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13037 4月28日 晴 良 （25京都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

11 タンティヴィー 牡3栗 56 秋山真一郎�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 野村 正 494＋ 61：13．1 21．5�
713 キンシジェネラル 牡3鹿 56 武 豊若草クラブ 浅見 秀一 安平 追分ファーム 518 ―1：13．52� 7．2�
611 ゴッドドリーム 牡3栗 56 幸 英明井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 494± 01：13．71� 1．5�
48 レガリアシチー 牡3鹿 56 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 宮本 博 日高 下河辺牧場 486＋ 61：14．02 22．5�
36 サカジロリュウオー 牡3栗 56 国分 恭介ロイヤルパーク 西橋 豊治 日高 庫宝牧場 476＋ 61：14．32 9．5	
816 メイショウフウタ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 462＋141：14．51� 151．2

35 シゲルタテザ 牡3栗 56 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 沖田 繁 486± 01：15．13� 25．9�
47 ニシオキボオト 牡3鹿 56 佐久間寛志西尾 午郎氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 466＋ 61：15．2� 70．1�
612 スマートウインザー 牡3栗 56 C．デムーロ 大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 岡田スタツド 498＋14 〃 アタマ 18．5

（伊）

59 シゲルリョウケンザ 牡3青鹿56 川島 信二森中 蕃氏 谷 潔 日高 千葉飯田牧場 476＋ 61：15．3クビ 213．9�
510 タイセイブロンド 牝3栗 54 北村 友一田中 成奉氏 羽月 友彦 新ひだか 畠山牧場 456－ 41：15．4� 180．3�
24 ランドマーキュリー 牡3栗 56 高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 504＋ 21：15．71� 65．0�
12 ヴェールフォンセ 牝3鹿 54 藤田 伸二吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 390＋ 21：15．8� 445．7�
815 アマクサハエンカゼ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 浦河 永田 克之 470± 01：15．9クビ 695．3�
23 アグネスエリイ 牝3鹿 54 川田 将雅渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 486－ 6 〃 クビ 12．4�
714 ビナクイーン 牝3黒鹿54 岩田 康誠井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 山勝牧場 B442－ 21：17．6大差 37．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，263，900円 複勝： 82，608，800円 枠連： 13，510，300円
馬連： 50，688，400円 馬単： 38，348，800円 ワイド： 28，091，500円
3連複： 68，059，900円 3連単： 118，808，100円 計： 424，379，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 380円 � 240円 � 110円 枠 連（1－7） 6，680円

馬 連 �� 9，180円 馬 単 �� 24，740円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 390円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 59，530円

票 数

単勝票数 計 242639 的中 � 8929（6番人気）
複勝票数 計 826088 的中 � 19795（6番人気）� 37577（4番人気）� 581839（1番人気）
枠連票数 計 135103 的中 （1－7） 1493（18番人気）
馬連票数 計 506884 的中 �� 4075（24番人気）
馬単票数 計 383488 的中 �� 1144（54番人気）
ワイド票数 計 280915 的中 �� 2460（25番人気）�� 18394（4番人気）�� 25618（2番人気）
3連複票数 計 680599 的中 ��� 15724（12番人気）
3連単票数 計1188081 的中 ��� 1473（161番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．1―12．6―12．2―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タンティヴィー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．3．30 阪神8着

2010．5．31生 牡3栗 母 シーグレイス 母母 シーデージー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 アグネスエリイ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビナクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オリエンタルエッグ号・カネトシエフォート号・ショウナンハヤテ号・パープルアイズ号
（非抽選馬） 1頭 デルマアマノジャク号
※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。

13038 4月28日 晴 良 （25京都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

12 ファーザモア 牡3栗 56 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B532－ 61：54．0 1．4�

815 ステージジャンプ 牡3鹿 56 福永 祐一小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：54．1� 6．7�
713 ワイルドアンセム 牡3鹿 56 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 B484± 01：54．63 10．9�
611 メイショウジロキチ 牡3芦 56 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 吉田 又治 478＋ 61：55．13 16．5�
59 シャガールバローズ �3栗 56 川田 将雅猪熊 広次氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 440－ 81：55．95 12．8�
612 アドマイヤイナズマ 牡3青鹿56 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 506 ―1：56．32	 24．4	
36 スリーエスペラント 牡3栗 56 秋山真一郎永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 470－161：56．51 103．4

