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１２０２５ ４月３０日 曇 重 （２３京都３）第３日 第１競走 １，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

１１ スマイリングムーン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ５１０－ ４１：２６．３ ２．１�

７１３ トーアシシイ 牝３栗 ５４ 川田 将雅高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４７４－１０１：２６．６２ ６．５�
３６ ス テ ラ 牝３栗 ５４ 柴原 央明三枝 栄二氏 昆 貢 新ひだか 斉藤スタッド ４７８－ ４１：２６．９１� １６．６�
３５ フェイスバンブー 牝３鹿 ５４ 中村 将之�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４３４± ０１：２７．０� １２．２�
７１４ リ ー ア ノ ン 牝３青鹿５４ 藤田 伸二 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B４８２± ０ 〃 ハナ ３．３�
５１０ グランドコリン 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作大迫久美子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 ４６２－ ６１：２７．１� ９９．８	
６１２ ルレーヴドメール 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ６１：２７．３１� ４３．６

２３ マイティーオーク 牝３栗 ５４ 小牧 太 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１４ ―１：２７．４クビ ２５．０�
５９ アリスバローズ 牝３鹿 ５４ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 新冠 川島牧場 ４４２－１０１：２７．５� ８９．６�
２４ モモレンジャイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志副島 義久氏 羽月 友彦 平取 高橋 幸男 ４２２－１０１：２７．７１ ３２７．９
４８ クリスタルエイト 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦山田眞理子氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４５６＋ ２１：２７．９１� ３８３．３�
８１５ メイクハピネス 牝３鹿 ５４ 武 豊古賀 和夫氏 梅田 智之 浦河 金成吉田牧場 ４７８＋１２１：２８．２１� １５．５�
６１１ ア ニ ー 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎武田 茂男氏 野中 賢二 新冠 細川農場 ４３４－１８１：２８．３� ２２３．６�
４７ ツイテルシャチョウ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介池田 實氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム ４４４＋ ２１：２８．４� １８７．５�
８１６ ホッコーレインボー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文矢部 幸一氏 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４５０ ―１：２８．６１ ４４９．３�
１２ ゲッカビジン 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４３４－ ６１：２８．９２ ２３４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５５９，７００円 複勝： ３４，２７５，９００円 枠連： １３，０８６，９００円

馬連： ３８，９６１，３００円 馬単： ３０，４２０，３００円 ワイド： １９，３０５，４００円

３連複： ６１，６０３，３００円 ３連単： ９９，７１６，６００円 計： ３１４，９２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ３４０円 枠 連（１－７） １９０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ５５０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ２，２５０円 ３ 連 単 ��� ６，３４０円

票 数

単勝票数 計 １７５５９７ 的中 � ６８２８２（１番人気）
複勝票数 計 ３４２７５９ 的中 � １５２５４０（１番人気）� ４６４１０（３番人気）� １４３４６（６番人気）
枠連票数 計 １３０８６９ 的中 （１－７） ５３３４１（１番人気）
馬連票数 計 ３８９６１３ 的中 �� ６２５６５（２番人気）
馬単票数 計 ３０４２０３ 的中 �� ２９１９２（２番人気）
ワイド票数 計 １９３０５４ 的中 �� ２３１３７（２番人気）�� ８２４５（５番人気）�� ３９８５（１３番人気）
３連複票数 計 ６１６０３３ 的中 ��� ２０２０６（７番人気）
３連単票数 計 ９９７１６６ 的中 ��� １１６２２（１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．９―１２．７―１２．７―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．１―４７．８―１：００．５―１：１３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３８．５
３ １（５，１５）（９，１４）（１２，１３）１６（４，２）（８，６）１０，７－１１－３ ４ １（５，１５）（９，１２，１４）（４，２，１３，１６）（８，６）（７，１０）－（１１，３）

勝馬の
紹 介

スマイリングムーン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Bianconi デビュー ２０１１．２．１９ 東京７着

２００８．２．１３生 牝３黒鹿 母 スプレッドスマイル 母母 Horah ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。

１２０２６ ４月３０日 曇 重 （２３京都３）第３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

５６ シルクレグルス 牡３鹿 ５６ 幸 英明有限会社シルク藤沢 則雄 浦河 高野牧場 ４６２＋ ２１：５５．１ １．６�

７９ ネオファッショ 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ １９．１�

６７ � ダンスオブウォー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 米 Darley ５０２－ ８ 〃 クビ ３．０�
２２ タイセイソルジャー 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４３８－ ４１：５５．２クビ ５５．１�
５５ シーズガレット 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４４８＋ ４１：５５．７３ ８．８�
８１１ スズカキーストン 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 ４９０－ ４１：５６．１２� ３７．５�
４４ キューダスバンブー 牝３黒鹿５４ 鷹野 宏史�バンブー牧場 沖 芳夫 浦河 バンブー牧場 ４８２－ ２１：５６．２クビ ７７．５	
３３ シルクアリオン 牡３栗 ５６ 竹之下智昭有限会社シルク庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４６２ ― 〃 アタマ １６０．６

６８ タガノランビー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅八木 一雄氏 庄野 靖志 浦河 安原 実 B４５６± ０１：５７．０５ ２５．４�
１１ ライブリアンジェロ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５００ ―１：５８．２７ １０５．９�
７１０ キャヴァンクラブ 牝３青鹿５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４３０± ０１：５８．７３ ３４４．１
８１２ カネトシドレッシー 牝３青鹿５４ 田嶋 翔兼松 利男氏 小島 貞博 新ひだか 猪野毛牧場 ４６２－ ２２：００．２９ ４４４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，８９４，９００円 複勝： ５０，３７９，７００円 枠連： ９，１００，６００円

馬連： ３４，７０３，１００円 馬単： ３４，６３３，９００円 ワイド： １８，３３８，２００円

３連複： ５４，４０８，０００円 ３連単： １１８，１１１，４００円 計： ３３５，５６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １１０円 枠 連（５－７） １，０５０円

