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１２０３７ ５月１日 曇 稍重 （２３京都３）第４日 第１競走 ��
��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１４ タガノルビコン 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９２＋ ３１：１３．５ ７．１�

１１ ヒューストニア 牡３鹿 ５６ 浜中 俊山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４６０± ０１：１４．１３� ３．０�

１２ ラッシュトウショウ 牝３栗 ５４
５１ ▲国分 優作トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２０－ ４１：１４．４１� １３．５�

６１１ ファルブキング 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰猪野毛雅人氏 新川 恵 新ひだか 猪野毛牧場 ４９４＋ ４ 〃 クビ １１１．６�
３６ ウォーターリッパー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４９０± ０１：１４．５� ２．５�
８１６ ダイゴテンリュウ 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 ４５６＋ ４１：１４．７１� ６６．９�
７１３ タマモカルメン 牝３黒鹿５４ 田中 健タマモ� 木原 一良 新ひだか 前田牧場 ４３８＋ ２１：１５．０２ １２４．４	
４８ バ ー ネ ッ ト 牝３芦 ５４ 荻野 要昴ホースクラブ 鹿戸 明 新ひだか 沖田 哲夫 ４２８＋１４１：１５．１� ２１７．８

２４ シーエリアル 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４１４＋ ４１：１５．２� ３７５．５�
８１５ ドンウイング 牡３栗 ５６ 川田 将雅山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４２８± ０１：１５．４１� ６２．６�
５１０ サンキンヤマト 牡３青 ５６ 江田 照男河原 純之氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 ４７４－ ４１：１５．７１� ２９７．６
５９ ナムラエイブル 牝３鹿 ５４ 丸山 元気奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 ４４４－ ８１：１６．０１� １７．７�
３５ クリノマキバオー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史栗本 博晴氏 作田 誠二 熊本 有限会社

宮村牧場 B４６２－ ８ 〃 ハナ １９３．５�
６１２ ソニックフリート 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠中村 浩章氏 牧浦 充徳 平取 高橋 啓 ４０４－１８１：１６．６３� ５．４�

（１４頭）
２３ アイファータイガー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 ５００± ０ （競走除外）

４７ タマモビーナス 牝３栗 ５４ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，８１８，７００円 複勝： １９，９３９，８００円 枠連： １１，８１１，３００円

馬連： ３７，４１１，５００円 馬単： ２８，８１０，５００円 ワイド： １６，５１５，４００円

３連複： ５０，３７３，５００円 ３連単： ８１，８０４，７００円 計： ２６０，４８５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ３３０円 枠 連（１－７） ９８０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� １，３４０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� ２２，５２０円

票 数

単勝票数 差引計 １３８１８７（返還計 ５６３０） 的中 � １５４１４（４番人気）
複勝票数 差引計 １９９３９８（返還計 ８５５３） 的中 � ２０９５９（４番人気）� ５６３５８（２番人気）� １２１９８（５番人気）
枠連票数 差引計 １１８１１３（返還計 ８６） 的中 （１－７） ８８９６（５番人気）
馬連票数 差引計 ３７４１１５（返還計 ３７５６４） 的中 �� ２４４９４（５番人気）
馬単票数 差引計 ２８８１０５（返還計 ３０５０１） 的中 �� ８６７２（１１番人気）
ワイド票数 差引計 １６５１５４（返還計 ２３２５４） 的中 �� １２０７９（３番人気）�� ２７６８（１４番人気）�� ８５２３（６番人気）
３連複票数 差引計 ５０３７３５（返還計１１２３０３） 的中 ��� ９４２４（１４番人気）
３連単票数 差引計 ８１８０４７（返還計１８２３２０） 的中 ��� ２６８２（６２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．２―１２．９―１２．４―１２．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノルビコン �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１１．２７ 京都１８着

２００８．３．２３生 牡３鹿 母 タガノピアース 母母 タガノスリッパー ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔出走取消〕 タマモビーナス号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔競走除外〕 アイファータイガー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔左足根骨開放骨折〕を発症したため競走除外。なお，同馬は予

後不良。発走時刻７分遅延。
〔制裁〕 クリノマキバオー号の騎手鷹野宏史は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１５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 アビリティバイオ号・エーシンマギー号・ユウキビバボーイ号
（非抽選馬） １頭 マイティローヤー号

１２０３８ ５月１日 曇 稍重 （２３京都３）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１１ ローマンレジェンド 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９８－ ２１：５３．０ １．７�

６１０ スプリングルシオ 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４８４± ０１：５４．０６ １０．２�

２２ セトノハリケーン 牡３鹿 ５６ 幸 英明難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５００± ０ 〃 クビ ３０．８�
７１２ ランスブレイク 牡３鹿 ５６ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤巻 則弘 ４７６＋ ２１：５４．２１� ３．９�
３４ ビヨンドザリーフ 牡３栗 ５６ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム B４５２－ ４１：５４．７３ ７．４�
７１３ レイクキャスケード 牡３青鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志伊藤 仁氏 藤沢 則雄 日高 白井牧場 ４７２－ ４１：５５．１２� ４７．３�
６１１ マウンテンダイヤ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎山本 堅治氏 服部 利之 浦河 日向牧場 ４９０－１６１：５５．４２ １８．２	
８１４ コ ー ド ロ ン 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介池住 安信氏 牧浦 充徳 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４６２＋ ４１：５６．５７ ３４．６


５８ バンブーアーセナル 牡３鹿 ５６ 江田 照男�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ５０６＋ ２１：５６．６クビ ２７７．９�
４６ タビニデヨウ 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介小田切有一氏 田中 章博 日高 大江牧場 ４３６－ ６１：５７．０２� １３７．９
２３ ピエナノテツジン 牡３黒鹿５６ 丸山 元気本谷 兼三氏 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム ４９６＋ ８１：５８．３８ ３２５．７�
３５ カムトゥゲザー 牝３黒鹿５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４５４＋ ２１：５８．７２� １７６．４�
５９ アスターファイター 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂加藤 久枝氏 木原 一良 浦河 絵笛牧場 ４４２＋ ４１：５８．８クビ ４７３．６�
８１５ メイショウトカチ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４９６＋ ８１：５９．１２ ９５．１�
４７ オリエンタルマーチ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊宮本 貞雄氏 羽月 友彦 浦河 上山牧場 ４４８ ―２：０２．５大差 １０９．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，７１１，５００円 複勝： ３８，２１３，１００円 枠連： １３，１２１，４００円

