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１２００１ ４月２３日 小雨 稍重 （２３京都３）第１日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

４６ マーベラスバロン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４７４± ０１：５４．１ ８．０�

２３ ボストンリョウマ 牡３青鹿５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７６－ ４ 〃 クビ ５．７�
８１５ クークーダダ 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介�ターフ・スポート五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４６４＋ ４１：５４．２クビ ５．２�
４７ セイプロスペリティ 牡３鹿 ５６ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４５６－ ２１：５４．４１� ８．１�
５８ ダンスラナキラ 牡３黒鹿５６ 小牧 太橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４６６－１２ 〃 クビ ３７．４�
６１０ ユキノミラクル 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三遠藤 宗義氏 領家 政蔵 平取 高橋 啓 ４８６± ０１：５４．５クビ ５．７	
１１ アドマイヤリボー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠近藤 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 ４５６± ０ 〃 クビ １７．０

６１１ サンライズアルザス 牡３芦 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ８１：５４．６� １８．９�
２２ アンサンブル 牝３黒鹿 ５４

５２ △高倉 稜�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６－ ４１：５５．４５ ２６．４�
７１２ フ ロ ッ テ ィ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４± ０１：５６．０３� ８．２
５９ ヒミノミズキ 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬佐々木八郎氏 松永 昌博 日高 福満牧場 ４３８－１６１：５６．３１� １０６．９�
７１３� アクアピューラ 牡３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作 �キャロットファーム 吉田 直弘 豪 Goldendale ４７６± ０１：５６．７２� ３８．３�
３４ ミッキーホワイト 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９８ ―１：５６．９� ８．４�
３５ シゲルカンリショク 牡３青 ５６ 田嶋 翔森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 沖田 繁 ５５６＋ ２１：５７．９６ １７３．７�
８１４ ベルモントノホシ 牡３鹿 ５６ 北村 友一 �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント

ファーム ４６６－ ２１：５８．０� ９６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，５４９，７００円 複勝： ２３，１７４，０００円 枠連： １０，７１２，７００円

馬連： ３５，２４４，３００円 馬単： ２２，９４８，０００円 ワイド： １７，５８８，４００円

３連複： ５２，９３３，２００円 ３連単： ７０，３８２，５００円 計： ２４４，５３２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２９０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（２－４） ９４０円

馬 連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ５，５２０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ８９０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 ��� ３４，１１０円

票 数

単勝票数 計 １１５４９７ 的中 � １１３９６（４番人気）
複勝票数 計 ２３１７４０ 的中 � １７３４７（５番人気）� ４０７０１（１番人気）� ３７４６６（３番人気）
枠連票数 計 １０７１２７ 的中 （２－４） ８４８９（５番人気）
馬連票数 計 ３５２４４３ 的中 �� １０３５９（１１番人気）
馬単票数 計 ２２９４８０ 的中 �� ３０７２（２６番人気）
ワイド票数 計 １７５８８４ 的中 �� ５１９４（８番人気）�� ４７６５（１１番人気）�� ８７４１（３番人気）
３連複票数 計 ５２９３３２ 的中 ��� ９２３８（１１番人気）
３連単票数 計 ７０３８２５ 的中 ��� １５２３（９９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１３．５―１３．１―１３．０―１２．７―１２．７―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３７．０―５０．１―１：０３．１―１：１５．８―１：２８．５―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３
９（３，４，１１）１２（６，１３）（８，１４）（１，１５）１０，７－２－５
９（３，４，１１）（６，１２）１４（１，８，１５，７）（１０，１３）－２＝５

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

勝馬の
紹 介

マーベラスバロン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１１．２．２６ 阪神２着

２００８．２．１７生 牡３鹿 母 マーベラスロマン 母母 シードランサー ３戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。

１２００２ ４月２３日 小雨 稍重 （２３京都３）第１日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

５９ アースワンキセキ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松山 増男氏 沖 芳夫 浦河 山春牧場 ４７６＋ ８１：２５．２ １．２�

４７ � エイシンエンブレム 牡３芦 ５６ 岩田 康誠平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Helen Y.
Painter ４７２－ ６１：２５．４１� ７．４�

２３ ドリームガイド 牡３青鹿５６ 幸 英明セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 平山牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ ２４．３�
７１４ ウエリントンシチー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４６６－ ４１：２５．７２ ２８．３�
５１０� ホウショウキング 牡３芦 ５６

５４ △高倉 稜芳賀 吉孝氏 白井 寿昭 米 Green
Gates Farm ４６０－ ４１：２５．８� １１７．１�

３６ ゴールドディガー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム ４５８－ ４１：２５．９クビ ５４．０�
６１１ ケイオーレデイ 牝３鹿 ５４ 北村 友一ジャパンフードビジネス� 沖 芳夫 新冠 パカパカ

ファーム ４１６－ ４１：２６．２２ ８２．２	
２４ ファーマソフト 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介中西 功氏 牧浦 充徳 浦河 馬道 繁樹 ４３２－ ２１：２６．３� ５０．０

１２ ユウージラソーレ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文中山 速水氏 武 宏平 浦河 高野牧場 ４５８＋２１１：２６．６１� ３２８．１�
４８ ファイアードレイク 牡３鹿 ５６ 小牧 太吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８６ ―１：２６．７� ３０．２�
８１５ アベックプレジール 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介玉井 宏和氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４０６－ ４１：２７．５５ ３８．６
６１２ トップシュール 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作�コオロ 境 直行 新ひだか 聖心台牧場 ４０２－ ２１：２７．７１� ６２．２�
３５ マ リ ー リ コ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二冨沢 敦子氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４２４＋ ６１：２７．８クビ ３３０．１�
１１ メイショウチグサ 牝３鹿 ５４ 高橋 亮松本 和子氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４９０＋１８１：２８．１２ ４０１．８�
７１３ ペプチドパラス 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４６６ ― 〃 アタマ ３５４．２�
８１６ デンコウピーチ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志田中 康弘氏 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋 誠次 ４２８ ―１：２９．７１０ ３５２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９０１，２００円 複勝： ６１，２５３，３００円 枠連： １２，１２６，７００円