24 マ ゼ ー ル 牡3鹿 56 柴山 雄一寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 508＋ 81：57．13	 222．1�
714 カシノソラーレ 牝3栗 54 高倉 稜柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 464－ 41：57．2	 255．8�
47 イノベーション 牡3黒鹿56 戸崎 圭太前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 21：58．79 26．1
510 ファインドラゴン 牡3鹿 56 北村 友一吉田 昭一氏 浜田多実雄 新冠 八木 常郎 430＋ 21：58．8クビ 376．1�
11 シゲルミズヘビザ 牡3黒鹿56 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 岡田 猛 508－ 8 〃 クビ 470．9�
48 メイショウキラボシ 牡3黒鹿56 和田 竜二松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 468 ―1：58．9	 145．9�
816 スリークスタイル 牝3鹿 54 小林 徹弥西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 462＋ 41：59．0	 326．3�
23 ヒミノコンドル 牡3鹿 56 酒井 学佐々木八郎氏 境 直行 新冠 須崎牧場 504－ 21：59．31� 104．0�

（15頭）
35 カミングアップ 牡3鹿 56 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，292，700円 複勝： 85，005，400円 枠連： 11，721，800円
馬連： 42，530，500円 馬単： 37，668，300円 ワイド： 22，665，400円
3連複： 57，078，500円 3連単： 118，832，800円 計： 401，795，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 240円 枠 連（1－8） 330円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 160円 �� 210円 �� 560円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，000円

票 数

単勝票数 計 262927 的中 � 158421（1番人気）
複勝票数 計 850054 的中 � 600992（1番人気）� 84707（2番人気）� 28641（5番人気）
枠連票数 計 117218 的中 （1－8） 26765（1番人気）
馬連票数 計 425305 的中 �� 100307（1番人気）
馬単票数 計 376683 的中 �� 67612（1番人気）
ワイド票数 計 226654 的中 �� 43070（1番人気）�� 27762（2番人気）�� 7645（7番人気）
3連複票数 計 570785 的中 ��� 48820（3番人気）
3連単票数 計1188328 的中 ��� 43999（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―13．0―12．8―12．9―12．3―12．7―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．1―49．9―1：02．8―1：15．1―1：27．8―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファーザモア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2012．12．22 阪神11着

2010．4．18生 牡3栗 母 フ ァ ー ザ 母母 Baya 5戦1勝 賞金 9，050，000円
〔出走取消〕 カミングアップ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒミノコンドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月28日まで平地競走

に出走できない。

第３回 京都競馬 第４日



13039 4月28日 晴 良 （25京都3）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （芝・右）

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

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

47 シンジュボシ 牝3栗 54 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 478± 01：34．0 4．1�

712 ピエナインパクト 牡3鹿 56 武 豊本谷 兼三氏 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 422－ 41：34．32 12．2�
46 シークレットレシピ 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：34．4� 5．9�
713 サンセットスカイ 牡3栗 56 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 2 〃 クビ 4．5�
34 アンバサダー 牡3栗 56 戸崎 圭太近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 472－ 21：34．5クビ 4．6�
59 ケ ッ キ セ ヨ 牡3鹿 56 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 476－141：34．71� 130．5	
35 テイエムプリンセス 牝3黒鹿54 C．デムーロ 竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 松浦牧場 440－ 21：34．8クビ 19．8


（伊）

610 ポールシッター 牡3青鹿56 藤田 伸二平川 浩之氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 452－ 2 〃 アタマ 59．3�
58 ブロードスター �3鹿 56 和田 竜二安原 浩司氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 474－ 21：34．9� 70．1�
11 パラッパラッパー 牡3鹿 56 岩田 康誠西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 杵臼斉藤牧場 474＋ 41：35．11 6．5
814 エーシンプレジャー 牡3鹿 56 酒井 学�栄進堂 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 516 ―1：35．2� 16．0�
815 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56 川島 信二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490± 01：35．73 256．5�
22 シゴトガコイビト 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂高山 直樹氏 日吉 正和 日高 日西牧場 398＋151：36．12� 306．6�
611 クリノマナスル 牝3鹿 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 日吉 正和 日高 日西牧場 440＋ 21：36．52� 669．9�
23 パフォームワンダー 牡3栗 56 蛯名 正義吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 414－101：36．71� 105．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，310，200円 複勝： 43，843，700円 枠連： 15，925，200円
馬連： 54，415，500円 馬単： 35，377，600円 ワイド： 27，471，000円
3連複： 74，840，100円 3連単： 121，259，200円 計： 397，442，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 340円 � 200円 枠 連（4－7） 440円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 450円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 23，090円

票 数

単勝票数 計 243102 的中 � 47220（1番人気）
複勝票数 計 438437 的中 � 84397（1番人気）� 27866（6番人気）� 59236（4番人気）
枠連票数 計 159252 的中 （4－7） 27105（1番人気）
馬連票数 計 544155 的中 �� 13819（13番人気）
馬単票数 計 353776 的中 �� 5249（23番人気）
ワイド票数 計 274710 的中 �� 6414（13番人気）�� 16444（4番人気）�� 6210（14番人気）
3連複票数 計 748401 的中 ��� 14554（14番人気）
3連単票数 計1212592 的中 ��� 3877（78番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．4―11．9―11．7―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．7―46．6―58．3―1：10．2―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンジュボシ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．9．15 阪神3着