馬 連 �� １，６２０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� １２０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ４，７７０円

票 数

単勝票数 計 １５８９４９ 的中 � ８０９５５（１番人気）
複勝票数 計 ５０３７９７ 的中 � ３０７０３９（１番人気）� １２０１２（５番人気）� １０１４８９（２番人気）
枠連票数 計 ９１００６ 的中 （５－７） ６４１５（３番人気）
馬連票数 計 ３４７０３１ 的中 �� １５８２４（４番人気）
馬単票数 計 ３４６３３９ 的中 �� １２６０３（５番人気）
ワイド票数 計 １８３３８２ 的中 �� ７２５８（５番人気）�� ６６７９６（１番人気）�� ５３９９（８番人気）
３連複票数 計 ５４４０８０ 的中 ��� ５３５３７（２番人気）
３連単票数 計１１８１１１４ 的中 ��� １８３０４（１５番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１３．４―１３．５―１３．４―１２．６―１２．６―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３８．２―５１．７―１：０５．１―１：１７．７―１：３０．３―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．４
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シルクレグルス �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１１．４．９ 阪神２着

２００８．３．１１生 牡３鹿 母 アフリカンスカイ 母母 ミ ル ダ ン ス ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ネオファッショ号の騎手国分優作は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシドレッシー号は，平成２３年５月３１日まで平地競走に出走できない。

第３回　京都競馬　第３日



１２０２７ ４月３０日 曇 良 （２３京都３）第３日 第３競走 ��１，６００�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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

２３ シュプリームギフト 牝３青鹿５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４４８－１０１：３６．４ ２．６�

３６ メイショウシレトコ 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４６４＋ ２１：３６．５� ６３．９�
１２ アドマイヤカヤージ �３栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４９０＋ ６１：３６．８２ ６．０�
７１３ マイネクラレット 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 大典牧場 ４５４＋ ６１：３６．９� １２．０�

５９ オースミストーン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�オースミ 小野 幸治 日高 長谷川牧場 ４９８－ ２１：３７．０� ５５．６�
７１５ エヴァートリニティ 牝３栗 ５４ 幸 英明山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４４０ ―１：３７．１� ５５．９	
５１０ リキアイギムレット 牡３鹿 ５６ 武 豊高山 幸雄氏 本田 優 新ひだか 桜井牧場 ４６０＋１０ 〃 ハナ １４．２

３５ � インタクトラヴ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二�ノースヒルズ 中村 均 米 North Hills

Management ４３４－１８１：３７．２� ３．４�
１１ アウゲンイカロス 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 ４８４＋１０ 〃 ハナ ２７．５�
７１４� ゼ マ テ ィ ス 牝３鹿 ５２

５１ ☆国分 恭介吉田 和美氏 吉田 直弘 新
Jungle Pocket Pty
Ltd & Rich Hill
Thoroughbreds Ltd

４３２ ― 〃 ハナ １１．０
８１６ ローザアルラヴィス 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４２６－ ８１：３７．４１� ６２．２�
４７ ブリリアントクラン 牝３青 ５４ 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 ３９４－ ４１：３７．６１� ５０．５�
６１２ セイシュンノヒビ 牝３鹿 ５４ 小牧 太小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４２２－ ２１：３７．７� ３９．９�
８１８ サワヤカオジョー 牝３栗 ５４ 小林 徹弥永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４３６－１２１：３８．３３� ３２７．４�
２４ インテンスラン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４４８＋ ２１：３８．８３ ２１７．９�
４８ アイリスクイーン 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦平口 信行氏 日吉 正和 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４３８＋ ４１：３８．９� ２１８．７�
８１７ ワンダーシモン 牝３黒鹿５４ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 えりも 能登 浩 ４０２ ―１：３９．４３ ３８９．２�
６１１ ト ス カ ー ナ 牝３栗 ５４ 池添 謙一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２＋ ２１：４０．０３� １４６．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，７０４，７００円 複勝： ２５，７３０，８００円 枠連： １４，２９１，５００円

馬連： ３８，８００，７００円 馬単： ２９，６３０，５００円 ワイド： １８，７９８，７００円

３連複： ５８，８３５，１００円 ３連単： ９０，５９５，３００円 計： ２９２，３８７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １，０００円 � ２００円 枠 連（２－３） ４１０円

馬 連 �� ９，４９０円 馬 単 �� １１，７５０円

ワ イ ド �� ３，０２０円 �� ３３０円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� １２，７７０円 ３ 連 単 ��� ７５，７２０円

票 数

単勝票数 計 １５７０４７ 的中 � ４８２１４（１番人気）
複勝票数 計 ２５７３０８ 的中 � ６６０５０（１番人気）� ４５２４（１１番人気）� ３５３４１（３番人気）
枠連票数 計 １４２９１５ 的中 （２－３） ２５９３８（１番人気）
馬連票数 計 ３８８００７ 的中 �� ３０１９（２７番人気）
馬単票数 計 ２９６３０５ 的中 �� １８６２（４０番人気）
ワイド票数 計 １８７９８７ 的中 �� １４１０（３０番人気）�� １６７２８（２番人気）�� １５０２（２９番人気）
３連複票数 計 ５８８３５１ 的中 ��� ３４０１（３４番人気）
３連単票数 計 ９０５９５３ 的中 ��� ８８３（１９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．２―３４．７―４７．６―１：００．１―１：１２．２―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３６．３
３ １２，１１（８，１８）（１０，４）（５，１３，１７）９（３，６，１４）７（２，１６）１５，１ ４ １２（１１，１８）（８，１０，４）（５，１３，９，１７）３（６，１４）２（１６，７）１，１５

勝馬の
紹 介

シュプリームギフト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Souvenir Copy デビュー ２０１０．６．２０ 阪神３着

