気）� ８８９３４（１番人気）
枠連票数 計 ２９２８１６ 的中 （１－５） ５３１６（１８番人気）
普通馬連票数 計１４６８６２９ 的中 �� ２５７３１（１４番人気）
馬単票数 計１０２４９７１ 的中 �� １０８９８（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３７５４４ 的中 �� ６９６０（１３番人気）�� ２２７０３（３番人気）�� ９４２７（９番人気）
３連複票数 計１４７７３７７ 的中 ��� ２３１６３（１３番人気）
３連単票数 計３７０７０７０ 的中 ��� ８０５８（９７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１１．６―１２．５―１３．１―１１．８―１１．２―１１．３―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３６．０―４８．５―１：０１．６―１：１３．４―１：２４．６―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイシングロウ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．３．２５ 阪神２着

２００４．４．１生 牡４黒鹿 母 コウユーラヴ 母母 チャームトウショウ ９戦３勝 賞金 ３０，８２２，０００円



１２０４６ ５月４日 晴 良 （２０京都３）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

か み が も

上賀茂ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

４７ トーセンアーチャー 牡４鹿 ５７ 四位 洋文島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４８８＋１０１：５１．１ ３．８�

６１０ ナムラスピード 牡５栗 ５７ 岩田 康誠奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４９８－ ４１：５１．４１� ６．９�
６１１ ク リ ー ン 牡４鹿 ５７ 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ５８８＋ ２１：５１．６１� ８．７�
４６ プログレスエバー 牡５鹿 ５７ 菊地 昇吾橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５６６＋ ２ 〃 アタマ １２．１�
２３ スプリングヘッド 牡４鹿 ５７ 松岡 正海加藤 春夫氏 相沢 郁 静内 三宅牧場 ４７６－ ４１：５１．８１ ２０．２�
５８ ケアレスウィスパー 牝４栗 ５５ 福永 祐一吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４７２＋１８１：５１．９� ２９．２�
８１４	 ナムラクック 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎奈村 信重氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ４９２± ０１：５２．０クビ ５５．８	
５９ パントマイミスト 牡７栗 ５７ 上村 洋行
ダイリン 大久保龍志 門別 大沢育成牧場 ４６８± ０１：５２．１
 ９２．８�
８１５� サンワードラン 牡６鹿 ５７ 和田 竜二佐藤 幸彦氏 中尾 正 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５０４± ０ 〃 ハナ ３．３�
２２ セフティーステージ 牡６鹿 ５７ 小林 徹弥池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４９０± ０１：５２．３１� ２８．４
７１２ フルブラッサム 牡６鹿 ５７ 幸 英明臼田 浩義氏 沖 芳夫 門別 日高大洋牧場 ４８８± ０ 〃 クビ １４２．８�
１１ ゴッドセンド 牡６黒鹿５７ 吉田 稔西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８６± ０１：５２．４クビ ５４．２�

（愛知）

７１３ ハルクバニヤン 牡６栗 ５７ 内田 博幸津村 靖志氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４８６－１４１：５２．７２ ２３．９�
３５ タマモグレアー 牡４鹿 ５７ 田中 克典タマモ
 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５２６－ ８ 〃 ハナ ８．９�
３４ イ セ ノ イ チ 牡１０黒鹿５７ 秋山真一郎大橋 堯格氏 大橋 勇樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９６± ０１：５３．２３ ３４．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，４４５，３００円 複勝： ４５，６１５，４００円 枠連： ４７，９７９，５００円

普通馬連： ２０６，１７５，１００円 馬単： １２１，３３５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，１８２，７００円

３連複： ２０４，３１３，５００円 ３連単： ４５６，３６４，８００円 計： １，１６２，４１１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � ２７０円 枠 連（４－６） ５８０円

普通馬連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ６３０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ３，４８０円 ３ 連 単 ��� １５，９２０円