2010．4．16生 牝3栗 母 ツルマルオトメ 母母 メモリーズオブロニー 6戦1勝 賞金 13，300，000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。

13040 4月28日 晴 良 （25京都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
1：56．8
1：56．1

良
良

58 アドマイヤディープ 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500 ―2：00．4 3．3�
610 ミッキーサクセス 牡3栗 56 戸崎 圭太野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492－ 42：00．5� 7．2�
22 スリーベラミ 牝3鹿 54 岩田 康誠永井商事� 橋田 満 新ひだか グランド牧場 444－ 22：00．71� 3．3�
34 シゲルオヒツジザ 牡3青 56 蛯名 正義森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 464＋ 82：01．02 3．7�
814 ケンブリッジアーサ 牡3鹿 56 北村 友一中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 460＋ 22：01．31� 53．1�
33 トウカイルーチェ 牡3青鹿56 柴山 雄一内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 512＋ 62：01．4クビ 37．8	
57 ニホンピロホウオー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 B440± 02：01．5� 208．9

69 トウカイプリーズ 牡3鹿 56 幸 英明内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 466－ 22：01．71� 16．7�
11 サマーキララ 牝3栗 54 北村 宏司セゾンレースホース� 中村 均 日高 日高大洋牧場 430－ 82：02．01� 50．7�
712 エイヴィアンボス 牡3鹿 56 小牧 太桑畑 信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 526＋102：02．1クビ 68．5�
711 ウインローラン 牡3黒鹿56 G．モッセ �ウイン 宮本 博 浦河 杵臼斉藤牧場 450－ 62：02．41� 207．2�

（香港）

46 オーアンジェリーナ 牝3栗 54 武 豊北所 直人氏 目野 哲也 日高 中川 欽一 440－ 6 〃 クビ 14．0�
813 プライドキッズ 牡3栗 56 太宰 啓介瀬谷 雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 518± 02：02．93 48．9�
45 マヤノチャクリ 牡3栗 56 国分 恭介田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 464－ 82：03．21� 318．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，916，900円 複勝： 41，919，900円 枠連： 12，856，400円
馬連： 51，328，300円 馬単： 36，098，900円 ワイド： 27，542，000円
3連複： 72，518，900円 3連単： 120，932，300円 計： 389，113，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 200円 � 140円 枠 連（5－6） 870円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 420円 �� 320円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 8，510円

票 数

単勝票数 計 259169 的中 � 62300（2番人気）
複勝票数 計 419199 的中 � 66019（3番人気）� 48425（4番人気）� 92018（2番人気）
枠連票数 計 128564 的中 （5－6） 10948（6番人気）
馬連票数 計 513283 的中 �� 29426（6番人気）
馬単票数 計 360989 的中 �� 13845（7番人気）
ワイド票数 計 275420 的中 �� 15781（5番人気）�� 22617（2番人気）�� 15714（6番人気）
3連複票数 計 725189 的中 ��� 38177（3番人気）
3連単票数 計1209323 的中 ��� 10498（20番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．0―12．1―12．1―11．9―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．2―48．2―1：00．3―1：12．4―1：24．3―1：36．3―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3
3（6，13）－1（5，10）9（2，8）（4，12）（11，7）14
3，6，13，10（1，5，9）8（2，4）（11，7，12）14

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤディープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zieten 初出走

2010．4．29生 牡3鹿 母 シ ー ズ ア ン 母母 Sunset Cafe 1戦1勝 賞金 5，000，000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。



13041 4月28日 晴 良 （25京都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
1：21．5

重
不良

815 ランミネルバ 牝3鹿 54 岩田 康誠�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 444＋ 21：25．2 10．8�
12 ボストンビリーヴ 牝3栗 54 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450－ 6 〃 クビ 4．8�
713 ウインドクラスト 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム 448＋ 21：25．3クビ 2．0�
714 メイショウユウヤケ 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 敬伍松本 和子氏 増本 豊 様似 清水 誠一 430± 0 〃 クビ 165．6�
47 アグネスチャンス 牝3黒鹿54 北村 宏司渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 466＋ 31：25．4クビ 167．0	
59 セトノミッシー 牝3鹿 54 幸 英明難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋141：25．82� 48．5