馬連： ４６，８８０，４００円 馬単： ４１，５４１，１００円 ワイド： ２０，８６５，２００円

３連複： ６５，８３９，０００円 ３連単： １１９，９１８，１００円 計： ３６６，０８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ５６０円 枠 連（１－６） ５７０円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ８３０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� ５，２９０円 ３ 連 単 ��� １３，６３０円

票 数

単勝票数 計 １９７１１５ 的中 � ９２９８６（１番人気）
複勝票数 計 ３８２１３１ 的中 � １９５４２２（１番人気）� ２７９０７（４番人気）� ９０６９（７番人気）
枠連票数 計 １３１２１４ 的中 （１－６） １７２７８（２番人気）
馬連票数 計 ４６８８０４ 的中 �� ３７６２８（３番人気）
馬単票数 計 ４１５４１１ 的中 �� ３２２０８（３番人気）
ワイド票数 計 ２０８６５２ 的中 �� １５８１０（３番人気）�� ６０４０（１０番人気）�� １９８９（２２番人気）
３連複票数 計 ６５８３９０ 的中 ��� ９２０２（１６番人気）
３連単票数 計１１９９１８１ 的中 ��� ６４９７（４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．８―５０．５―１：０３．９―１：１６．３―１：２８．６―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．７
１
３

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

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

ローマンレジェンド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１１．１．５ 京都３着

２００８．２．２４生 牡３黒鹿 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend ３戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時４０分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カムトゥゲザー号・アスターファイター号・メイショウトカチ号・オリエンタルマーチ号は，平成２３年

６月１日まで平地競走に出走できない。
ピエナノテツジン号は，平成２３年７月１日まで平地競走に出走できない。

第３回　京都競馬　第４日



１２０３９ ５月１日 曇 稍重 （２３京都３）第４日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

６１１ ネオザミスティック 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ 小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４３８± ０１：１０．０ ２．５�
（豪）

５１０ セ ラ ヴ ィ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲国分 優作�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４１０－ ２１：１０．１� １３．２�

６１２ シルクフェリーチェ 牝３黒鹿５４ 武 豊有限会社シルク河内 洋 安平 追分ファーム ４４４＋ ６１：１０．３１� ３．４�
８１７ サクラライジング 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４６０＋ ４１：１０．４� ７．１�
７１５� ウイングオブピース 牝３鹿 ５４ 池添 謙一飯田 正剛氏 須貝 尚介 米 Dr. Masa-

take Iida B４５０± ０１：１０．５	 ４１．８�
１１ ケイエスブライト 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ４７０－ ８ 〃 クビ ２６．０	
８１６ ランドヘラクレス 牡３栗 ５６ 北村 宏司木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９２－ ２１：１０．６� ６８．８

８１８ アドマイヤシケーダ 牝３青 ５４ 丸山 元気近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４２０＋ ６１：１０．７� ３０．７�
４８ サクラピュアハート 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 伊藤 敏明 ４０８－１０１：１１．０１	 ２１８．５�
３５ シゲルシュセキ 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 西橋 豊治 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４６ ―１：１１．１クビ １５５．１

１２ タムロプリンセス 牝３鹿 ５４ 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ４ 〃 ハナ ７．３�
４７ サイズミックレディ 牝３鹿 ５４ 小牧 太細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 ４７２ ―１：１１．４１	 １６．５�
２４ フィッシャーガール 牝３黒鹿５４ 和田 竜二�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４５８＋ ２１：１１．６１� １０５．２�
７１３ タニノトラストミー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 ４５０ ―１：１１．７� ８８．９�
５９ キンショーノドン 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志礒野日出夫氏 中村 均 新冠 坂元 芳春 ４８２＋ ５１：１１．９１ ４６０．６�
７１４ メイショウレイジョ 牝３栗 ５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４４０ ―１：１２．２２ ４９５．６�
３６ シャインストーン 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰石川 達絵氏 武田 博 新ひだか 三石川上牧場 ４５４＋１０１：１２．３	 ３９９．２�

（１７頭）
２３ ヤマカツダリア 牝３黒鹿５４ 赤木高太郎山田 和夫氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，９９３，７００円 複勝： ２５，５６３，２００円 枠連： １７，６２１，０００円

馬連： ４４，３１３，５００円 馬単： ３２，８２９，４００円 ワイド： ２０，８４０，４００円

３連複： ６１，９６６，９００円 ３連単： ９７，１４７，０００円 計： ３１９，２７５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（５－６） １，０００円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� １９０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 ��� ８，４３０円

票 数

単勝票数 計 １８９９３７ 的中 � ６１０６７（１番人気）
複勝票数 計 ２５５６３２ 的中 � ７０７４１（１番人気）� ２０５４５（５番人気）� ４５５８５（２番人気）
枠連票数 計 １７６２１０ 的中 （５－６） １３０１７（４番人気）
馬連票数 計 ４４３１３５ 的中 �� ２１０６６（６番人気）
馬単票数 計 ３２８２９４ 的中 �� ９６４７（８番人気）
ワイド票数 計 ２０８４０４ 的中 �� ９５２９（６番人気）�� ３５８７５（１番人気）�� ５２１４（９番人気）
３連複票数 計 ６１９６６９ 的中 ��� ２９６１９（３番人気）
３連単票数 計 ９７１４７０ 的中 ��� ８５０５（１７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．３―１１．４―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．０―４６．４―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３５．０
３ ・（１０，１１，１２）（２，４，１７）（１５，１８）（１，８）１６（５，９）－１３，６，１４－７ ４ ・（１０，１１，１２）（２，１７）（１，４，１５，１８）－（８，１６）５，９－１３，６，１４－７

勝馬の
紹 介

ネオザミスティック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Alzao デビュー ２０１０．１１．２０ 京都３着

２００８．１．２３生 牝３黒鹿 母 ルヴァーガール 母母 Girl of My Dreams ５戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時０５分に変更。
〔出走取消〕 ヤマカツダリア号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※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 クリノイメルダ号・チアフルアイズ号・バタースコッチ号・メイショウトモミ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２０４０ ５月１日 曇 稍重 （２３京都３）第４日 第４競走 ��２，０００�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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

