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１２０２５ ４月２８日 晴 良 （２４京都３）第３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）

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

８１５ シュガーシャック 牡３栗 ５６ 幸 英明吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ２１：５４．８ １．９�

３５ テイエムベンケイ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲菱田 裕二竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 大柳ファーム ４８８－ ６１：５５．１２ １０５．８�

７１３ エーシングッデイ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 川端 英幸 ４６６± ０ 〃 ハナ ２．３�
７１４ ソードブレイカー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一伊藤 英明氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム B５０８＋ ６１：５５．３１ ９．４�
２４ アンジェロフォーグ 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム ４６４＋ ４１：５５．５１� ５９．８�
５１０ シゲルブルーベリー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４５６－ ２１：５５．６クビ ６８．８�
２３ アプリコーゼ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 	キャロットファーム 西園 正都 日高 待兼牧場 ４９２－ ８ 〃 クビ １５．７

８１６ バブルエコノミー 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二山上 和良氏 庄野 靖志 伊達 高橋農場 ４７６－ ６１：５５．７� ３８０．１�
３６ ハードチョンホ �３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか 前田牧場 ４２６＋ ２１：５６．１２� ８２．１�
４７ メイショウインロウ 牡３栗 ５６ 国分 優作松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ５２４± ０１：５６．３１� ７５．３
６１２ ドリームスパート 牡３黒鹿５６ 小牧 太青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 ４９８ ―１：５７．０４ １１０．６�
６１１ マルサンブライアン 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也松井三千年氏 小原伊佐美 新冠 川上 悦夫 ５１０ ―１：５７．７４ ９８．６�
１２ レムチャバン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介本間 茂氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４８４－ ４１：５８．２３ ３３３．５�
１１ リアルブラック �３青鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 B４７６± ０ 〃 ハナ ２７３．０�
５９ マンハッタンブーケ 牝３黒鹿５４ 木村 健池住 安信氏 牧浦 充徳 新ひだか 下屋敷牧場 ４８６－ ４１：５９．４７ ６１．２�

（兵庫）

４８ テイエムカイウン 牡３鹿 ５６ 黒岩 悠竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 柏木 一則 ５００± ０１：５９．７２ ３４０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６７７，８００円 複勝： ６２，４７７，５００円 枠連： １２，９５５，９００円

馬連： ３９，４２０，６００円 馬単： ３４，１８２，２００円 ワイド： ２１，３４０，４００円

３連複： ６８，７０２，０００円 ３連単： １４０，７４７，９００円 計： ３９９，５０４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ９９０円 � １１０円 枠 連（３－８） ３，１７０円

馬 連 �� １０，２４０円 馬 単 �� １３，１００円

ワ イ ド �� ２，１１０円 �� １３０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ４，１８０円 ３ 連 単 ��� ３３，７１０円

票 数

単勝票数 計 １９６７７８ 的中 � ８３９００（１番人気）
複勝票数 計 ６２４７７５ 的中 � ２５４８５８（２番人気）� ４０１６（９番人気）� ２５９９１１（１番人気）
枠連票数 計 １２９５５９ 的中 （３－８） ３０２０（７番人気）
馬連票数 計 ３９４２０６ 的中 �� ２８４３（１９番人気）
馬単票数 計 ３４１８２２ 的中 �� １９２６（２４番人気）
ワイド票数 計 ２１３４０４ 的中 �� １７０２（１８番人気）�� ６９５７３（１番人気）�� １７９６（１６番人気）
３連複票数 計 ６８７０２０ 的中 ��� １２１４５（１１番人気）
３連単票数 計１４０７４７９ 的中 ��� ３０８２（６３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１３．０―１３．６―１４．３―１２．３―１２．５―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．８―５０．４―１：０４．７―１：１７．０―１：２９．５―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シュガーシャック �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１２．３．２４ 阪神２着

２００９．２．２４生 牡３栗 母 メイプルシロップ 母母 ドリームビジヨン ３戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔制裁〕 テイエムカイウン号の騎手黒岩悠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
※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。

１２０２６ ４月２８日 晴 良 （２４京都３）第３日 第２競走 ��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１３ ヤマニンメンヒル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４４４－ ２１：１２．３ １．９�

６１１ シ ゲ ル ユ ズ 牡３鹿 ５６ 木村 健森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 ４７６＋ ８１：１３．１５ ３．６�
（兵庫）

８１６ トウケイマネキネコ 牝３栗 ５４ 太宰 啓介木村 信彦氏 鹿戸 明 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ４ 〃 クビ ３０．９�
１２ サチノタカチホ 牡３鹿 ５６ 石橋 守佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ５００± ０１：１３．３１ １９．５�
１１ ヴァルナビット 牡３栗 ５６ 幸 英明田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 ４７２± ０１：１３．４� ５．９�
４８ メイショウムロト 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 ４６４± ０１：１３．５� ２１．３�
３５ シゲルアプリコット 牡３栗 ５６ 川須 栄彦森中 蕃氏 木原 一良 浦河 中村 雅明 ５０４＋ ２１：１３．７１� １３．２�
８１５ エトワールセブン 牝３黒鹿５４ 小牧 太ジャパンフードビジネス	 沖 芳夫 新冠 村上 雅規 ４４８－ ２１：１３．９１� ９１．７

４７ モンサンミーティア 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三山下 新一氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４６２ ―１：１４．０� ２１３．１�
３６ ゴットゴーゴー 牡３栗 ５６ 国分 優作後藤 進氏 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ５１６－ ４１：１４．２１� ５５．０�
７１４ マンデルクライエ 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２１：１４．４１� ３０３．８
２３ ロイヤルチョイス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一	G１レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２± ０１：１４．６１� ４３．９�
５９ カシノアラシ 牡３鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 ４６８－ ２１：１４．７� ５０２．４�
２４ マーベラスルビー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ５０６＋ ４ 〃 ハナ １０７．１�
６１２ ストームセンター 牡３栗 ５６ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４５２± ０１：１４．９１� １３３．６�
５１０ アラタマライト 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４２８± ０１：１５．９６ ７２９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２７４，０００円 複勝： ３７，６２８，０００円 枠連： １４，８３７，５００円