35 スピリットレイク 牝3鹿 54 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋121：25．9� 15．5�
611 マーティンオート 牝3鹿 54 太宰 啓介大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 458＋ 8 〃 クビ 20．4�
816 エイシンパラダイス 牝3栗 54 内田 博幸平井 克彦氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 450± 01：26．0クビ 22．4
23 ナスノローズ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 500＋ 2 〃 クビ 8．4�
11 テ ツ ナ ゴ オ 牝3黒鹿54 藤田 伸二�ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454＋ 61：26．42� 13．7�
48 フルーツガーデン 牝3青鹿54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 浦河 谷口牧場 472± 01：26．61� 134．1�
36 ハヤブサユウサン 牝3鹿 54 浜中 俊武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444＋ 81：26．81 58．6�
510� グロリーレヴュー 牝3黒鹿54 国分 恭介�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 478－ 61：27．01� 229．8�
612 フェブマルコ 牝3栗 54 酒井 学釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 432＋ 21：27．31� 324．2�
24 クリノチョモラーリ 牝3栗 54 高倉 稜栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 460－101：29．4大差 38．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，843，400円 複勝： 41，627，300円 枠連： 19，287，300円
馬連： 58，862，000円 馬単： 42，741，400円 ワイド： 30，785，600円
3連複： 82，940，600円 3連単： 142，935，000円 計： 451，022，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 230円 � 130円 � 120円 枠 連（1－8） 1，160円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 640円 �� 410円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 14，160円

票 数

単勝票数 計 318434 的中 � 23328（4番人気）
複勝票数 計 416273 的中 � 33744（4番人気）� 92800（2番人気）� 115113（1番人気）
枠連票数 計 192873 的中 （1－8） 12280（5番人気）
馬連票数 計 588620 的中 �� 22152（7番人気）
馬単票数 計 427414 的中 �� 7335（15番人気）
ワイド票数 計 307856 的中 �� 10422（8番人気）�� 17905（3番人気）�� 40139（1番人気）
3連複票数 計 829406 的中 ��� 45301（3番人気）
3連単票数 計1429350 的中 ��� 7450（29番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．6―12．4―12．8―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．5―34．1―46．5―59．3―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランミネルバ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．11．3 京都9着

2010．4．7生 牝3鹿 母 アクイレジア 母母 ロ ジ ー タ 5戦2勝 賞金 12，000，000円
※グロリーレヴュー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13042 4月28日 晴 良 （25京都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 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

510 ヤ マ ノ レ オ �3栗 56 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 468＋ 21：09．1 22．1�
612 クインスウィーティ 牝3芦 54 国分 恭介田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 412＋ 21：09．41� 266．8�
817 メイショウライナー 牡3鹿 56 福永 祐一松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 466＋ 41：09．5� 6．6�
715 モーニングコール 牝3鹿 54 浜中 俊飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 420－ 61：09．6� 12．4�
23 ケントヒーロー 牡3栗 56 秋山真一郎田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 482＋12 〃 アタマ 31．3�
713 バ ヤ ル 牝3鹿 54 柴山 雄一杉澤 光雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 424－ 21：09．7	 161．9	
47 アグネスキズナ 牡3栗 56 岩田 康誠渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 482＋ 6 〃 クビ 22．2

36 エフティチャーミー 牝3鹿 54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 444＋ 41：09．8� 19．4�
35 マルシゲサムライ 牡3栗 56 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 444± 0 〃 ハナ 131．6�
59 モンマックス 牡3鹿 56 内田 博幸和田牧場 和田正一郎 浦河 川越ファーム 510－ 4 〃 アタマ 2．0�
611 ジェネシスロック 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 41：09．9クビ 90．2�
11 キネオリュウセイ 牡3黒鹿56 武 豊ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 468－ 4 〃 アタマ 4．9�
24 キャメロンロード 牝3鹿 54 高倉 稜森 保彦氏 北出 成人 新冠 長浜牧場 446＋ 2 〃 アタマ 134．1�
818 ジョアンシーピン 牝3黒鹿54 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 450＋ 61：10．0� 28．0�
12 コウエイレディー 牝3鹿 54 国分 優作西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 448－ 41：10．1クビ 224．5�
816 サウンドアドバイス 牝3栗 54 戸崎 圭太加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 434－101：10．31	 20．6�
714 ジョーハット 牡3青鹿56 幸 英明上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 528＋ 61：10．4� 286．9�
48 ディープジュジュ 牡3鹿 56 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 新冠 岩見牧場 472± 01：10．61
 48．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，274，200円 複勝： 50，258，400円 枠連： 20，268，200円
馬連： 73，247，500円 馬単： 45，848，000円 ワイド： 36，508，700円
3連複： 90，607，600円 3連単： 150，064，400円 計： 500，077，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 450円 � 3，650円 � 250円 枠 連（5－6） 4，900円

馬 連 �� 104，970円 馬 単 �� 231，760円

ワ イ ド �� 25，770円 �� 1，590円 �� 13，680円

3 連 複 ��� 174，600円 3 連 単 ��� 1，496，590円

票 数

単勝票数 計 332742 的中 � 11894（7番人気）
複勝票数 計 502584 的中 � 29437（6番人気）� 3041（16番人気）� 62726（3番人気）
枠連票数 計 202682 的中 （5－6） 3056（16番人気）
馬連票数 計 732475 的中 �� 515（94番人気）
馬単票数 計 458480 的中 �� 146（192番人気）
ワイド票数 計 365087 的中 �� 343（101番人気）�� 5832（15番人気）�� 648（74番人気）
3連複票数 計 906076 的中 ��� 383（250番人気）
3連単票数 計1500644 的中 ��� 74（1676番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．3―11．4―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―34．8―46．2―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．3
3 ・（12，15）（10，17）13（3，16，18）14（4，7）9（2，5，11）（1，6）－8 4 ・（12，15）（10，17）13（3，18）（16，9）（4，7，14）6（2，5，11）1－8