票 数

単勝票数 計 ３４４４５３ 的中 � ７１５１３（２番人気）
複勝票数 計 ４５６１５４ 的中 � ９６９９４（１番人気）� ４２７３７（４番人気）� ４０２３８（５番人気）
枠連票数 計 ４７９７９５ 的中 （４－６） ６１８１４（２番人気）
普通馬連票数 計２０６１７５１ 的中 �� １０２０７６（５番人気）
馬単票数 計１２１３３５４ 的中 �� ３６０５５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６１８２７ 的中 �� １８８８２（６番人気）�� １８３７８（７番人気）�� １０９５７（１１番人気）
３連複票数 計２０４３１３５ 的中 ��� ４３３４３（８番人気）
３連単票数 計４５６３６４８ 的中 ��� ２１１６６（３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．２―３６．４―４９．４―１：０２．２―１：１４．９―１：２６．９―１：３９．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

トーセンアーチャー �
�
父 Barathea �

�
母父 Zafonic デビュー ２００６．１１．１２ 東京３着

２００４．４．６生 牡４鹿 母 インターラプション 母母 Intermission １５戦４勝 賞金 ６３，１３４，０００円
〔制裁〕 プログレスエバー号の騎手菊地昇吾は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※出走取消馬 インベスター号（疾病〔右肩跛行〕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１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 エイシンボストン号・ケージームサシ号・トップオブザロック号・トーセンゴライアス号・フィールドオアシス号・

フォグキャスケード号・フサイチウィード号・マルカシリウス号・メジロバーミューズ号・メンデル号・モチ号・
モンヴェール号・ヤマタケゴールデン号・リオサンバシチー号・ロリンザーユーザー号

※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。



１２０４７ ５月４日 晴 良 （２０京都３）第４日 第１１競走 ��
��３，２００�第１３７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 ３，１５０，０００円 ９００，０００円 ４５０，０００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

８１４ アドマイヤジュピタ 牡５栗 ５８ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９４－ ８３：１５．１ ５．８�

５８ メイショウサムソン 牡５鹿 ５８ 武 豊松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 林 孝輝 ５１４－ ４ 〃 アタマ ４．８�
８１３ アサクサキングス 牡４鹿 ５８ 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ５００－ ４３：１５．５２� ３．６�
３４ ホクトスルタン 牡４芦 ５８ 横山 典弘布施壽賀子氏 庄野 靖志 三石 ダイイチ牧場 ５１６＋ ６３：１５．６� １０．８�
２２ アドマイヤフジ 牡６黒鹿５８ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５３０－ ８３：１５．８１	 ２５．９�
３３ アドマイヤモナーク 牡７鹿 ５８ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２３：１６．０１ １３．２�
７１１ トウカイトリック 牡６鹿 ５８ 幸 英明内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５０＋ ４３：１６．４２� １７．４�
４５ トウカイエリート 牡８黒鹿５８ 上村 洋行内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４９０± ０３：１６．６１	 ８０．８	
５７ ドリームパスポート 牡５青鹿５８ 松岡 正海セゾンレースホース
 稲葉 隆一 白老 白老ファーム ４７２－ ４ 〃 ハナ ９．９�
１１ サンバレンティン 牡７栗 ５８ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２ 〃 ハナ ９７．４�
７１２ アイポッパー 牡８栗 ５８ 藤田 伸二 サンデーレーシング 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４５４± ０３：１６．７� １６．３�
６１０ ポップロック 牡７鹿 ５８ 内田 博幸吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９８－ ４３：１７．４４ ８．４�
６９ ドリームパートナー 
８鹿 ５８ 和田 竜二臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６４－ ８３：１８．７８ ９４．８�
４６ アドマイヤメイン 牡５栗 ５８ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５１２± ０３：１９．０１� ４３．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５７６，１６８，６００円 複勝： ５１７，１８１，１００円 枠連： ９７７，７８７，５００円

普通馬連： ３，８７５，６８８，１００円 馬単： ２，２１１，３４６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６４４，６０８，６００円