２００８．３．１６生 牝３青鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 サマービーチ号・ソングトウショウ号・テイエムダンガン号・マコトポセイドン号・ヤマイチサプライズ号・

ラソワ号・ロゼブルー号

１２０２８ ４月３０日 小雨
（ 芝 ）良
（ダート）重 （２３京都３）第３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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

７１２� マ サ ラ イ ト 牡７鹿 ６０ 西谷 誠丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ５１４＋２２３：１８．７ ５．０�

８１４� アイティーバトル 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４８４＋ ６３：１９．０１� ６．２�
３３ モ チ 牡７青鹿６０ 小坂 忠士小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５２４＋ ６３：１９．２１� ５．０�
６１０ ラフレッシュブルー 牝６栗 ５８ 中村 将之 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４６４＋ ８３：１９．４１� ４．７�
２２ � カワキタトップ 牡５芦 ６０ 植野 貴也川島 吉男氏 梅内 忍 三石 木田牧場 ４７２－ ６３：１９．５� ５４．８�
４５ カシマレジェンド 牡６鹿 ６０ 千葉 直人松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５３０－１４３：２０．８８ １２．１�
７１１� ワイズプロローグ 牝６鹿 ５８ 北沢 伸也	イクタ 村山 明 池田 高橋 正三 ４６８± ０３：２０．９� ５．６

４６ ディアユウキ 牡４黒鹿５９ 平沢 健治ディアレスト 柄崎 孝 浦河 南部 功 ４６６＋ ８３：２１．０クビ ５６．２�
８１３ チューリングマシン 牡４青鹿５９ 穂苅 寿彦池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 ４８０－ ２３：２３．２大差 ３０．４�
５７ オンワードフレスコ 牝４栗 ５７ 今村 康成�オンワード牧場 清水 出美 浦河 オンワード牧場 ４６８－ ４３：２４．１５ １００．３
６９ ボストンプラチナ 牡４青鹿５９ 田嶋 翔ボストンホース� 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４３２－１８３：２４．２� ５０．８�
３４ リュウシンゴールド 牡４鹿 ５９ 宗像 徹桑畑 �信氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 忠幸 ４５０－ ４３：２５．７９ ７６．２�
１１ タマモチャーム 牝４鹿 ５７ 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４８６＋１０３：２６．１２� ９．２�
５８ ミスズエルドラド 牡４鹿 ５９ 田村 太雅永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 岡野牧場 ４５２＋ ２３：３１．９大差 １６０．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，０９７，５００円 複勝： １４，７８５，３００円 枠連： １２，４４０，９００円

馬連： ３１，８１８，１００円 馬単： ２２，４９４，６００円 ワイド： １３，８９１，４００円

３連複： ４９，３２０，９００円 ３連単： ６７，１２５，２００円 計： ２２２，９７３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（７－８） ７４０円

馬 連 �� １，７００円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ５９０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ４，１６０円 ３ 連 単 ��� １９，１８０円

票 数

単勝票数 計 １１０９７５ 的中 � １７７３２（２番人気）
複勝票数 計 １４７８５３ 的中 � ２０７０７（３番人気）� １６８４８（５番人気）� ２４７１８（１番人気）
枠連票数 計 １２４４０９ 的中 （７－８） １２４７４（２番人気）
馬連票数 計 ３１８１８１ 的中 �� １３８４４（７番人気）
馬単票数 計 ２２４９４６ 的中 �� ５５２６（９番人気）
ワイド票数 計 １３８９１４ 的中 �� ４８４５（７番人気）�� ５９５８（４番人気）�� ３３８３（１８番人気）
３連複票数 計 ４９３２０９ 的中 ��� ８７７０（１６番人気）
３連単票数 計 ６７１２５２ 的中 ��� ２５８４（５４番人気）

上り １マイル １：４８．７ ４F ５４．２－３F ４０．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マ サ ラ イ ト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キャロルハウス

２００４．２．１９生 牡７鹿 母 ギャラントハウス 母母 ギャラントルックス 障害：１戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
初出走 JRA

〔その他〕 タマモチャーム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タマモチャーム号は，平成２３年５月３１日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） ４頭 スズカグラス号・テイエムブユウデン号・ピカピカテッタ号・フミノイダテン号



１２０２９ ４月３０日 曇 良 （２３京都３）第３日 第５競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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

８１６ オールザットジャズ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４５０＋ ２１：４８．５ ２．７�

７１５ ショウナンマハ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４３６＋ ６ 〃 クビ ５．４�
２４ ローザディアマント 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４７４＋１２１：４８．８２ ３．５�
５９ レッドデセーオ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４９８± ０１：４８．９クビ ２４．１�
７１３ ヴェルデライト 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５２＋１２１：４９．３２� １４．０�
８１８ エメラルドヴァレー 牝３青鹿５４ 藤田 伸二吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４１６＋１４１：４９．６１� ３８．０	
６１２ キョウワパフューム 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 ４４２＋ ８１：４９．８１� ２８７．８

４８ マルサンアップル 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉松井三千年氏 小原伊佐美 新ひだか 高橋フアーム ４３２＋ ６１：５０．０１� １９．４�
８１７ レッドハート 牝３鹿 ５４ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５２－ ８１：５０．１クビ １４．４�
３６ ヴィヴァヴォーチェ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４２６－ ８１：５０．５２� ３９．４
１１ エピデンドラム 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４５８＋２０１：５０．６� ５２．２�
３５ ゴールドジェーン 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４３４－ ６１：５０．８１ １５３．９�
４７ メイショウフジッコ 牝３青鹿５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 西浦 勝一 新冠 新冠橋本牧場 ４２８－ ４１：５１．２２� １４８．３�
２３ ジーティルピア 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�グリーンテック村山 明 日高 �橋 耀代 ４１４－１２ 〃 ハナ １８．６�
５１０ ダンスインザスカイ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５４＋１０ 〃 ハナ １３３．５�
７１４ ジュエリーキッス 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４７６＋１６１：５１．３� １００．４�
１２ ニホンピロサーシャ 牝３芦 ５４ 熊沢 重文小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 片岡牧場 ４７６± ０１：５１．５１� ２８５．４�
６１１ ボ ル ツ ァ ノ 牝３鹿 ５４ 武 英智渡邉 光典氏 本田 優 新ひだか 大典牧場 ４０６－ ４ 〃 クビ ７１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，４９２，０００円 複勝： ２９，０８７，９００円 枠連： １７，１３０，５００円