馬連： ３５，９０５，８００円 馬単： ３７，３４２，９００円 ワイド： １７，９１４，９００円

３連複： ４９，８６０，０００円 ３連単： １０７，３５６，０００円 計： ３４２，６６０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（４－５） ２００円

馬 連 �� ２３０円 馬 単 �� ３００円

ワ イ ド �� １４０円 �� ３４０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� １，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２０９０１２ 的中 � １４９３８１（１番人気）
複勝票数 計 ６１２５３３ 的中 � ４７１７３８（１番人気）� ４４９５４（２番人気）� １９２８８（３番人気）
枠連票数 計 １２１２６７ 的中 （４－５） ４５０９７（１番人気）
馬連票数 計 ３５９０５８ 的中 �� １１５５１９（１番人気）
馬単票数 計 ３７３４２９ 的中 �� ９３４６６（１番人気）
ワイド票数 計 １７９１４９ 的中 �� ４３６０４（１番人気）�� １０９７０（２番人気）�� １０１７５（３番人気）
３連複票数 計 ４９８６００ 的中 ��� ６２８２４（１番人気）
３連単票数 計１０７３５６０ 的中 ��� ６０２９３（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．９―４８．３―１：００．４―１：１２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３６．９
３ ・（９，７）（３，６，１０）（４，１１，１２）８（２，１４）－（５，１５）１３，１＝１６ ４ ・（９，７）（３，１０）６（４，１１）－（２，１２，８）（５，１４）（１５，１３）－１＝１６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アースワンキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サ ド ン ソ ー デビュー ２０１０．１１．２８ 京都４着

２００８．５．３０生 牡３鹿 母 タカノカイソク 母母 フジノエクセレント ８戦１勝 賞金 １４，８５０，０００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 ツルミアクセル号

第３回　京都競馬　第１日



１２００３ ４月２３日 小雨 良 （２３京都３）第１日 第３競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・右・外）

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

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

３６ フェアープライド 牡３黒鹿５６ 四位 洋文臼田 浩義氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４７８－ ４２：１７．５ ５．９�

２４ ミッキークリスタル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣野田みづき氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５６－ ２２：１７．７１� ７．２�
８１５ ショウサンガイナ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二鈴木 昭和氏 加藤 敬二 新ひだか 谷岡 正次 ５１４－ ２ 〃 クビ ４７．３�
１１ セルリアンディンゴ 牡３黒鹿５６ 小牧 太�イクタ 田所 秀孝 むかわ フラット牧場 ４９０＋ ６ 〃 ハナ ７．６�
８１７ ニホンピロフィード 牡３鹿 ５６ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 日高 佐々木 直孝 ４１２－ ８２：１７．８クビ ４８．３�
７１３� リーガルファルコン 牡３黒鹿５６ 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Edward A.

Cox, Jr. ４５４－１４２：１８．０１ ２０．６�
２３ アドマイヤアロング 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ６ 〃 クビ １．８	
５９ メイショウドンナー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７４ ―２：１８．１� ２４０．２

３５ ケンオベリスク 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬中西 宏彰氏 松永 昌博 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４８４＋１０２：１８．３１� ２５０．５�

４８ ニホンピロエラリー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４９０－ ６ 〃 ハナ １８．０�
８１６ クリノイメルダ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 田中 裕之 ４９０＋ ８２：１８．８３ ４３３．２
６１２ テイエムカルチェ 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 荻伏三好フ

アーム ４７０＋ ６２：１９．４３� ３４６．８�
４７ ナリタムーンライト 牡３栗 ５６ 幸 英明�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 ５２６＋ ２２：１９．７２ １１．８�
６１１ テイエムバレンシア 牡３青 ５６

５３ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４７４± ０ 〃 ハナ ９９．０�
１２ ニホンピロルナ 牝３鹿 ５４ 鷹野 宏史小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４２０＋１０２：１９．９１� ３４１．１�
５１０ テイクミーウェイ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４５８ ―２：２０．０� ２４７．９�
７１４ アキノスプレンダー 牝３栗 ５４

５２ △高倉 稜山中 明広氏 作田 誠二 新ひだか 大塚牧場 ４２２＋２８２：２０．７４ ５９３．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １５，６６６，５００円 複勝： ２８，０８１，８００円 枠連： １３，５７４，１００円

馬連： ３３，１５６，８００円 馬単： ２８，５６８，１００円 ワイド： １６，８７６，７００円

３連複： ４７，８２２，８００円 ３連単： ８３，００９，７００円 計： ２６６，７５６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２６０円 � ２４０円 � １，１００円 枠 連（２－３） ４３０円

馬 連 �� １，８００円 馬 単 �� ３，３５０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ４，４１０円 �� ３，０６０円

３ 連 複 ��� ２８，２４０円 ３ 連 単 ��� １１４，０９０円

票 数

単勝票数 計 １５６６６５ 的中 � ２１２５５（２番人気）
複勝票数 計 ２８０８１８ 的中 � ３０４３０（３番人気）� ３５８８９（２番人気）� ５４８１（９番人気）
枠連票数 計 １３５７４１ 的中 （２－３） ２３５１０（１番人気）
馬連票数 計 ３３１５６８ 的中 �� １３６１４（８番人気）
馬単票数 計 ２８５６８１ 的中 �� ６３０９（１１番人気）
ワイド票数 計 １６８７６７ 的中 �� ８１６７（５番人気）�� ８９９（３３番人気）�� １３０５（２５番人気）
３連複票数 計 ４７８２２８ 的中 ��� １２５０（５５番人気）
３連単票数 計 ８３００９７ 的中 ��� ５３７（２６０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．４―１３．８―１２．９―１３．２―１３．６―１２．２―１２．０―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．７―３６．１―４９．９―１：０２．８―１：１６．０―１：２９．６―１：４１．８―１：５３．８―２：０５．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェアープライド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fast Gold デビュー ２０１０．１０．２４ 京都７着

２００８．１．１９生 牡３黒鹿 母 ビーフェアー 母母 Misty Moon ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