３連複： ３，９９４，７２９，７００円 ３連単： ９，３６７，８４５，６００円 計： ２２，１６５，３５６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（５－８） ４６０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ４，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ３８０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，８８０円 ３ 連 単 ��� １３，５００円

票 数

単勝票数 計５７６１６８６ 的中 � ７８３７００（３番人気）
複勝票数 計５１７１８１１ 的中 � ６９４６９２（２番人気）� ６３７２９３（３番人気）� １１７３２２９（１番人気）
枠連票数 計９７７７８７５ 的中 （５－８）１５７００１８（１番人気）
普通馬連票数 計３８７５６８８１ 的中 �� １４３１６４６（６番人気）
馬単票数 計２２１１３４６８ 的中 �� ３６８５４５（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６４４６０８６ 的中 �� １８３８３７（９番人気）�� ４４３４３０（１番人気）�� ３２２９６０（２番人気）
３連複票数 計３９９４７２９７ 的中 ���１５７１４４５（１番人気）
３連単票数 計９３６７８４５６ 的中 ��� ５１２２３１（１４番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．１―１１．４―１２．２―１２．１―１２．２―１１．８―１２．８―１２．６―１２．５―１２．７―１２．３―１１．８―１１．３―１１．５―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�
１３．３―２５．４―３６．８―４９．０―１：０１．１―１：１３．３―１：２５．１―１：３７．９―１：５０．５―２：０３．０―２：１５．７―２：２８．０

２，６００� ２，８００� ３，０００�
―２：３９．８―２：５１．１―３：０２．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤジュピタ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００５．１１．１３ 京都８着

２００３．３．１生 牡５栗 母 ジェイズジュエリー 母母 アサーション １３戦７勝 賞金 ３２６，５７９，０００円



１２０４８ ５月４日 晴 良 （２０京都３）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�

お い け

御 池 特 別
発走１６時２０分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，１９．４．２８以降２０．４．２７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 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４７ � ミリオンディスク 牡４栗 ５７ 武 幸四郎 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２１：２４．０ ５．６�

４８ アクセルファイヤー 牝４鹿 ５３ 佐久間寛志中村 浩章氏 安田伊佐夫 静内 原 忠夫 ４００－ ２１：２４．７４ １７．４�
８１６ セトノヒット 牡７栗 ５５ 佐藤 哲三難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４８２－ ２１：２４．８� ２２．０�
８１５ ジェットバニヤン 牡５鹿 ５６ 上村 洋行津村 靖志氏 鮫島 一歩 千歳 ロイヤルファーム ５１０－ ２ 〃 クビ １３．０�
５１０� ネ オ ナ ー ト 牡６鹿 ５４ 幸 英明藤田 孟司氏 中竹 和也 米

Rio Claro Thorough-
breds, R. D. Hubbard
& C. Sczesny

４９８－ ４ 〃 ハナ ３２．２�
３６ ハードムーン 牡６黒鹿５３ 林 満明津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４８４＋ ４１：２５．２２� １３９．８�
７１４ ジェイケイセラヴィ 	４鹿 ５６ 横山 典弘小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４７４－ ８ 〃 ハナ ５．９	
７１３ キラライットウセイ 牡５栗 ５５ 和田 竜二北所 直人氏 中川 公成 三石 ニシケンフ