勝馬の
紹 介

ヤ マ ノ レ オ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2012．7．29 小倉9着

2010．4．22生 �3栗 母 カチョウフウゲツ 母母 ワカクモライン 10戦2勝 賞金 14，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イキ号・グロリーレヴュー号



13043 4月28日 晴 良 （25京都3）第4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 7，200，000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

712 チェスナットバロン 牡4栗 57 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 564＋ 41：52．2 2．1�

47 � レッドグルーヴァー 牡4芦 57 C．デムーロ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm 474± 01：52．73 5．3�
（伊）

22 スズカルパン 牡4鹿 57 戸崎 圭太永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 466＋ 61：53．01	 5．1�
11 ミッキークリスエス 牡4黒鹿57 高倉 稜野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 524＋ 2 〃 クビ 16．8�
58 ボストンリョウマ 牡5青鹿 57

54 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478－ 61：53．32 63．5�
815 スペシャルザダイヤ 牡4鹿 57 内田 博幸青山 洋一氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 494＋ 61：53．51 5．2	
59 ツヨシノブルーム 
4芦 57 竹之下智昭横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 476＋ 41：54．03 94．3

610 ヤマニンメダイユ 牡4鹿 57 北村 友一土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 490＋ 21：54．21� 62．4�
34 � マイネルボンド 牡4青鹿57 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B486－121：54．3クビ 77．0�
713 チキリリキオー 牡4黒鹿57 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム 486＋ 21：54．51� 153．6
35 ピエナオリオン 
5黒鹿57 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 464－ 61：54．71� 74．4�
46 � テンエイエンドレス 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 510＋ 21：54．91� 79．0�
611 ジェットブリット 牡4黒鹿57 和田 竜二�G1レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 558－ 11：55．11� 37．2�
814 ビ ッ ク ケ ン 牡4鹿 57 国分 恭介小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 466－ 21：55．41	 99．4�
23 リーノレオン 牡4栗 57 川島 信二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490± 01：56．99 418．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，269，000円 複勝： 66，574，900円 枠連： 15，190，500円
馬連： 66，032，300円 馬単： 49，167，900円 ワイド： 31，833，600円
3連複： 84，440，500円 3連単： 177，210，900円 計： 521，719，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（4－7） 430円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 210円 �� 190円 �� 390円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，400円

票 数

単勝票数 計 312690 的中 � 123027（1番人気）
複勝票数 計 665749 的中 � 339246（1番人気）� 65603（4番人気）� 88206（2番人気）
枠連票数 計 151905 的中 （4－7） 26462（3番人気）
馬連票数 計 660323 的中 �� 97533（3番人気）
馬単票数 計 491679 的中 �� 44553（3番人気）
ワイド票数 計 318336 的中 �� 40671（3番人気）�� 45807（1番人気）�� 16853（5番人気）
3連複票数 計 844405 的中 ��� 83565（3番人気）
3連単票数 計1772109 的中 ��� 54677（5番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．9―12．9―12．7―12．1―12．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．4―50．3―1：03．0―1：15．1―1：27．2―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チェスナットバロン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Gone West デビュー 2011．8．14 札幌1着

2009．2．26生 牡4栗 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 7戦2勝 賞金 21，800，000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。

13044 4月28日 晴 良 （25京都3）第4日 第8競走 ��1，800�
ただす もり

糺 の 森 特 別
発走13時50分 （芝・右・外）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

34 マ イ ネ マ オ 牝5鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 502± 01：45．4 4．5�

46 イイデステップ 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B506－ 21：45．5� 5．5�
33 サンレガーロ 牝5鹿 55 岩田 康誠青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 428＋ 41：45．6� 4．4�
814 マイファーストラヴ 牝7青鹿55 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 456＋ 61：45．81� 8．6�
711 サンマルクイーン 牝4栗 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 B454＋ 21：45．9� 25．8�
22 アラドヴァル 牝4青 55 浜中 俊吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 468＋16 〃 クビ 11．5	
57 メイショウキラリ 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 464± 0 〃 ハナ 11．7