馬連： ４２，２９６，９００円 馬単： ３０，２３４，０００円 ワイド： ２１，０８６，３００円

３連複： ６１，５４１，８００円 ３連単： ９６，７４８，７００円 計： ３２４，６４７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ３７０円 枠 連（６－７） ４００円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ８２０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� ７，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２０２７４０ 的中 � ８４４３６（１番人気）
複勝票数 計 ３７６２８０ 的中 � １４２０１５（１番人気）� ６０２３７（３番人気）� １５５１１（７番人気）
枠連票数 計 １４８３７５ 的中 （６－７） ２７８９９（２番人気）
馬連票数 計 ４２２９６９ 的中 �� ８１５５１（１番人気）
馬単票数 計 ３０２３４０ 的中 �� ３０４１１（１番人気）
ワイド票数 計 ２１０８６３ 的中 �� ２９４２６（１番人気）�� ５７１５（９番人気）�� ３２９４（１５番人気）
３連複票数 計 ６１５４１８ 的中 ��� １６９８６（８番人気）
３連単票数 計 ９６７４８７ 的中 ��� ９１２２（１７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．８―１１．９―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．１―３５．９―４７．８―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンメンヒル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ヤマニンゼファー デビュー ２０１１．８．２８ 小倉７着

２００９．３．２６生 牡３鹿 母 ヤマニングロッシー 母母 ヤマニンペニー ８戦１勝 賞金 ９，３００，０００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 エーシンプロースト号
※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。

第３回 京都競馬 第３日



１２０２７ ４月２８日 晴 良 （２４京都３）第３日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・右・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１６ アルアマーナ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム ４２８± ０１：４９．８ ６．１�

８１８ クイーンリヴィエラ 牝３黒鹿５４ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４１４± ０ 〃 クビ １１．４�
３６ アドマイヤギャラン 牝３青鹿５４ 川須 栄彦近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ ３．８�
６１２ メイショウキラリ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４６４－ ６１：４９．９クビ ２０．０�
３５ シュピッツェ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５４－ ６ 〃 ハナ １０．４�
６１１ エレガントカクテル 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４４２－ ４１：５０．１１� １６．６�
７１４ キョウワレイ 牝３鹿 ５４ 中村 将之�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４６０－１０１：５０．３１� ３１３．９	
７１５ テーオーヴィーナス 牝３鹿 ５４ 木村 健小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４２４ ―１：５０．４クビ ３８．７


（兵庫）

１２ ティンタジェル 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦吉田 和美氏 荒川 義之 洞爺湖 メジロ牧場 ４３２ ―１：５０．６１� １０９．５�
２３ チ ー ズ マ ヨ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４４０－ ４ 〃 クビ ３．７�
４７ ヤマニンフルーリー 牝３栗 ５４ 和田 竜二土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４３６－ ６ 〃 アタマ ３６．９
５９ スカイトラベラー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム ３９０－ ８１：５０．７� ６．３�
５１０ トーホウフレアー 牝３栗 ５４ 幸 英明東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４９４ ―１：５０．８� １１１．０�

（トーホウフレア）

１１ ラインミッシェル 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 上村 清志 ４５２＋ ８１：５１．２２� ３５１．１�
７１３ ファシネイション 牝３黒鹿５４ 池添 謙一近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４１：５１．３� １０９．５�
４８ アドマイヤオウカ 牝３青鹿５４ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４２８ ―１：５２．０４ １２８．５�
８１７ コールミーシュガー 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 ４４２－１２１：５２．１� ７１０．１�
２４ インフィジャール 牝３鹿 ５４ 国分 優作�日進牧場 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４２２ ― 〃 ハナ １７７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，９１２，７００円 複勝： ３６，４８５，３００円 枠連： １４，４８７，９００円

馬連： ４３，７３４，４００円 馬単： ２８，２３３，３００円 ワイド： ２２，２２０，９００円

３連複： ６２，８６５，８００円 ３連単： ８４，８２５，８００円 計： ３１２，７６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２３０円 � ２９０円 � １８０円 枠 連（８－８） ３，０００円

馬 連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ６，０８０円

ワ イ ド �� １，１９０円 �� ６２０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ４，３６０円 ３ 連 単 ��� ２９，９１０円

票 数

単勝票数 計 １９９１２７ 的中 � ２５９１６（３番人気）
複勝票数 計 ３６４８５３ 的中 � ４０８９７（４番人気）� ２９１００（５番人気）� ６４１２７（２番人気）
枠連票数 計 １４４８７９ 的中 （８－８） ３５６５（１３番人気）
馬連票数 計 ４３７３４４ 的中 �� １００６３（１４番人気）
馬単票数 計 ２８２３３３ 的中 �� ３４３１（２７番人気）
ワイド票数 計 ２２２２０９ 的中 �� ４５１３（１４番人気）�� ９１６８（４番人気）�� ５５１４（１０番人気）
３連複票数 計 ６２８６５８ 的中 ��� １０６６３（９番人気）
３連単票数 計 ８４８２５８ 的中 ��� ２０９３（７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３６．４―４９．２―１：０２．５―１：１５．４―１：２７．２―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３４．４
３ １１，１６，１８（５，１２）（６，１４）（１，１０）（３，２，１３）７，１５，１７（４，９）８ ４ １１（１６，１８）（５，１２，１４）（１３，７）６（１，１０）（３，２）（１５，１７）（４，９）－８

勝馬の
紹 介

アルアマーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．６．２６ 阪神４着

２００９．２．１３生 牝３鹿 母 オネストリーダーリン 母母 Reluctant Guest ６戦１勝 賞金 ８，７００，０００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 ハマノスカーレット号
※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。