２４ ヒラボクビクトリー 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ �平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４４２－１０２：０２．６ １７．１�
（豪）

７１５ マコトサンパギータ 牝３栗 ５４ 横山 典弘眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４４４＋ ６２：０２．９２ ２．０�
７１４ スマッシュスマイル 牡３栃栗５６ 岩田 康誠 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８６－ ２２：０３．０クビ ９．０�
８１７ イイデジャパン 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４７４＋ ２２：０３．１� ３．３�
６１１ リ コ ウ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 加用 正 浦河 栄進牧場 ４７４－ ２２：０３．２� ４１．２�
５１０ パープルテンリュ 牡３栗 ５６ 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 新ひだか 竹内 良一 ４７０＋ ８２：０３．４１� １４０．２	
１２ ラシアンウッズ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４６４－１０ 〃 ハナ １０．１

１１ マーティンジーン 牡３栗 ５６ 北村 宏司大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 佐藤 陽一 ４８０± ０ 〃 ハナ ８１．１�
８１６ ナリタムーンライト 牡３栗 ５６ 浜中 俊�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 ５２２－ ４ 〃 ハナ ６３．５�
８１８ アサクサジェット 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４６０＋ ４２：０３．５� ５３１．１
６１２ ヤマニンモンスター 牡３芦 ５６

５３ ▲国分 優作土井 薫氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４３０＋ ２２：０４．０３ １３．１�
７１３ ゴールデンコマンド 牡３青 ５６ 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４７０± ０２：０４．１� ９３．６�
３５ デルマハヌマーン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 ファニーヒルファーム ５０６＋ ２２：０４．３１� ３４４．６�
５９ フミノキララ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥谷 二氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４４６－ ４２：０４．８３ ２８９．４�
２３ テイエムタキシード 牡３青鹿５６ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 鎌田 正嗣 ４７４－ ４２：０６．３９ ４６８．９�
４７ シャイニーダンディ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４６４＋ ２２：０６．４� １８８．８�
４８ ティズサンデー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅吉田 和美氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２２：０６．５� １１９．０�
３６ エリモロッソ 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一山本三津子氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４７０＋ ２ （競走中止） ７４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，８００，８００円 複勝： ３８，７８６，９００円 枠連： １５，２７０，６００円

馬連： ４８，８１７，１００円 馬単： ３７，２０３，７００円 ワイド： ２３，５２５，４００円

３連複： ７０，３８１，２００円 ３連単： １２０，８９９，９００円 計： ３７３，６８５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７１０円 複 勝 � ４１０円 � １１０円 � ３３０円 枠 連（２－７） １，１９０円

馬 連 �� １，３２０円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ２，３６０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ５，０７０円 ３ 連 単 ��� ３７，７５０円

票 数

単勝票数 計 １８８００８ 的中 � ８７０３（６番人気）
複勝票数 計 ３８７８６９ 的中 � １４５８９（６番人気）� １８６５９６（１番人気）� １８７８３（５番人気）
枠連票数 計 １５２７０６ 的中 （２－７） ９５４９（５番人気）
馬連票数 計 ４８８１７１ 的中 �� ２７４９５（５番人気）
馬単票数 計 ３７２０３７ 的中 �� ７８１３（９番人気）
ワイド票数 計 ２３５２５４ 的中 �� ８９６９（６番人気）�� ２３０６（２４番人気）�� ９７３８（５番人気）
３連複票数 計 ７０３８１２ 的中 ��� １０２５９（１５番人気）
３連単票数 計１２０８９９９ 的中 ��� ２３６４（９４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．４―１３．１―１３．０―１２．７―１１．７―１１．７―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３６．２―４９．３―１：０２．３―１：１５．０―１：２６．７―１：３８．４―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．９
１
３

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

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

ヒラボクビクトリー �
�
父 アルカセット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．２１ 京都８着

２００８．２．１５生 牡３鹿 母 キャトルセゾン 母母 エミネントガール ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔競走中止〕 エリモロッソ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１２０４１ ５月１日 小雨 稍重 （２３京都３）第４日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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
１：２１．８

重

稍重

７１１ カラフルデイズ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３４＋ ６１：２３．７ １．８�

４６ プントバンコ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４４０－ ２１：２４．４４ １４．１�
３３ ユウキマリアッチ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９０－ ４１：２４．６１� ４４．３�
３４ ライヴドリームス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司下河邉行信氏 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６－ ２１：２５．０２� １２０．０�
５８ ヤマニンラレーヌ 牝３鹿 ５４ 幸 英明土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４３６± ０１：２５．１クビ ３１．５�
８１３ オーラレガーレ 牝３青鹿５４ C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４７２＋２６ 〃 クビ ４．８�

（豪）

２２ ド ナ リ サ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４６６＋ ４１：２５．４２ ５３．６	
７１２ エーシンジェネシス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅
栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４８６＋ ４１：２５．６１� ２４．９�
５７ レディオブパーシャ 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５２－ ４１：２６．０２� ５．６�

６１０ ロトドレッサー 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 古本 正則 ４４６＋ ６１：２６．１� ３０．７
８１４ カノヤキャプテン 牝３鹿 ５４ 浜中 俊神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４５６＋ ２１：２６．８４ １８５．１�
６９ ペプチドサファイア 牝３黒鹿５４ 武 豊沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４７２＋ ８１：２６．９� ３６．５�
１１ レッドマーベル 牝３鹿 ５４ 小牧 太 
東京ホースレーシング 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B４８４－ ２ 〃 クビ ３３．５�
４５ ブルーミングメイン 牝３栗 ５４ 丸山 元気内田 滋三氏 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４５０＋ ２１：２７．６４ ７３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，６９４，９００円 複勝： ８７，７７９，６００円 枠連： １７，２２９，５００円

馬連： ５９，２８０，６００円 馬単： ４５，４９９，４００円 ワイド： ２９，３１３，１００円

３連複： ８７，２８９，４００円 ３連単： １５０，９７０，７００円 計： ５０３，０５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � ５８０円 枠 連（４－７） ７８０円