１２００４ ４月２３日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）重 （２３京都３）第１日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００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

７１１ ディアマジェスティ 牡５黒鹿６０ 高田 潤寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６４＋ ４３：１７．２ １３．３�

７１２ オンワードホープ �４黒鹿５９ 熊沢 重文�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４８８± ０３：１７．９４ １３．６�
２２ � スズカワイルド 牡６黒鹿６０ 小坂 忠士永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ ４．０�
５８ � ベートーヴェン 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠中島 稔氏 日吉 正和 浦河 冨岡牧場 ５０８＋ ４３：１９．４９ １５．６�
４５ ワキノレジェンド 牡４鹿 ５９ 北沢 伸也脇山 良之氏 大根田裕之 新ひだか 田原橋本牧場 ４８８± ０３：２０．３５ ６９．７�
３４ � ハ ツ ノ ボ リ 牝５栗 ５８ 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４４２＋１０３：２０．９３� １１８．４�
３３ ダイナミックグロウ 牡７鹿 ６０ 白浜 雄造小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４７６－ ６３：２１．０クビ ９．１	
５７ アラタマポケット 牡５鹿 ６０ 水出 大介荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７２± ０３：２１．２１� １１５．２

１１ リバーキャッスル 牝６栗 ５８ 植野 貴也河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４５２＋１６ 〃 クビ ９７．０�
６９ オーシャンクルーズ 牡７鹿 ６０ 田嶋 翔上田 宗義氏 田所 秀孝 新冠 村田牧場 ４８６＋ ２３：２２．１５ １２．６�
８１４ エーシンダードマン 牡７青鹿６０ 西谷 誠�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５１２± ０３：２２．４１	 ３．６
４６ 
 アンダーカウンター 牡６栗 ６０ 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne

L Morris Sr. ５２０± ０３：２２．８２� ５．４�
８１３� ラーマブルー 牡５栗 ６０ 今村 康成 �ブルーマネジメント武 宏平 静内 武 牧場 ４８８＋ ６３：２３．２２� ２５．２�
６１０ ユウキタイティ 牡７栗 ６０ 佐久間寛志ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５２４＋ ４３：２７．５大差 １６．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，４８７，１００円 複勝： １６，６１５，６００円 枠連： １１，２４３，７００円

馬連： ３０，２７１，１００円 馬単： ２１，３３８，１００円 ワイド： １４，２９３，１００円

３連複： ４７，４５７，７００円 ３連単： ６７，２９５，８００円 計： ２２０，００２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � ３８０円 � ３９０円 � １９０円 枠 連（７－７） ６，４８０円

馬 連 �� ７，２９０円 馬 単 �� １２，６１０円

ワ イ ド �� １，７１０円 �� １，２４０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １１，９１０円 ３ 連 単 ��� ８１，２９０円

票 数

単勝票数 計 １１４８７１ 的中 � ６８３９（６番人気）
複勝票数 計 １６６１５６ 的中 � １０５４３（６番人気）� １０１０７（７番人気）� ２８３０７（２番人気）
枠連票数 計 １１２４３７ 的中 （７－７） １２８１（２１番人気）
馬連票数 計 ３０２７１１ 的中 �� ３０６６（２７番人気）
馬単票数 計 ２１３３８１ 的中 �� １２４９（４８番人気）
ワイド票数 計 １４２９３１ 的中 �� ２０１２（２３番人気）�� ２８３７（１３番人気）�� ４４０４（９番人気）
３連複票数 計 ４７４５７７ 的中 ��� ２９４３（４０番人気）
３連単票数 計 ６７２９５８ 的中 ��� ６１１（２６９番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５０．８－３F ３７．７
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアマジェスティ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．２．１４ 京都６着

２００６．５．２９生 牡５黒鹿 母 レーブドグランパ 母母 Mary Linoa 障害：１戦１勝 賞金 ７，３００，０００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。
（非当選馬） １頭 カワキタトップ号



１２００５ ４月２３日 雨 稍重 （２３京都３）第１日 第５競走 １，６００�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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

８１５ メイショウヤタロウ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７４± ０１：３４．８ １．７�

６１２ サトノユリア 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４８ ―１：３５．０１ ３７．１�
５１０ ダノンフェアリー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ５００＋ ８１：３５．１� ３．７�
８１６ ナムラチアーズ 牝３黒鹿 ５４

５２ △高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 ４４８ ―１：３５．４２ １５．７�
５９ エバーグリーン 牡３青 ５６ 岩田 康誠吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ５１０ ― 〃 ハナ ７．８�
３６ トウカイギアー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４７２－ ４１：３５．６１� ４８．６�
７１３ ハードブラボー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか へいはた牧場 ４５８＋ ４１：３６．１３ １６８．３	
３５ ヒップホップダンス 牡３黒鹿５６ 小牧 太加藤 泰章氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ ２１．０

４７ ミラーメソロ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 ３９６＋ ４１：３６．３１ ２０９．３�
１１ エイユームーン 牡３黒鹿５６ 上野 翔笹部 義則氏 飯田 雄三 新冠 川上 悦夫 ４５２＋１２１：３７．０４ ２３１．９
７１４ レンヌルシャトー 牝３栗 ５４ 幸 英明 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：３７．４２� ３７．１�
４８ ソトーグラシオ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム B４４８ ―１：３７．５� １１０．１�
６１１ インアフラッシュ 牡３青 ５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋ ８１：３７．７� ２６．４�
２４ トーホウオリーブ 牝３栗 ５４ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４４４－ ２１：３７．９１� ９４．２�
１２ マイネルムジカ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４５４－２４１：３９．４９ １７７．０�
２３ ガトーディマンシュ 牝３青鹿５４ 浜中 俊有限会社シルク宮本 博 新ひだか 千代田牧場 ３９６± ０１：４０．５７ ９７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４２１，６００円 複勝： ５９，６５２，３００円 枠連： １７，３４８，６００円