アーム ４６４－１２１：２５．３
 ４６．６

２３ � コンゴウダイオー 牡４鹿 ５７ 角田 晃一金岡 久夫氏 山内 研二 英

Redmyre Bloodstock,
P. Molony and Card
Bloodstock

５３０－ ４１：２５．５１� ３．６�
５９ サンエムウラノス 牡８鹿 ５４ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４８８＋ ２１：２５．６クビ ２８．８�
６１２ コアレスパレード 牡９青鹿５０ 高野 容輔小林 昌志氏 梅田 康雄 三石 沖田 博志 ４８０± ０１：２５．７� １５４．９
１１ � ツインスマイル 牝５鹿 ５１ 中谷 雄太平井 卓志氏 加藤 征弘 米 Shadai Farm ４７６－ ９１：２５．９１� ９４．１�
２４ フォーミュラーワン 牡４栗 ５５ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 宮内牧場 ４４４＋ ６ 〃 ハナ １１．９�
３５ ワンダープロ 牡５栗 ５７ 福永 祐一山本 信行氏 小崎 憲 浦河 帰山 清貴 ４９６± ０１：２６．０クビ ７．２�
１２ ライフストリーム 牡４栗 ５４ 武 豊林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４８８－ ２１：２６．８５ ９．１�
６１１ サンエムワールド 牡６黒鹿５１ 田村 太雅松本ヒデ子氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４６０－ ４１：２７．９７ １８７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６６，１７４，２００円 複勝： ９６，１０５，２００円 枠連： ８８，３４０，０００円

普通馬連： ３４４，４０２，３００円 馬単： ２１６，９４１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ８７，２４４，０００円

３連複： ３７６，２５４，１００円 ３連単： ８５５，７４７，８００円 計： ２，１３１，２０８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２２０円 � ５１０円 � ５３０円 枠 連（４－４） ４，９４０円

普通馬連 �� ４，６９０円 馬 単 �� ８，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７８０円 �� ２，７９０円 �� ３，３２０円

３ 連 複 ��� ３７，７９０円 ３ 連 単 ��� １７９，８８０円

票 数

単勝票数 計 ６６１７４２ 的中 � ９４６４９（２番人気）
複勝票数 計 ９６１０５２ 的中 � １３６２０１（２番人気）� ４５４９３（８番人気）� ４３５６２（９番人気）
枠連票数 計 ８８３４００ 的中 （４－４） １３２０４（２１番人気）
普通馬連票数 計３４４４０２３ 的中 �� ５４２６０（２０番人気）
馬単票数 計２１６９４１３ 的中 �� １８５６０（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８７２４４０ 的中 �� １２２４１（２１番人気）�� ７６９１（３３番人気）�� ６４１５（４０番人気）
３連複票数 計３７６２５４１ 的中 ��� ７３４９（１０４番人気）
３連単票数 計８５５７４７８ 的中 ��� ３５１１（５１１番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１２．０―１２．４―１２．５―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３５．１―４７．５―１：００．０―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミリオンディスク �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００４．３．２９生 牡４栗 母 ハッピーリクエスト 母母 エイプリルソネット ５戦２勝 賞金 ３１，７７６，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２５頭 アグネスハッピー号・アートオブウォー号・キラーストリート号・シンキッカー号・スズカオペラ号・

スピードタッチ号・スマイルハヅキ号・ダイアモンドヘッド号・タガノショータイム号・ダノンシャトル号・
テイエムオーディン号・ディープスマート号・デュアルプロセッサ号・テンザンモビール号・
テンシノコンコルド号・トーセンマエストロ号・ハギノフェリックス号・バリーバーン号・ブライトロジック号・
マイティシルバー号・マグネティックマン号・マーベラスアロー号・ミヤジレオン号・レッドキャタピラー号・
ワールドドン号



（２０京都３）第４日 ５月４日 （祝日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

４３６，３８０，０００円
２，１３０，０００円
２３，０６０，０００円
６，７３０，０００円
５０，２９０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６２，１０８，０００円
４，９９０，０００円
１，７３７，２００円

勝馬投票券売得金
８６９，８０２，２００円
９２１，１５０，５００円
１，３２９，８４９，３００円
５，２４１，０３８，９００円
３，３１０，２４４，３００円
９９１，７２２，９００円
５，７１４，０４０，８００円
１１，０５０，６６５，２００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 ２９，４２８，５１４，１００円

総入場人員 ８１，７６０名 （有料入場人員 ７９，５１８名）