馬 連 �� ９４０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ９５０円 �� ３，５２０円

３ 連 複 ��� ９，２９０円 ３ 連 単 ��� ２５，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２５６９４９ 的中 � １１６５０４（１番人気）
複勝票数 計 ８７７７９６ 的中 � ６０９１３５（１番人気）� ３６６６９（４番人気）� １３５６９（７番人気）
枠連票数 計 １７２２９５ 的中 （４－７） １６４０９（３番人気）
馬連票数 計 ５９２８０６ 的中 �� ４６８３４（３番人気）
馬単票数 計 ４５４９９４ 的中 �� ２５４３６（５番人気）
ワイド票数 計 ２９３１３１ 的中 �� ２１２４１（３番人気）�� ７４２９（９番人気）�� １８７６（３２番人気）
３連複票数 計 ８７２８９４ 的中 ��� ６９３６（２８番人気）
３連単票数 計１５０９７０７ 的中 ��� ４３２４（７２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．３―１２．２―１２．３―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．７―３４．０―４６．２―５８．５―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カラフルデイズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー ２０１０．８．２１ 小倉２着

２００８．４．１０生 牝３栗 母 アイヴォリーカラー 母母 アピーリングストーリー ８戦２勝 賞金 ２３，５００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２０４２ ５月１日 曇 稍重 （２３京都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）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１２ コ ロ カ ム イ �３栗 ５６ 小林 徹弥蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育
成牧場 ４５４＋ ２１：１２．３ ３．４�

８１６� バージニアキャット 牝３栗 ５４ 横山 典弘�須野牧場 加用 正 米 Ironwater Farms
Joint Venture ４７４± ０ 〃 クビ ２１．２�

６１２ マ ル コ フ ジ 牡３栗 ５６ 柴原 央明岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 ４５６－ ２１：１２．４� ２７．７�
７１４ ナイトフライト 牝３栗 ５４ 浜中 俊橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 新冠 パカパカ

ファーム ４７８＋ ２１：１２．５	 ３９．５�
２３ カネトシファイター 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４６６＋ ４１：１２．８１� １２．９�
８１５ ジャマイカジョー 牡３黒鹿５６ 石橋 守薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４３６＋ ４１：１２．９� ５．３�
３５ トーホウペッグ 牝３芦 ５４

５１ ▲花田 大昂東豊物産	 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６６＋ ２１：１３．０クビ ２０．１

７１３ バ ラ イ ロ ー 牝３芦 ５４ 丸山 元気吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３６＋ ４ 〃 アタマ ６５．２�
４７ シゲルカンサヤク 牡３栗 ５６ 赤木高太郎森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 飯岡牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ ５６．１�
４８ アスカノバッハ �３黒鹿５６ 田中 健豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６０＋ ２１：１３．１	 ２２０．６
２４ ラディアーレ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６０＋ ６１：１３．２クビ ４．１�
６１１ サンレイワイルド 牡３黒鹿５６ 江田 照男永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 ４８４± ０１：１３．３	 １２６．２�
３６ トウケイカガヤキ 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 えりも エクセルマネジメント ４４０＋ ２１：１３．４	 ７２．３�
５１０ ショウナンタスク 牡３芦 ５６ 川田 将雅国本 哲秀氏 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ２１：１３．６１	 １５．８�
１１ ナガラダンディ 牡３栗 ５６ 内田 博幸長良レーシングクラブ 小原伊佐美 浦河トラストスリーファーム ４９２± ０１：１４．０２	 ７．０�
５９ キングファルコン 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５１０± ０１：１４．８５ ３６．０�

（豪）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２５４，３００円 複勝： ３６，６３４，８００円 枠連： ２０，７６３，４００円

馬連： ６１，５３４，９００円 馬単： ３８，６５５，５００円 ワイド： ２６，７７０，８００円

３連複： ８４，６３７，５００円 ３連単： １１９，４１８，９００円 計： ４１０，６７０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １８０円 � ５５０円 � ５００円 枠 連（１－８） ４８０円

馬 連 �� ４，６２０円 馬 単 �� ７，１７０円

ワ イ ド �� １，８５０円 �� １，５５０円 �� ７，３７０円

３ 連 複 ��� ４３，５９０円 ３ 連 単 ��� １８６，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２２２５４３ 的中 � ５２５２７（１番人気）
複勝票数 計 ３６６３４８ 的中 � ６９２２４（１番人気）� １５０２２（９番人気）� １６９３３（７番人気）
枠連票数 計 ２０７６３４ 的中 （１－８） ３２２５５（２番人気）
馬連票数 計 ６１５３４９ 的中 �� ９８３１（１７番人気）
馬単票数 計 ３８６５５５ 的中 �� ３９８１（２６番人気）
ワイド票数 計 ２６７７０８ 的中 �� ３５９９（２２番人気）�� ４３１７（１７番人気）�� ８７４（６２番人気）
３連複票数 計 ８４６３７５ 的中 ��� １４３３（１２３番人気）
３連単票数 計１１９４１８９ 的中 ��� ４７３（５２６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．４―１２．１―１２．３―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．１―４６．２―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３８．２
３ ２，１４，４，１３（７，１６）（６，３，９，１５）（１，１０）（８，１１）１２，５ ４ ２，１４－（４，１３）（７，１６）（６，１５）３，１（８，９）（１０，１１）１２，５

勝馬の
紹 介

コ ロ カ ム イ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 プルラリズム デビュー ２０１０．１２．１９ 阪神５着

２００８．３．１４生 �３栗 母 メルヘンローズ 母母 オオシマスズラン ６戦２勝 賞金 １６，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 ウエストハーバー号・オウケンウッド号・クイックスター号・サザンブレイズ号・サルココッカ号・

シゲルカイチョウ号・タイセイマグナム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１２０４３ ５月１日 曇 稍重 （２３京都３）第４日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

７１５ ルナフライト 牝５黒鹿５５ 浜中 俊小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４８４－１０１：２２．６ ９４．１�

５９ ヤマカツハクリュウ 牡４芦 ５７ 小林 徹弥山田 博康氏 小島 貞博 浦河 鮫川 啓一 ４８０－ ８ 〃 クビ ４４．３�
４８ ビ ス カ ヤ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲国分 優作山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 ４２８＋１２１：２２．７クビ ５５．７�
６１２ プ リ ム ー ル 牝４黒鹿５５ C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４６２＋１４ 〃 クビ ５．３�

（豪）

４７ パ ス ピ エ 牝５栗 ５５
５２ ▲藤懸 貴志吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ４１：２２．８クビ １６．９�

６１１ ルアーズストリート 牝４鹿 ５５ 内田 博幸下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４４６＋ ２１：２３．０１� １２．８�
８１６ テ キ ー ラ 牡６鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ４．３	