馬連： ３７，６４４，１００円 馬単： ３３，４５１，６００円 ワイド： １９，５８０，４００円

３連複： ５３，８０７，４００円 ３連単： １０２，５７９，１００円 計： ３４１，４８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ５１０円 � １３０円 枠 連（６－８） １，１４０円

馬 連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ３，６６０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� １４０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� １１，７２０円

票 数

単勝票数 計 １７４２１６ 的中 � ８１２９５（１番人気）
複勝票数 計 ５９６５２３ 的中 � ４２６９２５（１番人気）� ７９４６（８番人気）� ６３０９９（２番人気）
枠連票数 計 １７３４８６ 的中 （６－８） １１３００（３番人気）
馬連票数 計 ３７６４４１ 的中 �� １０８７３（８番人気）
馬単票数 計 ３３４５１６ 的中 �� ６７５６（１１番人気）
ワイド票数 計 １９５８０４ 的中 �� ５３１１（８番人気）�� ５２０２７（１番人気）�� ２９５１（１４番人気）
３連複票数 計 ５３８０７４ 的中 ��� １９３３０（６番人気）
３連単票数 計１０２５７９１ 的中 ��� ６４６４（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．２―４７．３―５９．１―１：１０．７―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヤタロウ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．１．９ 京都２着

２００８．５．３０生 牡３鹿 母 ナイスレイズ 母母 Nice Tradition ６戦１勝 賞金 １４，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルムジカ号・ガトーディマンシュ号は，平成２３年５月２３日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 スピログラフ号（疾病〔右肩跛行〕のため）・フェスタワールド号（疾病〔口角部裂創〕のため）

１２００６ ４月２３日 雨 重 （２３京都３）第１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）

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
１：２１．８

重

稍重

１１ セイカプリコーン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４８０－ ２１：２３．３ ５．４�

８１５ アマノレインジャー 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４８４－ ２１：２３．４� ３．５�

１２ ウォータールルド 牡３黒鹿５６ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４７６－ ８１：２３．６１� ５１．７�
５９ ナムラストリーク 牝３栗 ５４ 幸 英明奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４３６± ０ 〃 クビ ３７．９�
５１０ ヤマノサファイア 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４４２± ０１：２３．７クビ １６．８�
３５ アルボランシー 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４６６－ ４１：２３．８� ６４．９�
２３ サダムグランジュテ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ４ 〃 ハナ ２．８	
４８ セトノシャンクス 牡３栗 ５６ 小牧 太難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７０＋ ８１：２４．２２� １７２．６

６１２ リリーファイアー 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９２＋ ８ 〃 ハナ １１．４�

８１６ マ ル コ フ ジ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 ４５８－ ４１：２４．３クビ １０４．０�
２４ ラプターセイハート 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎佐藤 恭永氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－ ８１：２４．４� ２６０．４
６１１ コウエイキング 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４６４＋ ４１：２４．８２� ４３０．４�
３６ アスカノバッハ �３黒鹿５６ 北村 友一豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５８＋ ２ 〃 ハナ ３１７．７�
４７ ショウナンアリビオ 牡３栗 ５６ 池添 謙一国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４９８＋ ４ 〃 ハナ １８．９�
７１３ マルブツサバンナ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠大澤 毅氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 ５１８－ ４１：２５．４３� ９．３�
７１４ ロイヤルサルート 牡３栗 ５６ 藤田 伸二臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９２＋ ４１：２７．３大差 ３１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２４４，７００円 複勝： ３６，８６５，４００円 枠連： １５，３８２，６００円

馬連： ５１，４４８，４００円 馬単： ３４，３５３，３００円 ワイド： ２３，４１６，６００円

３連複： ７１，１３１，９００円 ３連単： １０４，２５６，７００円 計： ３５８，０９９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２４０円 � １９０円 � １，０３０円 枠 連（１－８） ８６０円

馬 連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ３，９６０円 �� ３，０５０円

３ 連 複 ��� １７，３９０円 ３ 連 単 ��� ８４，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２１２４４７ 的中 � ３１５２７（３番人気）
複勝票数 計 ３６８６５４ 的中 � ４３９９０（３番人気）� ６２９４９（２番人気）� ７２０５（１１番人気）
枠連票数 計 １５３８２６ 的中 （１－８） １３３０３（３番人気）
馬連票数 計 ５１４４８４ 的中 �� ３３０００（３番人気）
馬単票数 計 ３４３５３３ 的中 �� １０２１８（８番人気）
ワイド票数 計 ２３４１６６ 的中 �� １１３４８（４番人気）�� １３９１（３７番人気）�� １８２１（３２番人気）
３連複票数 計 ７１１３１９ 的中 ��� ３０２０（５３番人気）
３連単票数 計１０４２５６７ 的中 ��� ９１５（２５８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．２―１２．０―１２．４―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．６―３３．８―４５．８―５８．２―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイカプリコーン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１０．９．１２ 阪神２着

２００８．３．２９生 牡３鹿 母 ケイアイエリザベス 母母 タ ム ヒ ー ド ８戦２勝 賞金 １８，６００，０００円



１２００７ ４月２３日 雨 不良 （２３京都３）第１日 第７競走 ��１，８００�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 ７，４００，０００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

４６ オースミマリオン 牡４栗 ５７ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４８０± ０１：５０．６ ２．１�

８１４ ピサノルビー 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 飛野牧場 ４８０－ ６１：５０．９１� ３．３�
３４ ジョーシンドバッド 牡５黒鹿５７ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 新ひだか 岡田スタツド ５２２＋ ４１：５１．３２� ９９．５�
８１５ キクノセンヒメ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４５８－ ２１：５１．５１� ９．０�
７１２� ボリュームゾーン 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ５０２＋ ２１：５１．７１� ６．８�
４７ グランブリーズ 牡４栗 ５７ 飯田 祐史藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 今井 秀樹 ４８４－１２１：５１．８クビ １１９．５�
２３ � マキハタビリケン 牡４栗 ５７ 芹沢 純一	槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５４０＋ ６ 〃 ハナ ７７．２

７１３ サンライズコア 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介松岡 隆雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ２９．４�
２２ シゲルダイセン 牡５鹿 ５７