馬連： ４８，２１５，１００円 馬単： ３３，１９０，５００円 ワイド： ２２，０８４，５００円

３連複： ６６，２２７，１００円 ３連単： ９７，５４１，１００円 計： ３３０，９６８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（７－８） ５００円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ２３０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ７２０円 ３ 連 単 ��� ３，３７０円

票 数

単勝票数 計 １７４９２０ 的中 � ５２２４３（１番人気）
複勝票数 計 ２９０８７９ 的中 � ８１６９１（１番人気）� ４２８８６（３番人気）� ５６９４０（２番人気）
枠連票数 計 １７１３０５ 的中 （７－８） ２５５０４（２番人気）
馬連票数 計 ４８２１５１ 的中 �� ５５９４６（２番人気）
馬単票数 計 ３３１９０５ 的中 �� １９６３３（３番人気）
ワイド票数 計 ２２０８４５ 的中 �� １９９４５（２番人気）�� ２６１７５（１番人気）�� １２７８３（３番人気）
３連複票数 計 ６６２２７１ 的中 ��� ６８０８５（１番人気）
３連単票数 計 ９７５４１１ 的中 ��� ２１３９５（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．８―１２．１―１２．６―１２．６―１１．９―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３５．４―４７．５―１：００．１―１：１２．７―１：２４．６―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３５．８
３ ４（９，１６）（３，１３，１４）（１，８）２（５，１２，１８）１１（１５，１７）（１０，７）６ ４ ４（９，１６）（３，１４）（１３，８）－１（２，１２，１８）（１１，１５，１７）７（５，６）１０

勝馬の
紹 介

オールザットジャズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．４．１０ 阪神４着

２００８．２．２４生 牝３鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド ２戦１勝 賞金 ５，７５０，０００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 メイショウガザニア号

１２０３０ ４月３０日 曇 良 （２３京都３）第３日 第６競走 ��１，２００�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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

６１１ タガノラヴキセキ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４５２＋ ６１：０９．６ ４．０�

８１８ アルマリンピア 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋１２１：０９．８１� ３０．３�
４８ ホットサマーデイ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ４８．４�
５１０ ラインアンジュ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ２６．７�
６１２ エーティーガンダム 牡３栗 ５６ 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 ４５６－ ４１：０９．９クビ ９５．１�
１２ リーサムハーツ 牝３鹿 ５４ 武 豊平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 ４６８± ０ 〃 ハナ １．６�
８１７ アグネスアンジュ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６４± ０１：１０．０� １０１．８�
４７ ベンジャミン 牡３青鹿５６ 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 ４８６＋ ８１：１０．１� ８８．０	
２４ ゴールデンオブジェ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎
協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４５０＋ ４１：１０．２� ４５．２�
７１５ マイネルメガロス 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム B４７０＋ ６ 〃 ハナ ９．４�

７１４ タイセイマグナム 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 B５１４± ０ 〃 アタマ １８５．８
１１ サンライズアバカス 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４７４－ ６１：１０．４１� ３５．０�
３５ セイユウハート 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉松岡 正二氏 梅内 忍 日高 前川 義則 ４４０＋ ２１：１０．６１� ３０１．０�
５９ ウルトラファイン 牡３栗 ５６ 赤木高太郎井山 登氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B４９６＋ ２１：１０．８１� ３６．８�
８１６ キミニアエタキセキ 牝３黒鹿５４ 小牧 太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 ４３４＋１０１：１０．９� ２３．０�
７１３ メイショウホロベツ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５６－１０１：１１．０� ５２１．１�
２３ エヴァンブルー 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦 
ブルーマネジメント大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４６６－ ６１：１１．９５ ８３．７�
３６ ビップセンノセン 牝３黒鹿５４ 石橋 守鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４５４＋１４１：１２．０� １３５．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，８６３，５００円 複勝： ５１，６８３，２００円 枠連： １７，２０８，４００円

馬連： ５３，３４４，１００円 馬単： ４４，２３１，３００円 ワイド： ２５，８３７，２００円

３連複： ７４，８９２，５００円 ３連単： １２８，９７０，６００円 計： ４２１，０３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２２０円 � １，１４０円 � １，３２０円 枠 連（６－８） １，９６０円

馬 連 �� ５，１９０円 馬 単 �� ８，３２０円

ワ イ ド �� １，６１０円 �� １，９９０円 �� ６，６００円

３ 連 複 ��� ３５，８００円 ３ 連 単 ��� １４６，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２４８６３５ 的中 � ４９１８４（２番人気）
複勝票数 計 ５１６８３２ 的中 � ７８５３１（２番人気）� １０５２２（８番人気）� ８９９４（９番人気）
枠連票数 計 １７２０８４ 的中 （６－８） ６５０９（７番人気）
馬連票数 計 ５３３４４１ 的中 �� ７５８６（１４番人気）
馬単票数 計 ４４２３１３ 的中 �� ３９２４（２１番人気）
ワイド票数 計 ２５８３７２ 的中 �� ４０２７（１５番人気）�� ３２２７（１８番人気）�� ９４４（４８番人気）
３連複票数 計 ７４８９２５ 的中 ��� １５４４（９３番人気）
３連単票数 計１２８９７０６ 的中 ��� ６４８（３２５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．２―１１．８―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．３―４６．１―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．３
３ ・（６，１８）（１４，１５）（３，８，１６）１０（７，１１）－（４，９，１３）１２，５（１，１７）２ ４ ・（６，１８）１４（８，１５，１６）１０（７，１１）（３，９）（４，１３）（５，１２）（１，２，１７）