１２０２８ ４月２８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都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 ７，０００，０００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

８１３ トレジャーハント 牡６栗 ６０ 西谷 誠 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１４＋ ２３：１３．８ ８．５�

６９ � シシャモフレンド 牝７鹿 ５８ 白浜 雄造阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４８２－ ６３：１４．４３� ５．４�
４４ � モエレジンダイコ 牡７栗 ６０

５７ ▲高嶋 活士坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ４８２－ ４３：１５．０３� ２７．８�
７１１ オンワードデューク 牝４栗 ５７ 小坂 忠士樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４４０＋ ２３：１５．１� １０．２�
７１０ スズカマジェスタ 牡４青鹿５９ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７６± ０３：１５．２クビ ３９．０�
６８ メイショウイッキ 牡７鹿 ６０ 林 満明松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４８６± ０３：１５．３� ８１．２	
３３ ショウナンアトム 牡６鹿 ６０ 難波 剛健国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４７４＋１０３：１５．５１� １２２．５

１１ レ ー ガ ン 牡４青鹿５９ 黒岩 悠重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４９０－ ２３：１６．４５ ７６．３�
５７ スズカスパーク 牡７芦 ６０ 今村 康成永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 スガタ牧場 ４８６± ０３：１６．６１� １７５．７�
２２ � グランプリワイルド 牡４青鹿５９ 高田 潤北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４８０＋１４３：１９．１大差 ９０．４
５６ メイショウオオワシ 牡４鹿 ５９ 中村 将之松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９６－ ２３：１９．７３� ８．６�
４５ � ホクザンヴィリル 牡４栗 ５９ 田村 太雅木本 弘孝氏 新川 恵 浦河 �原 敏明 ４９０＋ ４３：２０．１２� ２７１．０�
８１２ スーサンストリーム 牡５芦 ６０ 植野 貴也林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４５４－ ２ （競走中止） １．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，２９５，７００円 複勝： １９，７１７，１００円 枠連： １２，１５４，８００円

馬連： ２９，１４９，９００円 馬単： ２６，７２９，４００円 ワイド： １４，７２８，７００円

３連複： ４５，８４８，３００円 ３連単： ９０，６２６，８００円 計： ２５５，２５０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２６０円 � ２１０円 � ４８０円 枠 連（６－８） ３５０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ４，４４０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� １，４１０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ９，１４０円 ３ 連 単 ��� ５０，１８０円

票 数

単勝票数 計 １６２９５７ 的中 � １５２７４（３番人気）
複勝票数 計 １９７１７１ 的中 � ２０９８８（４番人気）� ２８１９６（２番人気）� ９４０７（６番人気）
枠連票数 計 １２１５４８ 的中 （６－８） ２５８０８（１番人気）
馬連票数 計 ２９１４９９ 的中 �� １２１２５（６番人気）
馬単票数 計 ２６７２９４ 的中 �� ４４５２（１５番人気）
ワイド票数 計 １４７２８７ 的中 �� ６１０９（８番人気）�� ２５０９（１４番人気）�� ２９８４（１２番人気）
３連複票数 計 ４５８４８３ 的中 ��� ３７０２（２５番人気）
３連単票数 計 ９０６２６８ 的中 ��� １３３３（１２５番人気）

上り １マイル １：４４．５ ４F ５１．０－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トレジャーハント �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００８．１０．１９ 京都１０着

２００６．４．２７生 牡６栗 母 エキストラグリーン 母母 ゴールデンテンプル 障害：３戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔競走中止〕 スーサンストリーム号は，１号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



１２０２９ ４月２８日 晴 良 （２４京都３）第３日 第５競走 ��２，０００�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

１：５６．８
１：５６．１

良

良

５１０ ユウキソルジャー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ４３４－ ４２：００．６ ６．８�

３５ クリフパレス 牡３鹿 ５６ 幸 英明金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７４ ―２：０１．０２� ３６．２�

７１４ モンテエクリプス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４３４－ ４２：０１．１クビ １．９�
１２ マイネルイグアス 牡３青鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４５８－ ２２：０１．２� ９．３�

７１３ エイトビート �３鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－１８ 〃 クビ ８０．０�
６１２ ユキノサムライ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４４８－ ６２：０１．４１� ３７８．０�
４７ バーニングジール 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 	社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３６－ ８２：０１．５� １１．５

７１５ コパノウェルス 牡３青鹿５６ 木村 健小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５００－ ４ 〃 ハナ ２１．０�

（兵庫）

６１１ ワンダフルフェロー 牡３黒鹿５６ 中村 将之岩� 僖澄氏 谷 潔 新冠 清水 克則 ４４２± ０２：０１．９２� ６３９．６�
８１８ ク ー デ タ ー 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ ２８０．９
８１７ ケビンバローズ �３鹿 ５６ 長谷川浩大猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 ４４８－ ４２：０２．１１� ２８７．７�
８１６ ナムラオーキッド 牝３鹿 ５４ 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４３０＋ ４ 〃 クビ １３２．２�
１１ クロスビートクロス 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム ４３４＋ ４２：０２．２クビ ５０．３�
５９ サンライズカラー 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５２２ ―２：０２．４１� ３７４．６�
２４ ム ツ ラ ボ シ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介吉田 和子氏 松田 博資 日高 北田 剛 ４４６－ ４２：０２．５� ５８．２�
４８ ナリタプリムローズ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 ４２２－ ２ 〃 クビ １６．２�
３６ トウカイプライド 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４７２－ ２２：０２．８２ ５．５�
２３ テーオージュエル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ４９２－１０２：０３．５４ ４６５．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，１０１，４００円 複勝： ３２，８３９，９００円 枠連： １６，５８６，４００円