５５ △高倉 稜森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４６２－１０１：５２．０� ３４．３�
５９ エリモレインボー 牝４鹿 ５５

５２ ▲国分 優作山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４５２＋ ８１：５２．３１� ２７．２
６１１ グランドチャペル 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎 	サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ２１：５２．４� ７９．９�
５８ ムーンテンダー 牡４鹿 ５７ 北村 友一岩� 僖澄氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 ４８８－ ２１：５２．５� ２２．６�
６１０� クリノソーニャ 牝６鹿 ５５ 高橋 亮栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 吉田 又治 ４４６＋ ６１：５２．８１� １１０．７�
３５ � テイケイワイズ 牡４栗 ５７ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新ひだか ヒサイファーム ４８６＋ ６ 〃 クビ ２３８．８�
１１ 	� ソ ト ビ ー ト 牝４栗 ５５ 小牧 太門野 重雄氏 吉田 直弘 米 Dixiana

Stables Inc ４７６－ ８１：５４．０７ ６５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８７５，６００円 複勝： ２８，９０５，０００円 枠連： １５，８７１，６００円

馬連： ４５，３３０，５００円 馬単： ３４，５２８，７００円 ワイド： ２０，３５０，３００円

３連複： ５９，７１６，２００円 ３連単： １０９，９７７，１００円 計： ３３２，５５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １，６２０円 枠 連（４－８） ２５０円

馬 連 �� ３２０円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ３，１３０円 �� ４，１７０円

３ 連 複 ��� １２，０１０円 ３ 連 単 ��� ３４，３８０円

票 数

単勝票数 計 １７８７５６ 的中 � ６７６３６（１番人気）
複勝票数 計 ２８９０５０ 的中 � １０１８７７（１番人気）� ６８７０１（２番人気）� ２１６４（１４番人気）
枠連票数 計 １５８７１６ 的中 （４－８） ４８６４０（１番人気）
馬連票数 計 ４５３３０５ 的中 �� １０４７４２（１番人気）
馬単票数 計 ３４５２８７ 的中 �� ４４９３９（１番人気）
ワイド票数 計 ２０３５０３ 的中 �� ３４１８５（１番人気）�� １３４８（３２番人気）�� １００５（４０番人気）
３連複票数 計 ５９７１６２ 的中 ��� ３６７０（３５番人気）
３連単票数 計１０９９７７１ 的中 ��� ２３６１（８７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．８―４９．２―１：０１．５―１：１３．８―１：２５．９―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８
１
３
６（９，１４）４（１０，１３）（３，５，８）－１（１２，１５）－（２，７）１１・（６，１４）（４，９，１３）１０（１２，１５）（３，８）－（５，７）－（２，１１）－１

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

勝馬の
紹 介

オースミマリオン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００９．１２．１２ 阪神１０着

２００７．４．１０生 牡４栗 母 ラインレジーナ 母母 シンコウエンジェル １１戦２勝 賞金 ２１，３００，０００円

１２００８ ４月２３日 雨 重 （２３京都３）第１日 第８競走 ��２，４００�ムーニーバレーレーシングクラブ賞
発走１３時５０分 （芝・右・外）

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

賞 品
本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

４４ クレスコグランド 牡３栗 ５６ 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４９４－ ２２：２９．２ ３．９�

８１２ ダノンフェニックス 牡３黒鹿５６ 四位 洋文�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３２－ ４ 〃 クビ ５．９�
５６ アストリンジャー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 日高大洋牧場 ４８８－ ８２：２９．３� ６．４�
３３ スーサングレート 牡３栗 ５６ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B４９２＋ ４２：２９．５１� １９．４�
６８ ゴールドブライアン 牡３青鹿５６ 岩田 康誠杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５０＋ ２２：２９．６クビ ３．９�
１１ アドマイヤパーシア 牡３栗 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６６± ０２：２９．９２ １２．２�
６７ ゲットハッピー 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三	ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 ４５０－ ８２：３０．１� １８．５

５５ ディアヴァンドーム 牡３栗 ５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 藤原牧場 ４５８＋ ４２：３０．２� １９．８�
２２ レベルスピリット 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田 吉男氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４０＋ ２２：３０．８３� １０１．７�
８１１ ノーティカルスター 牡３栗 ５６ 熊沢 重文 	サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム ４９４－ ６２：３０．９� ２４．２
７１０ サワノファンタス 牡３青 ５６ 幸 英明西田 彰宏氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４６８－ ６２：３２．２８ １５．８�
７９ サトノフォワード 牝３栗 ５４ 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５８－ ６ 〃 クビ １５．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，９１１，０００円 複勝： ３５，９４３，３００円 枠連： １５，６６５，２００円

馬連： ５９，３５８，８００円 馬単： ３７，９６１，１００円 ワイド： ２４，１６９，３００円

３連複： ７６，８７６，９００円 ３連単： １２８，６５０，４００円 計： ３９９，５３６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（４－８） ７２０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ３９０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� ８，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２０９１１０ 的中 � ４２６１８（２番人気）
複勝票数 計 ３５９４３３ 的中 � ６６４２８（１番人気）� ５４１５８（３番人気）� ５０９９１（４番人気）
枠連票数 計 １５６６５２ 的中 （４－８） １６２４８（２番人気）
馬連票数 計 ５９３５８８ 的中 �� ３４６２２（５番人気）
馬単票数 計 ３７９６１１ 的中 �� １２５６９（６番人気）
ワイド票数 計 ２４１６９３ 的中 �� １３９１２（４番人気）�� １６０６０（２番人気）�� ９２４１（６番人気）
３連複票数 計 ７６８７６９ 的中 ��� ３０８４５（３番人気）
３連単票数 計１２８６５０４ 的中 ��� １０５７６（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．１―１３．０―１３．２―１３．０―１３．３―１３．０―１２．１―１１．８―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．６―３５．７―４８．７―１：０１．９―１：１４．９―１：２８．２―１：４１．２―１：５３．３―２：０５．１―２：１６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
１
３
１－６，９（３，１０）（４，１１）（２，５）（７，１２）８
１（６，９，１１）（３，４，１０）１２（２，５）（７，８）