勝馬の
紹 介

タガノラヴキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．９．４ 新潟１着

２００８．２．２８生 牝３黒鹿 母 タガノシャルマン 母母 ポリッシュプリンセス ８戦２勝 賞金 ２３，１５５，０００円
〔発走状況〕 ウルトラファイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

メイショウホロベツ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ウルトラファイン号は，発走調教再審査。
※タイセイマグナム号・ビップセンノセン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０３１ ４月３０日 曇 稍重 （２３京都３）第３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 ７，４００，０００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１２ ニホンピロシュラブ 牝４鹿 ５５
５２ ▲国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４６０＋ ２１：１１．８ ５．８�

１２ トップオブザヘヴン 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４５２＋１２１：１１．９� ４．３�
３６ � コーリングオブラブ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介飯田 正剛氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４６４± ０１：１２．２１� ９．２�
４８ � シャイニイチカ 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４１６－ ８１：１２．５１� ５２．２�
８１６ サマーコード 牝４鹿 ５５ 幸 英明石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４１８＋ ４ 〃 クビ ９．８�
２４ ウ イ ン ル ナ 牝５栗 ５５ 岩田 康誠	ウイン 安田 隆行 新冠 村上 欽哉 ４７８＋ ８ 〃 ハナ ６．９

１１ グランスカイ 牝４鹿 ５５ 武 豊林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６８＋ ６１：１２．６� ３．２�
７１３ ディアイリス 牝４鹿 ５５ 池添 謙一�樽さゆり氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４３８－ ８１：１２．９１� １５．４�
４７ フォルクスオーパー 牝５栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４６４－２８１：１３．０クビ １４７．６

５９ クリスマドンナ 牝４黒鹿５５ 秋山真一郎�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ５００＋ ８ 〃 ハナ ２２．４�
３５ � バージンバラード 牝４栗 ５５ 熊沢 重文中島 稔氏 日吉 正和 浦河 馬道 繁樹 ４２８± ０１：１３．１� ２２８．４�
５１０� ラブコマドリー 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三増田 陽一氏 牧田 和弥 新ひだか 加野牧場 ４８０＋ ４１：１３．３１ ８１．５�
７１４ キ ュ ー ト 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４５０＋ ６１：１３．５１� ７８．５�
６１１ オシャベリコパ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅小林 祥晃氏 河内 洋 鵡川 上水牧場 ４８６－ ６１：１３．６� ６７．５�
２３ � タケカエルダ 牝４黒鹿５５ 中村 将之池永 靖子氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ４１４± ０１：１５．７大差 ５０６．５�
８１５ テイエムマイヒメ 牝４栗 ５５ 安藤 光彰竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 土井牧場 ４５６＋１０１：１６．９７ ４１５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７３１，５００円 複勝： ３０，７７７，２００円 枠連： １６，０９４，１００円

馬連： ５１，０９９，９００円 馬単： ３３，２４４，１００円 ワイド： ２２，３５６，９００円

３連複： ６６，４２５，４００円 ３連単： １０１，９０４，５００円 計： ３４１，６３３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（１－６） ５７０円

馬 連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ９１０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 ��� １６，２８０円

票 数

単勝票数 計 １９７３１５ 的中 � ２７２２５（３番人気）
複勝票数 計 ３０７７７２ 的中 � ４１８４３（３番人気）� ５５９０３（２番人気）� ２７４２９（５番人気）
枠連票数 計 １６０９４１ 的中 （１－６） ２１２０４（１番人気）
馬連票数 計 ５１０９９９ 的中 �� ３１２４３（３番人気）
馬単票数 計 ３３２４４１ 的中 �� １０１１３（７番人気）
ワイド票数 計 ２２３５６９ 的中 �� １０８５７（３番人気）�� ５８６７（１５番人気）�� ７５４４（８番人気）
３連複票数 計 ６６４２５４ 的中 ��� １４５４５（９番人気）
３連単票数 計１０１９０４５ 的中 ��� ４６２０（３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．６―１１．９―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．２―４７．１―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロシュラブ �
�
父 デュランダル �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２０１０．５．８ 新潟１２着

２００７．１．２７生 牝４鹿 母 ニホンピロステージ 母母 ニホンピロピュアー ８戦２勝 賞金 １６，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムマイヒメ号は，平成２３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アルテミス号・ニチドウダイヤ号・ビバエルフ号・マスタールティア号

１２０３２ ４月３０日 曇 稍重 （２３京都３）第３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 ７，４００，０００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１１ グッドカレラ 牡４青 ５７
５４ ▲国分 優作杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１０＋ ２１：５１．３ ３．１�

５５ アドマイヤショット 牡５青鹿５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５２４± ０１：５１．４� ２．８�
４４ ライブリシーラ 牡４栗 ５７ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５１６＋ ２１：５１．５� １８７．２�
３３ � コイスキャーレ 牡４黒鹿５７ 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５４６＋ ４１：５２．２４ １８８．２�
６６ テーオージュピター 牡５栗 ５７ 竹之下智昭小笹 公也氏 友道 康夫 浦河 バンダム牧場 ５０４＋１２１：５２．６２� ６．８�
６７ スズカスコーピオン 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４９０＋ ２１：５３．０２� ９．６�
２２ シルククラリティ 牝４黒鹿５５ 小牧 太有限会社シルク庄野 靖志 日高 ヤナガワ牧場 ４８８＋ ４１：５３．２１ ８．９�
８１０ マイネルレガーロ 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５２８＋１０１：５３．９４ ２９．９