２４ マリエンベルク 牡６栗 ５７ 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４９８－ ６ 〃 ハナ ２０．７


７１３ インプレッシヴデイ 牡４芦 ５７ 川田 将雅藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５０８± ０ 〃 アタマ ７．７�
３５ スプリングアウェク 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠ポリッシュホースメイト和田 正道 三石 タツヤファーム ４６２－ ４１：２３．２１� ７．９�
１１ � トップスマイル 牝４栗 ５５ 丸山 元気池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ３８６＋ ４ 〃 ハナ １５６．１
７１４ カスクドール 牝４鹿 ５５ 武 豊前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４± ０ 〃 クビ ４．８�
３６ アースツリー 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６ 〃 ハナ ３８．７�
５１０ ヒダカタイザン 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史藤井 謙氏 飯田 明弘 浦河 日東牧場 ４１８－ ６１：２３．３	 ２４．９�
８１７ タフネスデジタル 牝５鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介
嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか サンコウ牧場 ４５０＋ ６１：２３．４クビ ２４．８�
８１８ トーコーブロンコ 牡４青鹿５７ 幸 英明森田 藤治氏 湯窪 幸雄 むかわ 市川牧場 B４６６－１４１：２３．６１� ２６２．６�
２３ テイエムハエゲナ 牡４鹿 ５７ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６０± ０１：２３．８１� ２０１．８�
１２ ピーチブローフィズ 牝４黒鹿５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：２４．０１	 ５６．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，４６０，７００円 複勝： ３２，８８１，１００円 枠連： ２３，６１４，０００円

馬連： ６６，７９２，１００円 馬単： ３８，８９０，０００円 ワイド： ２８，１９１，２００円

３連複： ９０，７２４，９００円 ３連単： １２６，２８９，５００円 計： ４２７，８４３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，４１０円 複 勝 � １，７００円 � １，０５０円 � １，３００円 枠 連（５－７） ２，３４０円

馬 連 �� ８２，５７０円 馬 単 �� ２４１，１９０円

ワ イ ド �� １７，１４０円 �� ２５，０３０円 �� ２５，５８０円

３ 連 複 ��� １，５５７，１００円 ３ 連 単 ��� ４，９０５，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２０４６０７ 的中 � １７１４（１５番人気）
複勝票数 計 ３２８８１１ 的中 � ５０３３（１４番人気）� ８３８２（１１番人気）� ６６６７（１３番人気）
枠連票数 計 ２３６１４０ 的中 （５－７） ７４６９（１０番人気）
馬連票数 計 ６６７９２１ 的中 �� ５９７（１１２番人気）
馬単票数 計 ３８８９００ 的中 �� １１９（２４３番人気）
ワイド票数 計 ２８１９１２ 的中 �� ４０５（１０６番人気）�� ２７７（１２３番人気）�� ２７１（１２４番人気）
３連複票数 計 ９０７２４９ 的中 ��� ４３（７２７番人気）
３連単票数 計１２６２８９５ 的中 ��� １９（３６１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．４―４７．２―５９．０―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルナフライト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．６．２８ 阪神１０着

２００６．３．１２生 牝５黒鹿 母 ペレブラッサム 母母 サークルシヨウワ １１戦２勝 賞金 １３，６５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２０４４ ５月１日 曇 稍重 （２３京都３）第４日 第８競走 ��
��１，２００�

た か が み ね

鷹 ケ 峰 特 別
発走１３時５０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 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

８１８ ヒカルジョディー 牡５栗 ５７ 和田 竜二�橋 京子氏 中尾 秀正 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２＋ ２１：０９．１ ９．０�

４７ アルーリングムーン 牡５鹿 ５７ 丸山 元気 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６－ ２１：０９．３１� １７．４�

２３ ショウナンカッサイ 牝５鹿 ５５ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４５６＋ ８ 〃 クビ ５５．０�
４８ � サトノロック 牡４鹿 ５７ 松岡 正海里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart

Trading Ltd ４７０＋ ４１：０９．４クビ ４３．５�
２４ ブラーニーストーン 牡４芦 ５７ C．ウィリアムズ 吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４５６－ ２１：０９．５	 ３．３�

（豪）

３５ 
 タガノシビル 牝４栗 ５５ 川田 将雅八木 良司氏 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８＋ ８ 〃 クビ １９．６�

５１０ シンコープリンス 牡４青鹿５７ 国分 恭介豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４５６＋ ４１：０９．６クビ ３１．３	
５９ � エイシンダヴィンチ 牡５青鹿５７ 浜中 俊平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty ４７０± ０ 〃 アタマ ４０．６

６１１ メイショウサバト 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎松本 好�氏 小島 貞博 浦河 浦河日成牧場 ４７０＋ ４ 〃 アタマ ９．４�
８１７ メイショウバレーヌ 牝７栗 ５５ 藤岡 佑介松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６８＋ ６ 〃 クビ ５７．５
３６ ブルーホリゾン 牡７鹿 ５７ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：０９．７� １９４．６�
８１６ ノースリヴァー 牝７黒鹿５５ 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ １０８．７�
７１４ クレムリンシチー 牡４栗 ５７ 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５０４＋ ２１：０９．８	 ４３．４�
７１３ セルリアンレッド 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ １００．４�
６１２ リキサンシンオー �５栗 ５７ 柴原 央明 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４９６＋１０１：１０．０１� ６．１�
１２ タ バ ル ナ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８＋ ２１：１０．１� ５．９�
７１５ エナジーハート 牝４鹿 ５５ 小牧 太�グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４４０＋ ２１：１０．２� １０２．３�
１１ ホットチリペッパー 牡４芦 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２１：１０．５１	 ８．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，７８５，６００円 複勝： ４６，６２９，３００円 枠連： ２８，３８６，８００円

馬連： １０２，６００，９００円 馬単： ５０，１３１，５００円 ワイド： ３６，３５４，１００円

３連複： １２６，３７６，６００円 ３連単： １９８，１９８，５００円 計： ６１７，４６３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３１０円 � ５１０円 � １，２８０円 枠 連（４－８） ３，７２０円