馬連： ４６，０００，３００円 馬単： ３４，４６１，０００円 ワイド： ２３，４７６，８００円

３連複： ６８，６６４，７００円 ３連単： １１２，６２７，２００円 計： ３５５，７５７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １６０円 � ６３０円 � １２０円 枠 連（３－５） １，６８０円

馬 連 �� ９，１５０円 馬 単 �� １６，４８０円

ワ イ ド �� ２，１９０円 �� ２７０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ４，５２０円 ３ 連 単 ��� ４４，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２１１０１４ 的中 � ２４７０２（３番人気）
複勝票数 計 ３２８３９９ 的中 � ５４７３１（２番人気）� ８０１０（８番人気）� １０８７８１（１番人気）
枠連票数 計 １６５８６４ 的中 （３－５） ７３１７（１０番人気）
馬連票数 計 ４６０００３ 的中 �� ３７１３（２５番人気）
馬単票数 計 ３４４６１０ 的中 �� １５４４（４５番人気）
ワイド票数 計 ２３４７６８ 的中 �� ２３５７（２２番人気）�� ２５８７５（１番人気）�� ４５２５（１４番人気）
３連複票数 計 ６８６６４７ 的中 ��� １１２３３（１４番人気）
３連単票数 計１１２６２７２ 的中 ��� １８５８（１２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３６．５―４９．４―１：０１．６―１：１３．９―１：２５．８―１：３７．５―１：４９．０

コーナー
通過順位

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

２
４

１８，１０，１４（３，８）４，６（１，１５）２（５，１７）１２（１１，１３）－（９，１６，７）・（１３，１０）１４（１８，７）（６，１７）（１５，２）（８，４，５）（１，１６）（３，１１，９）１２
勝馬の
紹 介

ユウキソルジャー �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 オースミタイクーン デビュー ２０１１．７．３１ 函館７着

２００９．４．８生 牡３鹿 母 オースミエルフ 母母 オークアップル ６戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 クリノエルヴィス号
※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。

１２０３０ ４月２８日 晴 良 （２４京都３）第３日 第６競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

６１０ サクセスセレーネ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４２２＋ ４１：２４．４ １．８�

４６ サイモンガーランド 牝３鹿 ５４ 和田 竜二澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ４５２－ ６１：２４．６１� １０．２�
３５ タガノジョイナー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５６＋ ６１：２４．７� ２１．４�
７１３� シンワウォッカ 牝３鹿 ５４ 小牧 太若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 ４４８＋ ４１：２４．９１ ３６．４�
２２ オ リ ー ブ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４４０－ ２１：２５．１１� １９６．２�
６１１ ツーオブアス 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太�前川企画 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：２５．３１� １９．２�
２３ リアライズキボンヌ 牝３鹿 ５４ 国分 優作工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４３２＋ ４１：２５．４クビ ２６．０	
７１２� セ イ ラ 牝３栗 ５４ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４３２＋ ４１：２５．５� ３．６

４７ キセキノハナ 牝３芦 ５４ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４３８－ ６１：２５．６� １６１．３�
３４ アンビータブル 牝３青 ５４ 木村 健 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B４５２＋ ２ 〃 クビ １７．９

（兵庫）

１１ シゲルアケビ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 ４４０± ０１：２５．８１ ５５．６�
５８ タイセイクインス 牝３青鹿５４ 秋山真一郎田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 ４６０－ ２１：２６．５４ １３７．８�
８１４ フェアリーガーデン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 ４３０－ ４１：２６．６クビ １０５．１�
５９ クルクルリンクル 牝３黒鹿５４ 浜中 俊小田切 光氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４６２－１０１：２６．７� ２６．３�
８１５ ソロデビュー 牝３黒鹿５４ 幸 英明�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 ４７４－ ８１：２７．２３ １３２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，５６７，６００円 複勝： ４５，５４７，３００円 枠連： １５，０１６，０００円

馬連： ５３，６７３，４００円 馬単： ３７，９９８，５００円 ワイド： ２７，５２５，１００円

３連複： ７３，７７２，６００円 ３連単： １２７，０９４，０００円 計： ４１１，１９４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ２８０円 � ４５０円 枠 連（４－６） ９２０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ７９０円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� ４，９００円 ３ 連 単 ��� １３，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３０５６７６ 的中 � １３８１７９（１番人気）
複勝票数 計 ４５５４７３ 的中 � １６７１３４（１番人気）� ３２１３２（３番人気）� １７９４４（７番人気）
枠連票数 計 １５０１６０ 的中 （４－６） １２０９９（３番人気）
馬連票数 計 ５３６７３４ 的中 �� ３１１５５（２番人気）
馬単票数 計 ３７９９８５ 的中 �� １８０９４（３番人気）
ワイド票数 計 ２７５２５１ 的中 �� １３５７７（２番人気）�� ８５６９（８番人気）�� ３６３０（１７番人気）
３連複票数 計 ７３７７２６ 的中 ��� １１１１３（１３番人気）
３連単票数 計１２７０９４０ 的中 ��� ６８６６（３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．８―４７．２―５９．５―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセスセレーネ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．９．１１ 阪神３着

２００９．１．１９生 牝３黒鹿 母 リアルエクスペクテイションズ 母母 Educated Risk ９戦２勝 賞金 ２１，２００，０００円
〔制裁〕 サイモンガーランド号の騎手和田竜二は，４コーナーでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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。



１２０３１ ４月２８日 晴 良 （２４京都３）第３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 ７，２００，０００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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

２２ ハンターワディ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７６＋ ２１：３３．５ ７．７�

２３ � タ ー フ ェ ル 牡４栗 ５７ 和田 竜二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ １９．５�

１１ サクラプリエール 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４８０± ０１：３３．６� ２０．７�
３５ メイショウコウセイ 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５００－ ２ 〃 クビ ２１．８�
４６ � メイショウテッサイ 牡４鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４７８＋ ８ 〃 アタマ ２７３．１�
８１４� タマモマーブル 	４栗 ５７