813 ラルシュドール 牝4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 81：46．11� 14．8�
58 ヤマニンリップル 牝5黒鹿55 秋山真一郎土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 474－ 4 〃 クビ 36．5
69 コ ン カ ラ ン 牝6栗 55 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 476＋121：46．2� 8．2�
11 オーシャンビーナス 牝5栗 55 内田 博幸近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋221：46．41� 26．6�
610 スペシャルピース 牝5栗 55 酒井 学�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 476＋ 61：46．5� 162．9�
45 アンプレシオネ 牝8芦 55 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル 462＋ 41：46．6� 65．4�
712 エ デ ィ ン 牝4栗 55 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 458－ 21：46．7� 42．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，262，400円 複勝： 59，468，900円 枠連： 25，669，100円
馬連： 87，340，600円 馬単： 48，688，100円 ワイド： 39，990，200円
3連複： 121，649，900円 3連単： 188，353，600円 計： 603，422，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 180円 � 160円 枠 連（3－4） 570円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 500円 �� 360円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 11，810円

票 数

単勝票数 計 322624 的中 � 56790（2番人気）
複勝票数 計 594689 的中 � 103383（2番人気）� 82466（3番人気）� 108443（1番人気）
枠連票数 計 256691 的中 （3－4） 33314（2番人気）
馬連票数 計 873406 的中 �� 44192（3番人気）
馬単票数 計 486881 的中 �� 11752（7番人気）
ワイド票数 計 399902 的中 �� 19448（4番人気）�� 28687（1番人気）�� 19857（2番人気）
3連複票数 計1216499 的中 ��� 49023（1番人気）
3連単票数 計1883536 的中 ��� 11773（11番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．8―12．1―11．9―11．4―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―34．6―46．4―58．5―1：10．4―1：21．8―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 11，6，12（2，9）5（4，8）7（3，13）（10，14）1 4 11，6（2，12，9）（4，5，8）7（3，13）（1，10，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ イ ネ マ オ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danzig デビュー 2010．6．26 阪神7着

2008．3．29生 牝5鹿 母 レ ッ ド ジ グ 母母 Red Ember 32戦4勝 賞金 79，117，000円



13045 4月28日 晴 良 （25京都3）第4日 第9競走 ��
��1，400�

た か が み ね

鷹 ケ 峰 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：19．3
1：19．0

良
良

11 � ノーブルジュエリー 牝5黒鹿55 C．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm 508＋ 61：21．6 1．8�
（伊）

611 アグネスハビット 牡4黒鹿57 川田 将雅渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 464＋ 61：21．7	 61．8�
612 ウインスラッガー 牡4栗 57 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 504－ 61：21．8
 6．7�
36 アルマリンピア 牝5鹿 55 戸崎 圭太飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482＋ 21：21．9
 8．0�
35 メイショウヤタロウ 牡5鹿 57 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 488＋ 41：22．0
 6．7	
24 ケイアイユニコーン 牡4栗 57 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 496＋ 81：22．1	 11．2

59 コスモルーシー 牝4黒鹿55 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 462＋ 61：22．2
 70．2�
47 ハンターワディ 牡6鹿 57 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 494＋14 〃 ハナ 123．1�
816 キネオピューマ 牡4鹿 57 G．モッセ ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 456＋ 6 〃 クビ 24．8
（香港）

815 オースミイージー 牡5鹿 57 酒井 学�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 496± 01：22．41� 34．7�
714 ゴールドベル 牡4黒鹿57 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 480＋ 4 〃 アタマ 50．2�
12 カイシュウタビビト 牡4芦 57 岩田 康誠飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 500± 0 〃 ハナ 38．4�
48 オオタニジムチョウ 牡4黒鹿57 竹之下智昭國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 458－ 81：22．5クビ 262．6�
510 ナリタシーズン 牡6栗 57 太宰 啓介�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 508－ 61：22．6
 257．1�
713� サカジロスイセイ 牡4鹿 57 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 長谷部牧場 498± 01：22．92 344．4�
23 メイショウシェイク 牡7鹿 57 川島 信二松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 538＋161：23．21	 477．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，482，300円 複勝： 109，380，600円 枠連： 30，271，600円
馬連： 111，981，600円 馬単： 81，106，600円 ワイド： 45，967，300円
3連複： 145，155，800円 3連単： 308，939，800円 計： 876，285，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 920円 � 210円 枠 連（1－6） 610円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 310円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 8，330円 3 連 単 ��� 41，100円

票 数

単勝票数 計 434823 的中 � 200755（1番人気）
複勝票数 計1093806 的中 � 594011（1番人気）� 13840（10番人気）� 86310（4番人気）
枠連票数 計 302716 的中 （1－6） 36979（2番人気）
馬連票数 計1119816 的中 �� 16908（15番人気）
馬単票数 計 811066 的中 �� 9187（21番人気）
ワイド票数 計 459673 的中 �� 7242（15番人気）�� 43731（2番人気）�� 2820（30番人気）
3連複票数 計1451558 的中 ��� 12864（27番人気）
3連単票数 計3089398 的中 ��� 5548（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．3―47．9―59．2―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．7
3 ・（1，7）（4，11）（2，6，12）（5，8，13）（9，14）16，15（3，10） 4 ・（1，7）（4，11）12（2，6，8，13）14（5，9，16）15（3，10）