馬 連 �� ６，５９０円 馬 単 �� １１，６１０円

ワ イ ド �� ２，１９０円 �� ６，６００円 �� ６，３８０円

３ 連 複 ��� ９６，４５０円 ３ 連 単 ��� ４５４，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２８７８５６ 的中 � ２５３７５（５番人気）
複勝票数 計 ４６６２９３ 的中 � ４４６０２（５番人気）� ２３９９５（７番人気）� ８６４７（１４番人気）
枠連票数 計 ２８３８６８ 的中 （４－８） ５６３９（１６番人気）
馬連票数 計１０２６００９ 的中 �� １１５０６（２３番人気）
馬単票数 計 ５０１３１５ 的中 �� ３１８７（４２番人気）
ワイド票数 計 ３６３５４１ 的中 �� ４１４９（２２番人気）�� １３４６（６７番人気）�� １３９２（６６番人気）
３連複票数 計１２６３７６６ 的中 ��� ９６７（２３９番人気）
３連単票数 計１９８１９８５ 的中 ��� ３２２（１１６６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．１―１１．５―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．９―４５．４―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルジョディー �
�
父 トワイニング �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．８．３０ 札幌６着

２００６．４．２０生 牡５栗 母 プリティジョディー 母母 ジョディーディア ２２戦４勝 賞金 ７３，１８２，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１２０４５ ５月１日 曇 稍重 （２３京都３）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

ま い づ る

舞 鶴 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．５．１以降２３．４．２４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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１２ トウショウフリーク 牡４鹿 ５７ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７４± ０１：５１．０ １．５�

６１１ ロ ン グ ロ ウ 牡４芦 ５５ 川田 将雅吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５３６＋ ８１：５１．４２� ８．８�
７１３� エーシンマダムジー 牝５栗 ５４ C．ウィリアムズ �栄進堂 松元 茂樹 米 Winches-

ter Farm ４７６＋ ６ 〃 クビ ９．５�
（豪）

６１２ ドリームアライブ �５黒鹿５５ 丸山 元気前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２０＋１０１：５１．７２ ２７．４�
３６ トップコマチ 牝６鹿 ５２ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５８＋１０１：５１．８クビ ９２．４�
４８ メガロスバンダム 牡６鹿 ５７ 内田 博幸山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ４９６－２４１：５１．９� ３２．３	
４７ コウユーヒーロー 牡４青 ５６ 国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５０４－ ２ 〃 ハナ １３．１

３５ オースミカイエン 牡４黒鹿５４ 江田 照男�オースミ 山内 研二 日高 天羽牧場 ５１２＋ ２１：５２．５３� ２１０．９�
８１５ ナムラブレット 牡５鹿 ５６ 国分 優作奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４５８＋１０１：５２．６クビ ５４．９�
２４ ローンウルフ 牡６栗 ５５ 岩田 康誠鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４８０± ０ 〃 クビ １１．１
５１０ マーブルデイビー 牡５栗 ５３ 北村 宏司下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４７８＋ ４１：５２．７クビ １２７．０�
１１ セトノメジャー 牡４鹿 ５４ 幸 英明難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４９２＋ ２１：５２．９１� １５１．７�
２３ クラヴィコード 牝４栗 ５２ 横山 典弘広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 ４５０－ ６１：５３．０� ３２．５�
５９ ファイナルパンチ 牡６鹿 ５３ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 ４８８＋１２１：５３．３２ １４６．３�
７１４ ラムタムタガー 牡５黒鹿５３ 浜中 俊 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム ５０６＋１０１：５３．７２� ６８．２�
８１６ ポートスピード 牡６栗 ５４ 柴原 央明水戸眞知子氏 田中 章博 三石 前川 清彦 ５１４＋１６１：５８．６大差 ４２４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，４９２，２００円 複勝： ７４，９６７，９００円 枠連： ２９，５３３，２００円

馬連： １１８，３５５，８００円 馬単： ７８，９７８，２００円 ワイド： ４２，６４４，５００円

３連複： １３９，６７２，６００円 ３連単： ２７５，１００，５００円 計： ７９８，７４４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １９０円 枠 連（１－６） ５００円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ３１０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １，６６０円 ３ 連 単 ��� ４，１７０円

票 数

単勝票数 計 ３９４９２２ 的中 � ２２１２１２（１番人気）
複勝票数 計 ７４９６７９ 的中 � ３７９８４０（１番人気）� ６４２１８（４番人気）� ６５６０９（３番人気）
枠連票数 計 ２９５３３２ 的中 （１－６） ４４１８０（１番人気）
馬連票数 計１１８３５５８ 的中 �� １３８６３８（２番人気）
馬単票数 計 ７８９７８２ 的中 �� ６４８７１（３番人気）
ワイド票数 計 ４２６４４５ 的中 �� ３１３６９（４番人気）�� ３７４８５（２番人気）�� １１４６５（９番人気）
３連複票数 計１３９６７２６ 的中 ��� ６２１５９（２番人気）
３連単票数 計２７５１００５ 的中 ��� ４８７２１（３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．８―１２．３―１２．８―１２．９―１２．３―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３６．３―４８．６―１：０１．４―１：１４．３―１：２６．６―１：３８．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウフリーク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．１１．２２ 京都３着

２００７．５．２１生 牡４鹿 母 タバサトウショウ 母母 サマンサトウショウ ６戦３勝 賞金 ３０，６２７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポートスピード号は，平成２３年６月１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 エイシンダッシュ号
（非抽選馬） ２頭 クリストフォルス号・タガノショータイム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２０４６ ５月１日 曇 稍重 （２３京都３）第４日 第１０競走 ��
��１，６００�

にしき

錦 ス テ ー ク ス
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．５．１以降２３．４．２４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

４７ ガ ン ダ ー ラ 牡５栗 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６４－ ６１：３４．２ ４．７�

８１４ ブレイブファイト 牡６鹿 ５７．５ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５２０－ ２ 〃 アタマ ２．７�
６１０ ベストクルーズ 牝４芦 ５４ 内田 博幸飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３２－ ４ 〃 クビ １０．７�
２２ ドリームゼロワン 牡６栗 ５４ C．ウィリアムズ セゾンレースホース� 加用 正 静内 サンコウ牧場 ５１８± ０１：３４．３クビ １１．９�

（豪）

４６ マルカベスト 牡６栗 ５６ 池添 謙一河長産業� 鶴留 明雄 様似 猿倉牧場 ４６８－ ４１：３４．４� １１．６�
１１ � サクラネクスト 牡７栗 ５４ 小牧 太�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４７２＋ ２１：３４．６１� ２３．８�
８１５ バブルウイズアラン 牡７鹿 ５６ 幸 英明小林 一成氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４９０－ ２ 〃 ハナ １８．９	
３５ ケンブリッジエル 牡５黒鹿５７ 江田 照男中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５１４－ ２１：３４．７クビ ６６．１

７１２ アグネスヨジゲン 牡８鹿 ５４ 丸山 元気渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４９８－ ６１：３４．８	 ２２．０�
３４ トゥリオンファーレ 牡５黒鹿５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２８＋ ８１：３５．０１� １４．１
５９ オリオンザドンペリ 牡７栗 ５２ 国分 優作平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ５１．３�
５８ イセノスバル 牡５青 ５６ 小林 徹弥大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２４＋ ２１：３５．２１� ６６．６�
７１３ ミステリアスバイオ 牝６栗 ５１ 国分 恭介バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４８４± ０１：３５．８３� １１９．７�
２３ ホーカーハリケーン 牝５青鹿５４ 柴田 善臣 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４９０－ ６ 〃 ハナ ７．０�
６１１ ワキノパワー 
７鹿 ５０ 藤懸 貴志脇山 良之氏 坪 憲章 門別 下河辺牧場 ４４２＋ ２１：３６．５４ ２８７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，２４１，１００円 複勝： ５８，９０８，５００円 枠連： ３６，５９７，８００円

馬連： １４７，８１２，４００円 馬単： ８３，７９４，３００円 ワイド： ４９，４５６，５００円

３連複： １８２，０１０，４００円 ３連単： ３１６，９７６，７００円 計： ９１３，７９７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（４－８） ４００円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １，１１０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，３３０円 ３ 連 単 ��� １４，８２０円

票 数

単勝票数 計 ３８２４１１ 的中 � ６４４４３（２番人気）
複勝票数 計 ５８９０８５ 的中 � ９５６３５（２番人気）� １５７３１７（１番人気）� ４６３０５（４番人気）
枠連票数 計 ３６５９７８ 的中 （４－８） ６７９１７（１番人気）
馬連票数 計１４７８１２４ 的中 �� １７８５７４（１番人気）
馬単票数 計 ８３７９４３ 的中 �� ４５８５６（２番人気）
ワイド票数 計 ４９４５６５ 的中 �� ５３７９６（１番人気）�� ９７８２（１５番人気）�� １９１３１（４番人気）
３連複票数 計１８２０１０４ 的中 ��� ４０３５２（７番人気）
３連単票数 計３１６９７６７ 的中 ��� １５７９２（２６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．７―１２．１―１１．９―１１．６―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．０―３４．７―４６．８―５８．７―１：１０．３―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ダ ー ラ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００９．４．２６ 京都９着

２００６．４．２４生 牡５栗 母 グランドグリーン 母母 メタモルフォース ２３戦５勝 賞金 ８０，４１６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 ガンダーラ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
〔その他〕 ガンダーラ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



１２０４７ ５月１日 曇 稍重 （２３京都３）第４日 第１１競走 ��
��３，２００�第１４３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 ３，８６４，０００円 １，１０４，０００円 ５５２，０００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

１２ ヒルノダムール 牡４鹿 ５８ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４７４± ０３：２０．６ １６．９�

７１５ エイシンフラッシュ 牡４黒鹿５８ 内田 博幸平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９０－ ２３：２０．７� ７．１�
２３ ナムラクレセント 牡６鹿 ５８ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５０２＋ ２３：２０．９１� １１．３�
４７ � マカニビスティー 牡４青鹿５８ 小牧 太備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 B４７６－ ２３：２１．１１	 ２３４．３�
７１４ トウカイトリック 牡９鹿 ５８ 川田 将雅内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５４＋ ２ 〃 クビ ２５３．３�
４８ マイネルキッツ 牡８栗 ５８ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４９８－ ８３：２１．２クビ １３．８�
１１ ビートブラック 牡４青 ５８ 岩田 康誠前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８－ ２３：２１．３
 ２０．８	
３６ ペ ル ー サ 牡４栗 ５８ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４３：２１．５１ ８．０

３５ � ジェントゥー �７鹿 ５８ D．ブフ S．トリピエール・モン

ダンサン氏 A．リヨン 仏 M.Jean－Cl
aude Seroul ４６４ ３：２１．８１
 １８．８�

（Gentoo（FR）） （仏） （仏）

８１６ オウケンブルースリ 牡６栗 ５８ 浜中 俊福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２３：２１．９� ７７．２�
２４ ローズキングダム 牡４黒鹿５８ 武 豊 サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６４－ ６３：２２．０
 ４．２�
５１０ トーセンクラウン 牡７鹿 ５８ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４６８－ ４３：２２．２１� １４５．１�
５９ トゥザグローリー 牡４鹿 ５８ 四位 洋文 キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２４－ ４３：２２．３
 ３．１�
６１２ コスモヘレノス 牡４鹿 ５８ 中谷 雄太 ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５１２－ ４ 〃 アタマ ８８．４�
７１３ ジ ャ ミ ー ル 牡５鹿 ５８ C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４５８－ ２３：２２．６１
 ４４．４�

（豪）

８１７ フォゲッタブル 牡５黒鹿５８ 丸山 元気金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８２± ０３：２３．２３� １００．８�

６１１ ゲシュタルト 牡４鹿 ５８ 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ５０６＋ ２３：２３．４１	 １３８．０�
８１８ コスモメドウ 牡４鹿 ５８ 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 畠山 重則 愛 Abergwaun

Farms ４７０＋ ６ （競走中止） ３２．６�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ５６５，６７５，８００円 複勝： ６６９，１６９，２００円 枠連： ６７６，４８４，０００円 馬連： ２，８５８，５０４，９００円 馬単： １，４２９，４７１，９００円

ワイド： ７２９，７２２，７００円 ３連複： ３，５９０，５５２，１００円 ３連単： ７，２３０，２６３，５００円 ５重勝： ９３５，０５８，９００円 計： １８，６８４，９０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ５５０円 � ３００円 � ４５０円 枠 連（１－７） ２，９７０円

馬 連 �� ６，８１０円 馬 単 �� １５，５９０円

ワ イ ド �� ２，２８０円 �� ２，５６０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ２５，５３０円 ３ 連 単 ��� １８９，８４０円