５４ ▲水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４７０－ ２１：３３．７� １１．２�
５９ リバーハイランド 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４８２－ ２ 〃 ハナ ２．５	
７１３ アイムヒアー 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史 
三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４６０＋ ２１：３３．９１� ８２．２�
３４ ハギノトラスト 牝６栃栗５５ 安藤 勝己安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４４８＋ ２１：３４．０クビ ４．９�
５８ アドマイヤスキップ 牡４鹿 ５７ 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 ４７８－ ４１：３４．３２ １９．６
６１１� スピログラフ 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太 
キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４ 〃 ハナ ２５．６�
８１５� モータウンサウンド 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 
社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ５０４＋ ３１：３４．５１
 ３３．９�
６１０ ツカサリボン 牝４栗 ５５ 川須 栄彦中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４４０＋２２１：３４．７１
 １５５．９�
７１２ タングルジャングル 牡４鹿 ５７ 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 ４５８± ０１：３４．９１
 ７．４�
４７ � オグリシュンコー 牡４芦 ５７

５４ ▲菱田 裕二小栗 孝一氏 鹿戸 明 新冠 中村農場 ４７６＋ ４１：３５．３２� ４３１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，３９０，１００円 複勝： ４１，５７７，３００円 枠連： １５，９１９，４００円

馬連： ５４，３０４，２００円 馬単： ３９，６１１，２００円 ワイド： ２５，７０３，３００円

３連複： ７１，８３０，８００円 ３連単： １１４，０２７，５００円 計： ３８６，３６３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２６０円 � ４３０円 � ５３０円 枠 連（２－２） ４，８２０円

馬 連 �� ４，８６０円 馬 単 �� ７，９３０円

ワ イ ド �� １，３６０円 �� １，８１０円 �� ２，９５０円

３ 連 複 ��� １７，３９０円 ３ 連 単 ��� １０８，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２３３９０１ 的中 � ２３９８４（４番人気）
複勝票数 計 ４１５７７３ 的中 � ４８３６７（３番人気）� ２４８００（６番人気）� １９１８６（７番人気）
枠連票数 計 １５９１９４ 的中 （２－２） ２４４０（１７番人気）
馬連票数 計 ５４３０４２ 的中 �� ８２５５（１８番人気）
馬単票数 計 ３９６１１２ 的中 �� ３６８８（３７番人気）
ワイド票数 計 ２５７０３３ 的中 �� ４７２３（１３番人気）�� ３５００（２２番人気）�� ２１１２（３８番人気）
３連複票数 計 ７１８３０８ 的中 ��� ３０４９（５８番人気）
３連単票数 計１１４０２７５ 的中 ��� ７７８（３６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．６―５９．２―１：１０．５―１：２２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハンターワディ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．９．２７ 阪神１２着

２００７．２．１７生 牡５鹿 母 シャドウスプリング 母母 アピーリングラス １３戦２勝 賞金 １８，５００，０００円

１２０３２ ４月２８日 晴 良 （２４京都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）

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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２２ � レッドデセーオ 牝４栗 ５５ 小牧 太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４８６－２３１：５３．８ ６．４�

４４ シーズガレット 牝４栗 ５５ 藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４４８－ ４１：５３．９� １．６�
７８ メジロマリシテン 牝４鹿 ５５ 木村 健岩� 伸道氏 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４７８± ０１：５４．９６ １５．７�

（兵庫）

８１０ アクロスザライト 牝４鹿 ５５ 福永 祐一吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４７６－ ２ 〃 クビ ３．８�
５５ � ク ッ カ 牝４栗 ５５

５２ ▲水口 優也飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ６１：５５．１１� ９９．６�
６７ マイネロードナイト 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム B４７８－ ８１：５５．２� ２６．３�
１１ メイショウコブシ 牝５鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４８４－ ６１：５５．３� １３９．６	
３３ � エーシンサンファン 牝４黒鹿５５ 川須 栄彦�栄進堂 高野 友和 浦河 山田 昇史 ４４８－ ６１：５５．５� ６０．２

８１１ ハッピースカッシュ 牝５栗 ５５ 秋山真一郎馬場 幸夫氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 B４５８＋ ２１：５５．８１� ９２．１�
７９ シゲルセキニンシャ 牝４青鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 ４６８± ０１：５５．９� ７７．７�
６６ � サマービーチ 牝４栗 ５５

５２ ▲花田 大昂仁田脇 彰氏 谷 潔 宮崎 仁田脇 彰 ４６６＋ ６１：５７．４９ ４２．５

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２６，９３７，６００円 複勝： ７３，３３２，６００円 枠連： １２，３２５，９００円

馬連： ４６，４９４，４００円 馬単： ４３，５８１，７００円 ワイド： ２２，４３５，１００円

３連複： ６５，４４４，９００円 ３連単： １７０，１８２，１００円 計： ４６０，７３４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（２－４） ４５０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ９３０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� ６，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２６９３７６ 的中 � ３３５９５（３番人気）
複勝票数 計 ７３３３２６ 的中 � ５３１５５（３番人気）� ４９４１０９（１番人気）� ３２３０４（４番人気）
枠連票数 計 １２３２５９ 的中 （２－４） ２０２９９（２番人気）
馬連票数 計 ４６４９４４ 的中 �� ７９４０３（２番人気）
馬単票数 計 ４３５８１７ 的中 �� ２７５７９（５番人気）
ワイド票数 計 ２２４３５１ 的中 �� ２６９７８（２番人気）�� ５０４３（１１番人気）�� １７６９８（３番人気）
３連複票数 計 ６５４４４９ 的中 ��� ３４６６６（４番人気）
３連単票数 計１７０１８２１ 的中 ��� １８６０４（１９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１３．２―１３．４―１３．７―１２．３―１２．２―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３７．２―５０．６―１：０４．３―１：１６．６―１：２８．８―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドデセーオ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Affirmed