勝馬の
紹 介

�ノーブルジュエリー �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Monsun デビュー 2010．12．4 阪神1着

2008．2．13生 牝5黒鹿 母 Noble Stella 母母 Noble Pearl 15戦4勝 賞金 89，579，000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。

13046 4月28日 晴 良 （25京都3）第4日 第10競走 ��
��1，400�

た ん ご

端午ステークス
発走15時00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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

714 サウンドリアーナ 牝3黒鹿55 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 484＋ 61：23．5 7．9�
23 � エーシンレンジャー 牡3栗 56 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney 496± 01：24．24 2．9�
816 クロムレック 牡3栗 56 C．デムーロ �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 508＋ 4 〃 アタマ 15．8�

（伊）

11 � レアヴェントゥーレ 牡3芦 56 浜中 俊小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing
Stable LLC 546＋161：24．41	 3．8�

713 ルミナスウイング 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：24．5クビ 6．5	
612 レ ギ ス 牡3栗 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 464＋ 6 〃 クビ 18．6

12 ドコフクカゼ 牡3黒鹿56 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 498± 0 〃 アタマ 109．0�
815 シゲルオウシザ 牡3栗 56 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 508－ 41：24．6クビ 80．7�
611 ピエナトップガン 牡3栗 56 小牧 太本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 466－ 41：24．7
 11．0
24 セイウンチカラ 牡3鹿 56 川島 信二西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 490－ 81：25．02 23．3�
510 ジェイケイホーム 牡3栃栗56 戸崎 圭太小谷野次郎氏 田中 剛 新ひだか 池田牧場 464± 01：25．2
 79．7�
48 タ プ ロ ー ム 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 472－ 61：25．52 56．8�
36 カシノランナウェイ �3栗 56 幸 英明柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 478＋ 81：25．6	 136．2�
35 ストークアンドレイ 牝3芦 55 北村 宏司本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 B470＋ 61：25．7
 122．1�
47 � エイシンラトゥナ 牝3黒鹿54 川田 将雅平井 克彦氏 松元 茂樹 米 R. S. Evans 488－ 61：25．8クビ 22．9�
59 カゼニタツライオン 牡3栗 56 太宰 啓介小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 516＋ 61：27．39 148．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，829，300円 複勝： 79，730，300円 枠連： 42，213，400円
馬連： 161，392，400円 馬単： 90，622，300円 ワイド： 60，652，300円
3連複： 199，177，600円 3連単： 354，387，900円 計： 1，045，005，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 290円 � 140円 � 340円 枠 連（2－7） 530円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，390円 �� 920円

3 連 複 ��� 7，350円 3 連 単 ��� 35，160円

票 数

単勝票数 計 568293 的中 � 57118（4番人気）
複勝票数 計 797303 的中 � 62623（5番人気）� 203640（1番人気）� 49684（6番人気）
枠連票数 計 422134 的中 （2－7） 59607（2番人気）
馬連票数 計1613924 的中 �� 87005（3番人気）
馬単票数 計 906223 的中 �� 20373（9番人気）
ワイド票数 計 606523 的中 �� 21928（5番人気）�� 5973（24番人気）�� 16511（9番人気）
3連複票数 計1991776 的中 ��� 20020（23番人気）
3連単票数 計3543879 的中 ��� 7440（92番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．4―11．8―12．4―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．7―34．1―45．9―58．3―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドリアーナ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．7．14 中京1着

2010．3．26生 牝3黒鹿 母 オテンバコマチ 母母 ボールドワン 8戦3勝 賞金 61，481，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アースゼウス号・ショウナンダイラ号・タガノハピネス号・ティズトレメンダス号・ヒルノクオリア号
（非抽選馬） 1頭 ヨウメイモン号
※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。

２レース目



13047 4月28日 晴 良 （25京都3）第4日 第11競走 ��
��3，200�第147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 3，822，000円 1，092，000円 546，000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

36 フェノーメノ 牡4青鹿58 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム 496＋ 23：14．2 6．2�
11 トーセンラー 牡5黒鹿58 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460± 03：14．41� 13．6�
713	 レッドカドー 
7栗 58 G．モッセ R.J．アカーリ氏 E．ダンロップ 英 Foursome

Thoroughbreds 482 3：14．72 29．4�
（Red Cadeaux（GB）） （英） （香港）

47 アドマイヤラクティ 牡5鹿 58 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486＋ 63：15．01� 21．7�
48 ゴールドシップ 牡4芦 58 内田 博幸小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 502± 03：15．1クビ 1．3	
24 ジャガーメイル 牡9鹿 58 戸崎 圭太吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B474－103：15．2� 48．2