７８ スイートベルモット 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５０＋ ２１：５４．５３� １０７．１�

８１１ テイエムスリリング 牡４鹿 ５７
５４ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 様似 堀 弘康 ４６６－ ６１：５４．８２ １１５．２�

７９ ロスパンチョス 牡５栗 ５７ 池添 謙一山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４８２－ ８１：５５．９７ ６．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，０８８，２００円 複勝： ３０，５４９，２００円 枠連： １３，１９２，３００円

馬連： ５２，９７７，０００円 馬単： ３８，９８３，８００円 ワイド： ２２，１７５，２００円

３連複： ６４，９１６，３００円 ３連単： １２９，９９４，３００円 計： ３７４，８７６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １，８７０円 枠 連（１－５） ３８０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ４，１２０円 �� ４，８３０円

３ 連 複 ��� １４，６６０円 ３ 連 単 ��� ５０，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２２０８８２ 的中 � ５６５６６（２番人気）
複勝票数 計 ３０５４９２ 的中 � ８５９０１（１番人気）� ７７１２１（２番人気）� ２２１３（１０番人気）
枠連票数 計 １３１９２３ 的中 （１－５） ２５８０４（１番人気）
馬連票数 計 ５２９７７０ 的中 �� １１２２５３（１番人気）
馬単票数 計 ３８９８３８ 的中 �� ３３４３６（２番人気）
ワイド票数 計 ２２１７５２ 的中 �� ４１２６８（１番人気）�� １０８６（２６番人気）�� ９２４（３０番人気）
３連複票数 計 ６４９１６３ 的中 ��� ３２７０（３４番人気）
３連単票数 計１２９９９４３ 的中 ��� １９１４（１５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．８―４９．３―１：０１．７―１：１３．７―１：２５．７―１：３７．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

グッドカレラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．１１．８ 京都１０着

２００７．２．１６生 牡４青 母 タカラシャルマン 母母 ヴ ィ エ ス テ ２１戦１勝 賞金 ２５，４００，０００円
［他本会外：１戦１勝］



１２０３３ ４月３０日 曇 良 （２３京都３）第３日 第９競走 ��１，８００�あ や め 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
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 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１１ エーシンミズーリ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４６０＋ ４１：４９．０ ２．８�

６６ ウ ア ジ ェ ト 牝３黒鹿５４ 幸 英明岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 ４７６± ０１：４９．４２� ５３．５�
６７ デウスウルト 牡３黒鹿５６ 武 豊吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４ 〃 アタマ ３．１�
５５ カリスマミッキー 牡３栗 ５６ 国分 恭介三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４６８＋ ６１：４９．６１� ７６．９�
２２ トウシンイーグル 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４６４－ ４１：４９．７� ７．０�
４４ エーシンミラージュ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９２－ ４ 〃 クビ ４７．２�
８１１ カピオラニパレス 牡３芦 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２１：４９．８クビ ４．６	
７８ ピースフルアース 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 
社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６１：４９．９� ２５．０�
３３ コットンフィールド 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三 
スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４３６－ ６１：５０．０� ５４．１�
７９ シゲルシャチョウ 牡３鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ５０２－ ４１：５０．３２ ５９．８
８１０ シャドウエミネンス 牡３栗 ５６ 藤田 伸二飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：５０．７２� １３．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３１，６９７，７００円 複勝： ６０，８２６，４００円 枠連： １９，１０７，３００円

馬連： １０４，７４６，４００円 馬単： ６８，２０４，７００円 ワイド： ３７，１７０，８００円

３連複： １２３，００７，５００円 ３連単： ２４７，４１６，３００円 計： ６９２，１７７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １１０円 � ８８０円 � １４０円 枠 連（１－６） ４２０円

馬 連 �� ５，９２０円 馬 単 �� ８，２１０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� ２００円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� ４，９５０円 ３ 連 単 ��� ３３，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３１６９７７ 的中 � ９２５０４（１番人気）
複勝票数 計 ６０８２６４ 的中 � ２３４９９７（１番人気）� ８６８０（１０番人気）� １２１９６１（２番人気）
枠連票数 計 １９１０７３ 的中 （１－６） ３４３４２（２番人気）
馬連票数 計１０４７４６４ 的中 �� １３０６８（１７番人気）
馬単票数 計 ６８２０４７ 的中 �� ６１３３（２４番人気）
ワイド票数 計 ３７１７０８ 的中 �� ４８８７（１９番人気）�� ６０４８４（１番人気）�� ４０９１（２１番人気）
３連複票数 計１２３００７５ 的中 ��� １８３７３（１５番人気）
３連単票数 計２４７４１６３ 的中 ��� ５４９６（９５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．１―１２．８―１３．０―１２．４―１１．５―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３６．５―４９．３―１：０２．３―１：１４．７―１：２６．２―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンミズーリ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２０１０．１０．３０ 京都３着

２００８．３．１５生 牡３黒鹿 母 セントルイスガール 母母 Eishin Cynthiana ９戦２勝 賞金 ３１，４７９，０００円

１２０３４ ４月３０日 曇 良 （２３京都３）第３日 第１０競走 ��２，０００�
か も が わ

鴨 川 特 別
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
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

３３ � エドノヤマト 牡４青 ５７ 武 豊遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス
ファーム ４６０－ ２２：０１．４ ４．４�

７１０ トップゾーン 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４７０＋ ２２：０１．５� ５．７�
４５ エイシンサクセス 牡５芦 ５７ 川田 将雅平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４９０± ０２：０１．７１� ２．８�
８１３ マコトヴォイジャー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５１４－ ８２：０１．９１� ４．９�
４４ ヴァンダライズ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４６４± ０ 〃 クビ １０．１�
５６ マイネルガヴロシュ 牡４青鹿５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４７０－１８ 〃 ハナ ８０．２	
５７ テイエムシバスキー 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４７２＋ ４２：０２．０� １４．４