２００８．２．１４生 牝４栗 母 レミニセントリー 母母 Endearingly １０戦１勝 賞金 １５，２３０，０００円
初出走 JRA

※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。



１２０３３ ４月２８日 晴 良 （２４京都３）第３日 第９競走 ��
��１，２００�あ や め 賞

発走１４時２５分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

４８ トーホウアマポーラ 牝３栗 ５４ 幸 英明東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４９０＋ ８１：０６．９ ２．１�

２４ ヤマニンプチガトー 牝３栗 ５４ 国分 優作土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４６４＋ ２１：０７．９６ ２６．５�
１２ ドナメデューサ 牝３黒鹿５４ 国分 恭介山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４６６－ ４１：０８．１１� １１．４�
１１ トロピカルメジャー 牡３黒鹿５６ 武 豊小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４５６－ ８１：０８．４１� １６．０�
６１２� バージンロード 牝３鹿 ５４ 木村 健泉 一郎氏 平松 徳彦 新ひだか 坂本牧場 ４４４－１４１：０８．６１� ２８２．８�

（兵庫） （兵庫）

８１６	 サウンドマンデュロ 牡３青鹿５６ 浜中 俊増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford
Stud Ltd ４６２－ ４ 〃 クビ ８．１�

３５ ゴールデンポケット 牝３栗 ５４ 太宰 啓介小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 ４５０－ ２１：０８．７� １９４．１	
２３ カシノラピス 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４１６－ ４１：０８．９１� ４７１．３

７１３ サクラエミネント 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４３２± ０１：０９．０
 １３．８�
５１０ ミ ス ネ バ ー 牝３栗 ５４ 川須 栄彦澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４５４－ ６ 〃 クビ １５６．５�
７１４ パープルタイガー 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 B４７４－ ４１：０９．１クビ １８３．９
３６ テイエムタイホー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 ４６０－ ６１：０９．４１� ６９．１�
５９ オレニホレルナヨ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 ４９０± ０１：０９．６１� ５．８�
６１１ ツヨシノブルーム 牡３芦 ５６ 岩田 康誠横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：０９．８１� ６．５�
８１５ ビップヴィットリオ 牡３黒鹿５６ 高倉 稜鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６＋１０１：０９．９� ４４．０�
４７ バウンダリーワン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介山口 真吾氏 木村 哲也 日高 日高大洋牧場 ４４２－１４ 〃 クビ ６０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，３４３，９００円 複勝： ５６，４１６，６００円 枠連： ２４，５６１，７００円

馬連： ９８，２３１，７００円 馬単： ５５，００１，８００円 ワイド： ３６，４１１，９００円

３連複： １１２，９６６，２００円 ３連単： ２００，０８１，６００円 計： ６１９，０１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � ４１０円 � ２９０円 枠 連（２－４） ２，７６０円

馬 連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ４，６９０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ５６０円 �� １，８１０円

３ 連 複 ��� ７，０５０円 ３ 連 単 ��� ４０，９６０円

票 数

単勝票数 計 ３５３４３９ 的中 � １３２９１１（１番人気）
複勝票数 計 ５６４１６６ 的中 � １４６０９５（１番人気）� ２８１１４（７番人気）� ４５０４４（５番人気）
枠連票数 計 ２４５６１７ 的中 （２－４） ６５８８（１４番人気）
馬連票数 計 ９８２３１７ 的中 �� ２８５５２（８番人気）
馬単票数 計 ５５００１８ 的中 �� ８６５５（１８番人気）
ワイド票数 計 ３６４１１９ 的中 �� １０４６２（１０番人気）�� １６９８２（４番人気）�� ４７２３（２３番人気）
３連複票数 計１１２９６６２ 的中 ��� １１８３８（２５番人気）
３連単票数 計２０００８１６ 的中 ��� ３６０５（１２４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．８―１０．９―１１．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．４―４４．３―５５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．３―３F３３．５
３ ・（２，９）１３（８，１４）（１０，１６）（１，４）（６，５）３，７（１２，１５）１１ ４ ２（８，９）１３，１４（１，１０）１６，４（６，５）３（１２，７）１５－１１

勝馬の
紹 介

トーホウアマポーラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１１．８．６ 小倉２着

２００９．１．２９生 牝３栗 母 トーホウガイア 母母 Agami ７戦２勝 賞金 ２１，９２４，０００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。

１２０３４ ４月２８日 晴 良 （２４京都３）第３日 第１０競走 ��
��１，２００�

お い け

御 池 特 別
発走１５時００分 （ダート・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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

５９ サザンブレイズ 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４７６＋ ８１：１１．５ １２．１�

１１ マイディアソング 牝４青鹿５５ 秋山真一郎有限会社シルク野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４６２－１０ 〃 クビ ７．２�
６１２ トイボックス 牡５黒鹿５７ 国分 恭介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４７０± ０１：１１．６クビ ９．７�
４７ � アーリーデイズ �５鹿 ５７ 福永 祐一加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette ４６８＋ ８ 〃 ハナ ２．７�
７１３	 モエレデフィニット 牡５青鹿５７ 武 豊山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 長手 猛 ４９２－ ４１：１１．７
 ７．５�
２３ シゲルシゲザネ 牡５鹿 ５７ 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４７２－ ６１：１１．９１� ３５．５�
１２ オーミレイライン 牡６鹿 ５７ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 ５３８－ ２ 〃 ハナ １３７．１	
８１６ ミッキーデジタル 牡５栗 ５７ 岩田 康誠野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ １１．９