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

勝馬の
紹 介

クレスコグランド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．５ 京都２着

２００８．１．３１生 牡３栗 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ ５戦２勝 賞金 １９，８９４，０００円



１２００９ ４月２３日 雨 重 （２３京都３）第１日 第９競走

オーストラリアターフクラブ賞

２，０００�シドニートロフィー
発走１４時２５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
オーストラリアターフクラブ賞（１着）

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

３４ アスカトップレディ 牝４黒鹿５５ 浜中 俊上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４６４＋ ４２：０２．０ ２．６�

６１０ ネヴァーフェイド 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２０± ０２：０２．１� ９．４�

２２ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５５ 酒井 学飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４０＋ ４２：０２．３１� １１２．０�
７１３ ハッピーパレード 牝５黒鹿５５ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４２－ ２２：０２．４� １３．４�
８１４ コ ン カ ラ ン 牝４栗 ５５ 岩田 康誠吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ６．０�
６１１ アクティビューティ 牝４芦 ５５ 熊沢 重文�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５０４± ０２：０２．５� ５０．０�
４７ ビコーペグー 牝４黒鹿５５ 中谷 雄太�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４７２－ ２２：０２．７� ４９．０	
７１２ クリスティロマンス 牝４黒鹿５５ 安藤 勝己 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４４４± ０２：０２．８� ４．３

８１５ ナムラボルテージ 牝４鹿 ５５ 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６４± ０ 〃 ハナ ４６．７�
１１ ト シ ザ マ キ 牝４栗 ５５ 長谷川浩大上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４６４＋ ８２：０３．２２� ２１．２�
２３ ザ ザ 牝６鹿 ５５ 柴田 善臣谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４７４－１０ 〃 アタマ １５１．７
３５ ラインドリーム 牝５黒鹿５５ 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４６０－ ６２：０３．３� ２５．３�
５９ イイデエース 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４７８＋２６２：０３．４� ９１．９�
５８ オルレアンノオトメ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４７２＋ ８２：０３．８２� １３．２�
４６ メジロジェニファー 牝４黒鹿５５ 四位 洋文�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４９６＋ ６２：０５．３９ ２８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，０７７，３００円 複勝： ４７，３０６，３００円 枠連： ２１，８６０，４００円

馬連： ８６，３８９，０００円 馬単： ５２，７６２，８００円 ワイド： ３２，１８５，４００円

３連複： １０６，７７８，７００円 ３連単： １９１，４２２，４００円 計： ５６２，７８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ３１０円 � ２，９３０円 枠 連（３－６） ９８０円

馬 連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ７，１８０円 �� ２０，９４０円

３ 連 複 ��� ７６，３６０円 ３ 連 単 ��� １８４，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２４０７７３ 的中 � ７５３５４（１番人気）
複勝票数 計 ４７３０６３ 的中 � １４３３４７（１番人気）� ３４４３８（５番人気）� ２７９８（１５番人気）
枠連票数 計 ２１８６０４ 的中 （３－６） １６５４８（４番人気）
馬連票数 計 ８６３８９０ 的中 �� ５６９６９（３番人気）
馬単票数 計 ５２７６２８ 的中 �� ２４６０１（４番人気）
ワイド票数 計 ３２１８５４ 的中 �� １５２０５（５番人気）�� １０５８（５６番人気）�� ３６０（８９番人気）
３連複票数 計１０６７７８７ 的中 ��� １０３２（１３６番人気）
３連単票数 計１９１４２２４ 的中 ��� ７６６（４１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．８―１２．６―１２．５―１２．７―１２．３―１１．８―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．５―３６．３―４８．９―１：０１．４―１：１４．１―１：２６．４―１：３８．２―１：４９．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスカトップレディ �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 Shaadi デビュー ２００９．１２．５ 阪神９着

２００７．３．１３生 牝４黒鹿 母 タガノシャーディ 母母 イ ン バ レ ル １４戦３勝 賞金 ５４，１９０，０００円
※ビコーペグー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２０１０ ４月２３日 雨 不良 （２３京都３）第１日 第１０競走
メルボルンレーシングクラブ賞

��１，２００�メルボルントロフィー
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
メルボルンレーシングクラブ賞（１着）

賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，２３５，０００
２，２３５，０００

円
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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１２ エアティアーモ 牝４青鹿５５ 四位 洋文 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：１０．４ ６．５�

８１５ サウンドアクシス 牡５栗 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８０－ ２１：１０．７１� ７．９�
３６ アヤナルベルス 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４８４＋ ２１：１０．８� ７．７�
２４ カフェマーシャル 牡５芦 ５７ 佐藤 哲三西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５１４＋ ４１：１１．０１� ２０．７�
８１６� トーセンクロス 牡７鹿 ５７ 岩田 康誠島川 �哉氏 小笠 倫弘 米

Robert N. Clay
& Fair Way
Equine, LLC

B５０４± ０ 〃 同着 ６．８	
２３ ステイドリーム 牡６青 ５７ 国分 恭介�ターフ・スポート清水 英克 門別 ナカノファーム ５３２＋ ６１：１１．２１� ２２．８

７１３ ゴールドエンデバー 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４９２－ ２ 〃 アタマ ２０．２�
３５ 	 オーシャンカレント 牡５鹿 ５７ 浜中 俊吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ５０２± ０１：１１．５１� ２４．９�
７１４ ミステリアスバイオ 牝６栗 ５５ 池添 謙一バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４８４＋１４１：１１．６� ８６．７
６１１ コウジンアルス 牡９栗 ５７ 武士沢友治加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４８４＋ ４１：１１．７� ２４９．６�
５９ チャレンジシチー 牡９鹿 ５７ 田村 太雅 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 ５１８－ ８ 〃 クビ ３５３．７�
４８ ドリームクラウン 牡６栗 ５７ 和田 竜二セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１６＋ ８１：１２．０１� ６２．５�
１１ � セトノアンテウス 牡６鹿 ５７ 国分 優作難波 澄子氏 鮫島 一歩 豪 Mr F Peisah ４７６＋ ６１：１２．２１� ８９．０�
４７ ワンモアジョー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４６２± ０１：１２．３クビ ８．７�
１２ ノルマンディー 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１０－ ６１：１２．７２� ２．９�
５１０ ジョウショーアロー 牡６鹿 ５７ 高倉 稜熊田 義孝氏 西橋 豊治 静内 野坂牧場 B４８４－１０１：１２．９１� １６２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，３５１，３００円 複勝： ５０，２４１，７００円 枠連： ２９，９３６，８００円