１１ リアルプリンス 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介�アカデミー 荒川 義之 新冠 清水 克則 ５４８－ ４２：０２．１� １６．４�
２２ スーサンストリーム 牡４芦 ５７ 野元 昭嘉林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４５６± ０ 〃 クビ １８４．１�
７１１� ハギノアスラン 	７鹿 ５７ 小牧 太日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６２：０２．２クビ ５２．６
８１２ カ シ ノ ネ ロ 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ ６０．５�
６９ スズノブレイヴ 牡４鹿 ５７ 国分 優作阿部 雅子氏 谷 潔 鹿児島 徳重 正幸 ４８２＋ ５２：０３．６９ １４８．４�
６８ ザ ザ 牝６鹿 ５５ 熊沢 重文谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４７２－ ２２：０３．８１� １８０．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３３，１４３，９００円 複勝： ５４，７０５，２００円 枠連： ２３，９６７，６００円

馬連： １２０，７９５，８００円 馬単： ６９，２０９，８００円 ワイド： ３９，０４０，０００円

３連複： １３５，３６４，２００円 ３連単： ２５４，６７８，６００円 計： ７３０，９０５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（３－７） １，３３０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ２８０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� ８，５１０円

票 数

単勝票数 計 ３３１４３９ 的中 � ５９７４６（２番人気）
複勝票数 計 ５４７０５２ 的中 � ９１０９９（２番人気）� ７８８００（４番人気）� １４２６６９（１番人気）
枠連票数 計 ２３９６７６ 的中 （３－７） １３３２７（７番人気）
馬連票数 計１２０７９５８ 的中 �� ６６０９０（５番人気）
馬単票数 計 ６９２０９８ 的中 �� ２０１４１（９番人気）
ワイド票数 計 ３９０４００ 的中 �� １９５１６（５番人気）�� ３６３４１（２番人気）�� ３５５７１（３番人気）
３連複票数 計１３５３６４２ 的中 ��� ８４２４４（３番人気）
３連単票数 計２５４６７８６ 的中 ��� ２２１０９（２１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．０―１３．１―１２．７―１２．１―１１．８―１１．４―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３７．０―５０．１―１：０２．８―１：１４．９―１：２６．７―１：３８．１―１：４９．４

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�エドノヤマト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 スズカコバン

２００７．２．９生 牡４青 母 ヘイワンリーフ 母母 サクラセイコー ６戦２勝 賞金 ２５，２２２，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 ヴァンダライズ号の騎手佐藤哲三は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１１番・１番への進路

影響）



１２０３５ ４月３０日 曇 稍重 （２３京都３）第３日 第１１競走 ��１，９００�
ももやま

桃山ステークス
発走１５時３５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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

５９ � メダリアビート 牡５黒鹿５７ 川田 将雅門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse
Farm, Inc. ４７０－ ４１：５７．３ ５．２�

５１０ ソリタリーキング 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：５７．６２ ２．３�
３６ タイセイワイルド 牡４鹿 ５７ 四位 洋文田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ４１：５７．９１� ９．６�
１１ ハードシーキング 牡７鹿 ５７ 赤木高太郎津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９６＋ ４１：５８．０� ４８．８�
２４ ソラメンテウナベス 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ５１０＋ ２１：５８．１� １１９．０�
６１２ キ ラ ウ エ ア 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２１：５８．４１� ７．５	
７１４ トーセンスターン 牡６鹿 ５７ 池添 謙一島川 
哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：５８．５クビ ３８．６�
２３ アグネスアンカー 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 ５３６－１０ 〃 クビ ２７．８�
８１６ ナリタシルクロード 牡４鹿 ５７ 国分 恭介�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５１０＋ ２１：５８．６クビ ６．５
７１３ シルクダイナスティ 牡６栗 ５７ 秋山真一郎有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４７６＋ ２１：５８．８１ ４２．９�
４７ パーフェクトラン 牡８鹿 ５７ 熊沢 重文下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５２２＋ ４１：５９．０１ ２６６．９�
３５ ジョーモルデュー 牡７鹿 ５７ 渡辺 薫彦上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４７２＋ ２ 〃 クビ ６８．０�
６１１� ゲバルトステイヤー 牡７栗 ５７ 幸 英明畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８２＋ ２１：５９．１� ７０．４�
１２ ニュービギニング 牡７鹿 ５７ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６１：５９．４１� ３８．０�
８１５ ネオギャラクシー 	４栗 ５７ 国分 優作加藤 守氏 武田 博 浦河 日田牧場 ４６２± ０１：５９．５クビ ２０．１�
４８ パープルイーグル 牡９栗 ５７ 安藤 光彰中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５３０＋ ８１：５９．７１� ３６８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，６４７，１００円 複勝： ６５，０８４，３００円 枠連： ５４，０００，７００円

馬連： １９５，５９６，７００円 馬単： １１４，３４１，７００円 ワイド： ６３，７１８，５００円

３連複： ２５７，２５２，３００円 ３連単： ４７５，２９６，８００円 計： １，２６６，９３８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � ２９０円 枠 連（５－５） ８００円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� １，０３０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� １４，９８０円

票 数

単勝票数 計 ４１６４７１ 的中 � ６３５６７（２番人気）
複勝票数 計 ６５０８４３ 的中 � ８６７９２（２番人気）� １９７０９１（１番人気）� ４３６２２（５番人気）
枠連票数 計 ５４０００７ 的中 （５－５） ４９９８２（３番人気）
馬連票数 計１９５５９６７ 的中 �� ２１１６５４（１番人気）
馬単票数 計１１４３４１７ 的中 �� ４９５２６（４番人気）
ワイド票数 計 ６３７１８５ 的中 �� ５６４２３（２番人気）�� １４０４２（１０番人気）�� ２３３４８（５番人気）
３連複票数 計２５７２５２３ 的中 ��� ７０５８８（４番人気）
３連単票数 計４７５２９６８ 的中 ��� ２３４２７（３３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．０―１１．６―１３．０―１３．０―１２．９―１２．６―１２．２―１１．６―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．１―２９．７―４２．７―５５．７―１：０８．６―１：２１．２―１：３３．４―１：４５．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メダリアビート �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Defensive Play デビュー ２００８．７．１３ 阪神７着