２４ ピュアマリーン 牝６栗 ５５ 芹沢 純一小島 將之氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４５６－ ４１：１２．０クビ ２７８．６�
３５ ベ ネ ラ 牝５栗 ５５ 和田 竜二星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４６８± ０１：１２．３２ ８０．８�
５１０ キンショーユウジャ 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５０６－ ６１：１２．４クビ ６１．８
３６ ラベンダーカラー 牝４黒鹿５５ 池添 謙一青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４２８－ ６１：１２．６１� １２９．７�
６１１ キ ュ ー ト 牝５栗 ５５ 小坂 忠士 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４６０＋ ８１：１２．８１
 ２７４．５�
４８ 	 アグネスイカロス 牡７栗 ５７ 川須 栄彦渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 川島牧場 ５０２＋１２１：１３．０１� ５３４．０�
７１４ ヒ ー ロ ー 牡５栗 ５７ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ２１：１３．２１� ３．８�
８１５ ロードセイバー 牡５栗 ５７ 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４５４＋ ２１：１３．４１ ３２６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，８４４，９００円 複勝： ６７，０５５，９００円 枠連： ３０，５１３，１００円

馬連： １２０，２９８，０００円 馬単： ７０，６４５，８００円 ワイド： ４３，８７４，３００円

３連複： １３９，０１６，４００円 ３連単： ２６６，３１５，８００円 計： ７７７，５６４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ３７０円 � ２８０円 � ３１０円 枠 連（１－５） ４，０２０円

馬 連 �� ４，５２０円 馬 単 �� ９，６３０円

ワ イ ド �� １，７５０円 �� １，７００円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� １１，３４０円 ３ 連 単 ��� ７１，８１０円

票 数

単勝票数 計 ３９８４４９ 的中 � ２６０１２（７番人気）
複勝票数 計 ６７０５５９ 的中 � ４５７５１（７番人気）� ６５５７８（４番人気）� ５８９６９（５番人気）
枠連票数 計 ３０５１３１ 的中 （１－５） ５６０７（１３番人気）
馬連票数 計１２０２９８０ 的中 �� １９６８０（１８番人気）
馬単票数 計 ７０６４５８ 的中 �� ５４１８（４０番人気）
ワイド票数 計 ４３８７４３ 的中 �� ６１４３（２１番人気）�� ６３１１（２０番人気）�� ９６９７（１５番人気）
３連複票数 計１３９０１６４ 的中 ��� ９０５４（３７番人気）
３連単票数 計２６６３１５８ 的中 ��� ２７３７（２２３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．７―１１．８―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．５―４７．３―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．０
３ ・（５，８）９（６，１０）３（２，１３）１，１２（４，７，１６）１４（１１，１５） ４ ・（５，８，９）１０（６，３）（２，１，１３）１２，４（７，１６）１４（１１，１５）

勝馬の
紹 介

サザンブレイズ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２０１０．１０．９ 京都１着

２００８．２．２１生 牡４栗 母 サウスビューティー 母母 チ ッ ク １７戦３勝 賞金 ４０，１７９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ギガワット号・ケージーヨシツネ号・コロナ号・ダスタップ号・ディアアゲイン号・パープルセンリョ号
（非抽選馬） ３頭 ナムラドリーミー号・フレイムヘイロー号・マジックモーメント号



１２０３５ ４月２８日 晴 良 （２４京都３）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�

しもがも

下鴨ステークス
発走１５時３５分 （芝・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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．８
１：５６．１

良

良

７１３ ジェントルマン 牡４黒鹿５７ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４８２－ ２１：５７．６ ２．８�

７１４ ロードオブザリング 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ５０２－ ４ 〃 ハナ １２．２�
８１８ サトノシュレン 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 ４８２＋ ６１：５７．７� ９．３�
６１１ カルドブレッサ 牡４栗 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２１：５７．８� ７．２�
１１ アドマイヤタイシ 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４－ ４１：５７．９� ２２．９�
４７ シースナイプ 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４６－ ４１：５８．０� ６．０	
８１６ ナムラオウドウ 牡４黒鹿５７ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７０－ ４１：５８．１クビ ５３．２

１２ ヤマカツゴールド 牡６栗 ５７ 四位 洋文山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４６２－ ２ 〃 アタマ ６２．６�
２４ ツルミプラチナム 牡５黒鹿５７ 荻野 琢真�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４７４± ０１：５８．２� ２３．４�
６１２ タガノファントム 牡８栗 ５７ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７４＋ ６１：５８．３� ２９８．８
３６ モ ズ 牡５青 ５７ 高倉 稜�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４８４± ０１：５８．５１	 ２２５．７�
３５ マイネルガヴロシュ 牡５青鹿５７ 伊藤 工真 �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 B４８０－ ２ 〃 クビ ５０．２�
２３ ワンダームシャ 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４８０－ ２１：５８．６クビ ２３．９�
５１０ ダノンマックイン 牡４黒鹿５７ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ６１：５８．８１� ７０．８�
４８ 
 カワキタフウジン 牡７栗 ５７ 武 豊川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５１８± ０１：５８．９クビ １６．５�
８１７ マルカボルト 牡５黒鹿５７ 藤岡 康太河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４８４－ ８１：５９．１１� ８．７�
７１５ スーサングレート 牡４栗 ５７ 幸 英明林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B４９６－１０１：５９．５２� ７９．７�
５９ バイタルスタイル 牝５栗 ５５ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４５６－ ６２：０１．２大差 １１２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５２，３９７，６００円 複勝： ９０，９１５，２００円 枠連： ６６，０９５，６００円

馬連： ２３３，５０３，３００円 馬単： １２２，８１２，７００円 ワイド： ７６，９４６，３００円

３連複： ２９６，８３９，８００円 ３連単： ５２４，１６９，５００円 計： １，４６３，６８０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � ２６０円 枠 連（７－７） １，２４０円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，２１０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ４２０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 ��� １１，５１０円