馬連： １１６，１１９，９００円 馬単： ６２，９０２，８００円 ワイド： ３８，４８８，６００円

３連複： １３８，７６１，６００円 ３連単： ２２４，９５４，５００円 計： ６９０，７５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ３００円 � ２７０円 � ２８０円 枠 連（６－８） １，３００円

馬 連 �� １，８６０円 馬 単 �� ５，３３０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� ８６０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ６，４８０円 ３ 連 単 ��� ３６，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２９３５１３ 的中 � ３５９７６（２番人気）
複勝票数 計 ５０２４１７ 的中 � ４４６４６（５番人気）� ５０６７４（３番人気）� ４７５２７（４番人気）
枠連票数 計 ２９９３６８ 的中 （６－８） １７１１２（４番人気）
馬連票数 計１１６１１９９ 的中 �� ４６１７９（７番人気）
馬単票数 計 ６２９０２８ 的中 �� ８７１９（１８番人気）
ワイド票数 計 ３８４８８６ 的中 �� ９５９６（１１番人気）�� １１１２３（８番人気）�� ９５９４（１２番人気）
３連複票数 計１３８７６１６ 的中 ��� １５８１２（１８番人気）
３連単票数 計２２４９５４５ 的中 ��� ４５６３（１０４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．７―１２．１―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．６―４６．７―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアティアーモ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００９．１２．１３ 中山２着

２００７．２．２８生 牝４青鹿 母 エアコゼット 母母 ド ッ フ １４戦４勝 賞金 ６１，５２３，０００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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アナモリ号・カフェレジェンド号・ケイアイダイオウ号・ストレートイン号・セブンシークィーン号・

テイエムクレナイ号・パーフェクトケン号・フィールドジュエル号



１２０１１ ４月２３日 雨 不良 （２３京都３）第１日 第１１競走
オーストラリアレーシングボード賞

��１，２００�オーストラリアトロフィー
発走１５時３５分 （芝・右）

４歳以上，２２．４．２４以降２３．４．１７まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
オーストラリアレーシングボード賞（１着）

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

７１３ パ ド ト ロ ワ 牡４鹿 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５３２＋ ６１：０９．２ ６．１�

４８ スプリングソング 牡６青鹿５７ 池添 謙一吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５１６－ ２ 〃 クビ ４．１�
２３ エーシンホワイティ 牡４鹿 ５５ 北村 友一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４８８± ０１：０９．３� １５．８�
６１１ エーブダッチマン 牡５栗 ５５ 国分 恭介 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４７４＋ ４１：０９．６２ ４５．６�
７１５ トウカイミステリー 牝５栗 ５２ 高倉 稜内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 ４５６＋ ２１：０９．８１� ３９．８�
６１２ サンダルフォン 牡８鹿 ５７ 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５４６＋ ２１：１０．０１� ２４．３�
３６ オリオンスターズ 牡７黒鹿５５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ５１０－１２ 〃 アタマ １０．８	
５９ ツルマルジュピター 牡４黒鹿５４ 佐藤 哲三鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８８＋ ６ 〃 ハナ ２２．７

１２ シャウトライン 牡７青鹿５６ 浜中 俊�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 ５０２± ０１：１０．１クビ １９．１�
８１７� フライングアップル �７鹿 ５５ 田面木博公山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５０２－１２ 〃 アタマ ５１．８
８１６ テイエムカゲムシャ 牡７栗 ５１ 川島 信二竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ５２２＋ ４１：１０．３１ ３２４．０�
５１０ エーシンダックマン 牡４鹿 ５５ 幸 英明�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９０＋ ４１：１０．４� ６．９�
４７ ケイアイアストン 牡６鹿 ５６ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４７２－１０ 〃 アタマ ８．５�
８１８� ダイワマックワン 牡６鹿 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５６－ ６ 〃 アタマ ８３．２�
７１４ メイビリーヴ 牝６栗 ５３ 的場 勇人千明牧場 松山 康久 千歳 社台ファーム ５０８＋ ６１：１１．０３� ９６．３�
１１ ユキノハボタン 牝６栗 ５２ 国分 優作遠藤 宗義氏 領家 政蔵 門別 川端 正博 ４９２＋１４１：１１．１� ６３．７�
２４ � ゼットフラッシュ 牡８鹿 ５１ 野元 昭嘉�フォーレスト 山内 研二 英 Barry Taylor ５１０＋ ２ 〃 アタマ ９２．５�
３５ � アーバニティ 牡７黒鹿５７．５ 四位 洋文 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２１：１１．９５ ５．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４３，３７５，５００円 複勝： ７４，０９３，７００円 枠連： ５３，４２３，１００円

馬連： ２１５，２９４，４００円 馬単： １０７，７９１，８００円 ワイド： ６８，９２１，２００円

３連複： ２８１，４５８，４００円 ３連単： ４７７，３３５，４００円 計： １，３２１，６９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２２０円 � １８０円 � ４２０円 枠 連（４－７） ７２０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� １，５００円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ５，６３０円 ３ 連 単 ��� ２８，７９０円

票 数

単勝票数 計 ４３３７５５ 的中 � ５６７７５（３番人気）
複勝票数 計 ７４０９３７ 的中 � ９４６９８（３番人気）� １２７０９３（１番人気）� ３８５５２（７番人気）
枠連票数 計 ５３４２３１ 的中 （４－７） ５４９５１（２番人気）
馬連票数 計２１５２９４４ 的中 �� １２３９７２（２番人気）
馬単票数 計１０７７９１８ 的中 �� ３１１８８（５番人気）
ワイド票数 計 ６８９２１２ 的中 �� ３２９１２（２番人気）�� １０９５２（１８番人気）�� １４６８１（１０番人気）
３連複票数 計２８１４５８４ 的中 ��� ３６９４３（１２番人気）
３連単票数 計４７７３３５４ 的中 ��� １２２３７（５３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．２―１１．２―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３３．８―４５．０―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ド ト ロ ワ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．２９ 京都３着