２００６．３．１５生 牡５黒鹿 母 Beat the Play 母母 Bendita ２４戦５勝 賞金 ８７，８４９，０００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。
（非当選馬） ２頭 エナージバイオ号・シャア号

１２０３６ ４月３０日 曇 稍重 （２３京都３）第３日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４８ フィールドシャイン 牡４栗 ５７ 幸 英明地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２１：１１．６ ２．２�

７１３� コパノカチーノ 牡５栗 ５７ 池添 謙一小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５２２＋ ２ 〃 クビ ８．４�
５１０ ピンクペガサス 牡６黒鹿５７ 赤木高太郎木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５０４± ０１：１１．８１� ６．９�
６１１ スイートエスケープ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４７２＋１２１：１１．９クビ ４．８�
２３ マジックモーメント 牡６黒鹿５７ 渡辺 薫彦藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４７４＋ ６１：１２．３２� ３５．５�
２４ � アートオブビーン 牝４鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介小山 豊氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 ４６６＋２０ 〃 クビ １８５．５�
８１５� カミヒコーキ 牝６黒鹿５５ 藤岡 佑介迎 徹氏 庄野 靖志 門別 沖田牧場 ５０８± ０１：１２．５１� ３３．２	
５９ � ヒシアカデミー 牡５青鹿 ５７

５４ ▲国分 優作阿部雅一郎氏 河内 洋 米
Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

５０６－３２１：１２．６クビ １５．９

７１４� セントエドワード 牡６栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志齋藤 文男氏 小崎 憲 加 R. M. C.
Stable ５０８－ ８１：１３．１３ ２７７．５�

３５ マイティーストーム 牡６鹿 ５７ 石橋 守小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム B５１８－１４１：１３．８４ １０６．３�
１２ メイショウワカツキ 牝６青 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５３２± ０１：１３．９クビ ２９．８
６１２ フライトオブスワン 牝４栗 ５５ 武 豊 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：１４．０	 ８．９�
３６ サンマルチーフ 牡７栗 ５７ 熊沢 重文相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ４９４－ ８１：１４．１クビ ２８１．９�
１１ � ブライアントパーク 牡６黒鹿５７ 川田 将雅細川祐季子氏 藤原 英昭 平取 稲原牧場 ４３６－１４１：１４．２	 ４７．３�
４７ プリンセスネージュ 牝４栗 ５５ 飯田 祐史林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４７４＋１４１：１４．７３ １７３．１�

（１５頭）
８１６ トムアウトランダー 牡６栗 ５７ 小牧 太庄野 昭彦氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 ４８６－１４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３４，４７４，１００円 複勝： ５３，０６７，４００円 枠連： ３０，０００，９００円

馬連： １１２，１２４，２００円 馬単： ６７，３３２，３００円 ワイド： ４２，０５７，３００円

３連複： １４２，４５４，０００円 ３連単： ２５８，９０３，３００円 計： ７４０，４１３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � １９０円 枠 連（４－７） ７５０円

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ２９０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� ６，２９０円

票 数

単勝票数 差引計 ３４４７４１（返還計 ７５７９） 的中 � １２８７５９（１番人気）
複勝票数 差引計 ５３０６７４（返還計 １２２９７） 的中 � １８２３８２（１番人気）� ５４２３５（４番人気）� ６１４３０（３番人気）
枠連票数 差引計 ３００００９（返還計 ７０２） 的中 （４－７） ２９６８３（３番人気）
馬連票数 差引計１１２１２４２（返還計 ５２３７４） 的中 �� １１７９０８（３番人気）
馬単票数 差引計 ６７３３２３（返還計 ２７７０９） 的中 �� ３９６５６（４番人気）
ワイド票数 差引計 ４２０５７３（返還計 ２３３０５） 的中 �� ３２８８６（３番人気）�� ３９１３１（２番人気）�� １２６４５（９番人気）
３連複票数 差引計１４２４５４０（返還計１１６５５８） 的中 ��� ７０４６３（３番人気）
３連単票数 差引計２５８９０３３（返還計１９８３９１） 的中 ��� ３０３８８（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１２．０―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．６―４６．６―５８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３７．０
３ ５－（７，１３）（１１，１２）（１０，８，９）（２，３）１４，４，６－１５，１ ４ ５，１３－１１（１２，９）（１０，８）７（２，３）（４，１４）６，１５，１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フィールドシャイン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．６．１９ 阪神２着

２００７．２．３生 牡４栗 母 ギャラリートーク 母母 ヒットザスポット １１戦３勝 賞金 ３９，１４０，０００円
〔競走除外〕 トムアウトランダー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ピンクペガサス号の騎手赤木高太郎は，４コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（２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。
（非当選馬） ３頭 スコッツブラフ号・タカノキング号・メイショウシェイク号
（非抽選馬） １頭 アドマイヤオンリー号



（２３京都３）第３日 ４月３０日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重後稍重

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
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１９４，１９０，０００円
４，３１０，０００円
８，６８０，０００円
１，３８０，０００円
１８，３５０，０００円
６２，６４４，５００円
５，３０２，８００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
２８５，３９４，８００円
５００，９５２，５００円
２３９，６２１，７００円
８８３，１８２，４００円
５８５，９１７，５００円
３４４，７７４，１００円
１，１５４，７０６，６００円
２，０７０，２５４，０００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 ６，０６４，８０３，６００円

総入場人員 ２６，８１２名 （有料入場人員 ２５，１５９名）