票 数

単勝票数 計 ５２３９７６ 的中 � １５１６９９（１番人気）
複勝票数 計 ９０９１５２ 的中 � ２２８０８５（１番人気）� ６６０７１（６番人気）� ８１０６３（４番人気）
枠連票数 計 ６６０９５６ 的中 （７－７） ３９４３４（５番人気）
馬連票数 計２３３５０３３ 的中 �� １２４００５（５番人気）
馬単票数 計１２２８１２７ 的中 �� ４１１５２（５番人気）
ワイド票数 計 ７６９４６３ 的中 �� ３１３３５（５番人気）�� ４８７７９（１番人気）�� １２１１７（１９番人気）
３連複票数 計２９６８３９８ 的中 ��� ７３１８５（４番人気）
３連単票数 計５２４１６９５ 的中 ��� ３３６３７（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．７―３５．８―４８．０―１：００．０―１：１１．６―１：２３．０―１：３４．３―１：４５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．０―３F３４．６
１
３
９，１５，６（１３，１６，１７）７（１，１４）（３，１８）１０，１２，２（５，１１）８，４
１８，１５，９（１３，１７）（６，１４，１６）（７，３）（１，１２）（１０，１１）－２（５，８）４

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

勝馬の
紹 介

ジェントルマン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１０．１２．５ 阪神３着

２００８．４．６生 牡４黒鹿 母 マ チ ル ド 母母 ジュビロレディ １０戦４勝 賞金 ５７，２１３，０００円
〔制裁〕 ロードオブザリング号の騎手池添謙一は，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。

１２０３６ ４月２８日 晴 良 （２４京都３）第３日 第１２競走 ��
��１，９００�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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

１２ ハ リ ケ ー ン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０４－１６１：５７．７ ４．４�

２４ トーセンウィーク 牡４栗 ５７ 小牧 太島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５２８－ ８１：５８．２３ ４．１�
６１２ タマモブラウン 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０６＋ ４１：５８．３クビ ９．５�
３６ ダノンジュピター 牡７栗 ５７ 藤岡 佑介�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８６－ ２１：５８．５１� ２１．０�
２３ ローンウルフ �７栗 ５７ 秋山真一郎鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７０－ ６１：５８．８１	 ６８．８�
４８ 
 ティアモブリーオ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.

Partners ４５６－１２１：５９．０１� １７．４	
５９ ドリームマジシャン 牡５青鹿５７ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９４－ ４１：５９．１クビ ５．７

４７ セトノハリケーン 牡４鹿 ５７

５４ ▲水口 優也難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５１２－ ２ 〃 クビ １３０．６�
１１ � ボリュームゾーン 牡５鹿 ５７ 木村 健加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ５００＋１０１：５９．２クビ １９．１�

（兵庫）

６１１ タガノリベラノ 牝４黒鹿５５ 和田 竜二八木 一雄氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B４６２± ０ 〃 クビ ３６．６
３５ カレンジェニオ 牡４栗 ５７ 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４８０± ０１：５９．４１� １０．１�
７１４ スカイスクレイパー 牡４栗 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０± ０１：５９．５� ９．７�
８１５ ナリタカービン 牡６鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二�オースミ 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５２８＋１６２：００．３５ ５９．４�
７１３ ケ イ ト 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４５４－ ８２：００．９３� １４．９�
５１０ ポートスピード 牡７栗 ５７

５６ ☆高倉 稜水戸眞知子氏 田中 章博 三石 前川 清彦 ４９０－２６２：０１．６４ ５３６．０�
８１６ エーシンジェネシス 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦�栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４９０± ０２：０３．０９ ７４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，８５６，３００円 複勝： ７４，８７４，８００円 枠連： ３３，６５２，９００円

馬連： １２４，１３８，１００円 馬単： ６６，６０７，３００円 ワイド： ５０，６６２，９００円

３連複： １６５，５２１，２００円 ３連単： ２８５，９５７，１００円 計： ８４１，２７０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ２９０円 枠 連（１－２） ７００円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� １，１７０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ４，３９０円 ３ 連 単 ��� １６，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３９８５６３ 的中 � ７２３１４（２番人気）
複勝票数 計 ７４８７４８ 的中 � １０９５０１（３番人気）� １１９７９８（２番人気）� ６０５７３（５番人気）
枠連票数 計 ３３６５２９ 的中 （１－２） ３５４９４（１番人気）
馬連票数 計１２４１３８１ 的中 �� ９２８８９（１番人気）
馬単票数 計 ６６６０７３ 的中 �� ２５２４８（２番人気）
ワイド票数 計 ５０６６２９ 的中 �� ３１８８８（１番人気）�� １０２１０（１３番人気）�� １２５６２（１０番人気）
３連複票数 計１６５５２１２ 的中 ��� ２７８８５（６番人気）
３連単票数 計２８５９５７１ 的中 ��� １３０１７（１７番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．８―１１．０―１２．３―１３．２―１３．５―１２．８―１２．２―１２．３―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．９―１７．７―２８．７―４１．０―５４．２―１：０７．７―１：２０．５―１：３２．７―１：４５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハ リ ケ ー ン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Storm Bird デビュー ２０１１．４．３ 阪神１６着

２００８．５．７生 牡４鹿 母 ビ バ ノ ン ノ 母母 Cutlasee ７戦３勝 賞金 ２９，１０６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンジェネシス号は，平成２４年５月２８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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サンレイハスラー号・ディアフロイデ号・マーベラスバロン号
（非抽選馬） ４頭 アイノグロー号・ウインベルカント号・フジヤマワカムシャ号・ベストオブケン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２４京都３）第３日 ４月２８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８８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

１８７，９６０，０００円
２，０８０，０００円
５，３６０，０００円
１，６４０，０００円
１６，９４０，０００円
６５，５２６，５００円
５，５１４，６００円
１，８０４，８００円

勝馬投票券売得金
３４５，５９９，６００円
６３８，８６７，５００円
２６９，１０７，１００円
９３１，２４５，２００円
５９０，０９８，９００円
３８６，４１２，０００円
１，２３３，０１４，５００円
２，２１３，４０４，０００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 ６，６０７，７４８，８００円

総入場人員 ２３，０６１名 （有料入場人員 ２１，１０４名）