２００７．４．２０生 牡４鹿 母 グランパドドゥ 母母 スターバレリーナ １２戦５勝 賞金 ７７，１５２，０００円
〔発走状況〕 パドトロワ号は，発走地点で右前肢落鉄。発走時刻５分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）３２頭 アドマイヤシャトル号・アーバンストリート号・インペリアルマーチ号・エーシンヴァーゴウ号・エーシンリジル号・

エーシンリターンズ号・オセアニアボス号・オートドラゴン号・ガブリン号・キクノアポロ号・
キョウエイアシュラ号・ケイティラブ号・サワヤカラスカル号・シンボリグラン号・スズジュピター号・
スターボード号・セイコーライコウ号・ダイシングロウ号・タカオセンチュリー号・ティファニーケイス号・
トシギャングスター号・ドリームバレンチノ号・トーセンモナーク号・ビクトリーテツニー号・ヒットジャポット号・
ビービーファルコン号・ブライトアイザック号・ブラストダッシュ号・ヘッドライナー号・ホワイトピルグリム号・
マルブツイースター号・ワールドワイド号

１２０１２ ４月２３日 雨 不良 （２３京都３）第１日 第１２競走 ��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２４ キャプテンマジン 牡６黒鹿５７ 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５１２± ０１：５０．５ １３．１�

４８ ユジェニックブルー 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲国分 優作 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５２０－ ８１：５０．９２� ２．２�

７１４ ツルマルスピリット 牡４青鹿５７ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８２＋ ６１：５１．２２ ３．３�
２３ ハジメレンジャー 牡５鹿 ５７ 幸 英明池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４８２＋ ６１：５１．３� ９．７�
５１０ フ ォ ル テ 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５４－ ４１：５１．９３� ７０．４�
３５ ヨ ク バ リ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８２－ ６１：５２．２１� ５３．５�
１１ アドマイヤプレミア 牡４芦 ５７ 藤岡 佑介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４１２± ０ 〃 クビ １６．８	
４７ テイエムゲンキボ 牡７黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 木原 一良 静内 岡田 猛 ５１４－ ２１：５２．３� ８３．０

６１１ パワーエース 牡５鹿 ５７ 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４９０＋ ２１：５２．４クビ ９１．０�
３６ パ ミ ー ナ 牝４栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム ４５８＋１２ 〃 クビ ３０．５
７１３� サダルメリク 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４８４＋ ２１：５２．７１� ８６．８�
６１２ ワキノキルシェ 牝６青鹿 ５５

５２ ▲森 一馬脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ４０４－ ８１：５２．９１� ３３２．１�
１２ 	 タガノショータイム 牡７黒鹿 ５７

５５ △高倉 稜八木 良司氏 吉田 直弘 浦河 川越牧場 ５１６＋ ４１：５３．２２ ２９．６�
５９ ストレンジラブ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣鈴木 義孝氏 牧浦 充徳 新冠 隆栄牧場 ４８６＋１２１：５３．９４ ４０．０�
８１６ シルクスターシップ 牡８芦 ５７ 熊沢 重文有限会社シルク星野 忍 静内 千代田牧場 ５０４－ ６１：５４．５３� ９１．８�
８１５ クリストフォルス 牡６栗 ５７ 岩田 康誠広尾レース� 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ５３２＋ ４１：５４．９２� １１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，５８５，１００円 複勝： ４４，６２０，７００円 枠連： ２９，５０６，６００円

馬連： ９８，４７４，２００円 馬単： ６３，５７４，１００円 ワイド： ３７，４６３，３００円

３連複： １２９，２６２，１００円 ３連単： ２５３，５３７，７００円 計： ６８６，０２３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ２７０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（２－４） ６２０円

馬 連 �� １，５４０円 馬 単 �� ４，５８０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ６８０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� １３，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２９５８５１ 的中 � １７８８６（５番人気）
複勝票数 計 ４４６２０７ 的中 � ２５８８９（５番人気）� １４５７８１（１番人気）� １０２６３９（２番人気）
枠連票数 計 ２９５０６６ 的中 （２－４） ３５３５１（２番人気）
馬連票数 計 ９８４７４２ 的中 �� ４７３３１（３番人気）
馬単票数 計 ６３５７４１ 的中 �� １０２４９（１５番人気）
ワイド票数 計 ３７４６３３ 的中 �� １６５７６（３番人気）�� １１０７５（８番人気）�� ７６６１２（１番人気）
３連複票数 計１２９２６２１ 的中 ��� ８７１３６（２番人気）
３連単票数 計２５３５３７７ 的中 ��� １３３７８（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．１―４８．４―１：００．７―１：１３．０―１：２５．７―１：３８．１

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

キャプテンマジン �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００７．７．２２ 函館９着

２００５．２．１１生 牡６黒鹿 母 リキアイワンダー 母母 リキアイノーザン ２８戦４勝 賞金 ４８，７２０，０００円
〔その他〕 テイエムゲンキボ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テイエムゲンキボ号は，平成２３年５月２３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マーブルデイビー号



（２３京都３）第１日 ４月２３日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重後重後不良
稍重後重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２２１，８５０，０００円
６，４４０，０００円
２０，３７０，０００円
２，０４０，０００円
２０，９８０，０００円
６６，０５８，０００円
５，５１０，８００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
２６３，４４６，６００円
５０６，７５３，１００円
２４６，６５２，１００円
８４４，６３７，３００円
５３７，５２３，３００円
３３１，２４８，２００円

１，１１５，８６６，９００円
１，９２０，７５７，３００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 ５，７６６，８８４，８００円

総入場人員 １５，０８９名 （有料入場人員 １３，７２８名）