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

キャリーオーバー なし����� ２，１８３，７８０円

票 数

単勝票数 計５６５６７５８ 的中 � ２６４３６９（７番人気）
複勝票数 計６６９１６９２ 的中 � ３０４２４７（７番人気）� ６４９１０７（３番人気）� ３８７３４９（６番人気）
枠連票数 計６７６４８４０ 的中 （１－７） １６８５１３（１３番人気）
馬連票数 計２８５８５０４９ 的中 �� ３０９９６５（２６番人気）
馬単票数 計１４２９４７１９ 的中 �� ６７７０４（５４番人気）
ワイド票数 計７２９７２２７ 的中 �� ７８５０３（２９番人気）�� ６９８２６（３０番人気）�� １１４００８（１７番人気）
３連複票数 計３５９０５５２１ 的中 ��� １０３８００（８３番人気）
３連単票数 計７２３０２６３５ 的中 ��� ２８１０８（５１８番人気）
５重勝票数 計９３５０５８９ 的中 ����� ３１６

ハロンタイム １３．２―１１．７―１２．９―１３．０―１３．４―１２．５―１２．９―１２．６―１３．９―１２．６―１２．０―１２．２―１１．７―１１．４―１２．１―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�
１３．２―２４．９―３７．８―５０．８―１：０４．２―１：１６．７―１：２９．６―１：４２．２―１：５６．１―２：０８．７―２：２０．７―２：３２．９

２，６００� ２，８００� ３，０００�
―２：４４．６―２：５６．０―３：０８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→
」 上り４F４７．７―３F３６．０
１
�

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

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

勝馬の
紹 介

ヒルノダムール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００９．１１．１４ 東京２着

２００７．５．２０生 牡４鹿 母 シェアエレガンス 母母 メアリーリノア １４戦４勝 賞金 ３５５，３６３，０００円
〔競走中止〕 コスモメドウ号は，競走中に疾病〔両前繋靭帯断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 イコピコ号・カネトシパサージュ号・ホワイトピルグリム号・モンテクリスエス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１２０４８ ５月１日 曇 稍重 （２３京都３）第４日 第１２競走
被災地支援競走

��
��１，８００�い ぶ き 賞

発走１６時２５分 （ダート・右）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，４００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １８，０００，０００円 ７，２００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，８００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１６ グレープブランデー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B５１４－１０１：５１．７ ２．５�

６１２ ボ レ ア ス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６４－ ８ 〃 クビ ７．６�

２４ シルクシュナイダー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２－ ４１：５１．９１ ８．１�

１１ コルポディヴェント 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１０＋１０ 〃 クビ ８．１�

４７ � サウンドボルケーノ 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ 増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa
Partners ５１４± ０ 〃 ハナ １７．２�

（豪）

５９ � シゲルソウサイ 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-
vestments ４９６－ ４ 〃 ハナ １６．４	

３５ � カフェヒミコ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi
Yoshizawa ４９２＋ ４１：５２．１１� １０．８


３６ ゴールデンアタック 牡３栗 ５６ 和田 竜二�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４６８＋ ２ 〃 ハナ ４７．７�
５１０ デスペラード 牡３鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４７２＋１０１：５２．７３	 ３７．９�
７１３ スマートリブレ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ５００＋ ４１：５２．８
 ２６５．２
８１５� カネマサコンコルド 牡３黒鹿５７ 岩田 康誠前田 政雄氏 庄野 靖志 日高 小屋畑 和久 ４７８－ ５ 〃 ハナ ８２．３�
４８ ジ ャ ン ナ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８＋ ２１：５３．０１	 １２０．４�
６１１ トウショウクラウン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９４＋ ４１：５３．６３	 １０４．６�
１２ スマートルシファー 牡３黒鹿５６ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ５００－ ６１：５３．８１� ５．７�
７１４ ミヤジメーテル 牝３黒鹿５４ 池添 謙一曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 笹島 政信 ４５８－ ２１：５４．５４ ２９２．１�
２３ ナムラダイキチ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 ５０４＋ ４１：５４．６クビ ８１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９９，４６３，６００円 複勝： １３６，２８８，０００円 枠連： ７２，９０２，１００円

馬連： ２９３，８４０，９００円 馬単： １６２，５７７，８００円 ワイド： １０６，５９１，４００円

３連複： ３５０，２１７，１００円 ３連単： ６５５，０１６，２００円 計： １，８７６，８９７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ２３０円 枠 連（６－８） ８００円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ３７０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 ��� ６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ９９４６３６ 的中 � ３１４７５５（１番人気）
複勝票数 計１３６２８８０ 的中 � ３４８２６３（１番人気）� １５７６３１（３番人気）� １３３５８４（４番人気）
枠連票数 計 ７２９０２１ 的中 （６－８） ６７４３６（２番人気）
馬連票数 計２９３８４０９ 的中 �� ２５３９６９（２番人気）
馬単票数 計１６２５７７８ 的中 �� ８１７３９（２番人気）
ワイド票数 計１０６５９１４ 的中 �� ７０６７１（３番人気）�� ７６０１７（２番人気）�� ３１３３７（９番人気）
３連複票数 計３５０２１７１ 的中 ��� １２８１７３（３番人気）
３連単票数 計６５５０１６２ 的中 ��� ６９６４８（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３６．５―４９．１―１：０１．９―１：１４．７―１：２７．１―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．０
１
３

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

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

グレープブランデー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２０１０．９．２６ 阪神２着

２００８．４．１１生 牡３黒鹿 母 ワインアンドローズ 母母 ランフォアロージス ６戦３勝 賞金 ４４，９１１，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（２３京都３）第４日 ５月１日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １９５頭 本 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

４５４，１５０，０００円
３９，３９０，０００円
７，７６０，０００円
４２，９４０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６９，４５０，５００円
５，７３６，０００円
１，９３０，５００円

勝馬投票券売得金
９１１，３９２，９００円
１，２６５，７６１，４００円
９６３，３３５，１００円
３，８８６，１４５，０００円
２，０６８，３８３，３００円
１，１３０，７９０，７００円
４，９００，０４１，２００円
９，４９２，００４，２００円
９３５，０５８，９００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
５ 重 勝
計 ２５，５５２，９１２，７００円

総入場人員 ６６，７１４名 （有料入場人員 ６３，６９１名）