35 マイネルキッツ 牡10栗 58 C．デムーロ �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 B506± 03：15．62� 118．3�
（伊）

816 トウカイパラダイス 牡6黒鹿58 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 516± 0 〃 ハナ 137．2
23 デスペラード 牡5鹿 58 浜中 俊市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 488－ 23：15．92 25．3�
612 フォゲッタブル 牡7黒鹿58 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B490－ 2 〃 ハナ 71．8�
611 トウカイトリック 牡11鹿 58 北村 宏司内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 454± 03：16．21� 198．2�
817 レッドデイヴィス 
5鹿 58 北村 友一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476± 03：16．52 128．6�
59 ユニバーサルバンク 牡5黒鹿58 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 476－ 63：16．6� 188．1�
510 メイショウカンパク 牡6黒鹿58 藤田 伸二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486＋ 23：16．7クビ 229．7�
715 カポーティスター 牡4黒鹿58 高倉 稜備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 520＋ 83：18．5大差 51．0�
818 ムスカテール 牡5黒鹿58 福永 祐一吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 63：19．35 48．0�
714 コパノジングー 牡8黒鹿58 国分 恭介小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 518＋ 43：19．4� 327．3�
12 サトノシュレン 牡5黒鹿58 幸 英明里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 478－ 23：21．3大差 123．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 813，647，700円 複勝： 1，300，867，700円 枠連： 588，697，500円 馬連： 2，033，038，200円 馬単： 1，671，803，400円
ワイド： 795，294，200円 3連複： 2，927，652，300円 3連単： 8，653，024，800円 5重勝： 905，980，700円 計： 19，690，006，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 300円 � 650円 � 1，540円 枠 連（1－3） 2，710円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 6，500円

ワ イ ド �� 930円 �� 2，290円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 21，880円 3 連 単 ��� 111，830円

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

キャリーオーバー なし����� 133，722，760円

票 数

単勝票数 計8136477 的中 � 1043515（2番人気）
複勝票数 計13008677 的中 � 1337712（2番人気）� 511394（3番人気）� 199387（8番人気）
枠連票数 計5886975 的中 （1－3） 160425（8番人気）
馬連票数 計20330382 的中 �� 471602（9番人気）
馬単票数 計16718034 的中 �� 190002（15番人気）
ワイド票数 計7952942 的中 �� 219100（7番人気）�� 84667（19番人気）�� 50968（34番人気）
3連複票数 計29276523 的中 ��� 98774（46番人気）
3連単票数 計86530248 的中 ��� 57104（220番人気）
5重勝票数 計9059807 的中 ����� 5

ハロンタイム 13．0―11．9―11．6―11．4―11．5―11．6―11．7―12．5―12．1―12．4―12．5―12．8―12．9―11．9―11．8―12．6

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�
13．0―24．9―36．5―47．9―59．4―1：11．0―1：22．7―1：35．2―1：47．3―1：59．7―2：12．2―2：25．0

2，600� 2，800� 3，000�
―2：37．9―2：49．8―3：01．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．2―3F36．3
1
�

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

2
	

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

フェノーメノ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Danehill デビュー 2011．10．30 東京1着

2009．4．20生 牡4青鹿 母 ディラローシェ 母母 Sea Port 11戦6勝 賞金 467，128，000円
※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 カレンミロティック号・ピエナファンタスト号・マカニビスティー号・ユウキソルジャー号
※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。

13048 4月28日 晴 良 （25京都3）第4日 第12競走 ��
��1，400�

たかせがわ

高瀬川ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，24．4．28以降25．4．21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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

47 オリオンザポラリス 牡6黒鹿55 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 468－ 61：23．8 11．2�
36 カシノインカローズ 牝4鹿 51 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 448－ 2 〃 クビ 26．9�
11 � ベストサーパス 牡4栗 54 浜中 俊小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County

Farms Inc 488± 01：23．9� 4．4�
816 マ ル コ フ ジ 牡5栗 55 国分 恭介岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 472－ 61：24．1� 18．0�
24 	 ダ イ バ ク フ 牡8鹿 51 大下 智柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 492－ 41：24．52
 110．6�
713 ダノンハラショー 牡6栗 53 武 幸四郎�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 ハナ 187．7	
612 スマイルタイム 牡6黒鹿55 北村 友一青山 洋一氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 496－ 21：24．71� 13．8

611� サウンドガガ 牝4黒鹿54 太宰 啓介増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

476± 01：24．8� 6．3�
35 	 モエレジュンキン 牡6鹿 54 川島 信二鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 464－ 61：24．9
 110．9�
714 エーシンハダル 牡6鹿 56 蛯名 正義�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B506＋ 61：25．0
 7．8
12 	 リバースターリング 牡5栗 53 秋山真一郎河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 480＋ 2 〃 クビ 105．2�
510	 キモンレッド 牝5栗 53 幸 英明小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 468＋ 2 〃 ハナ 10．9�
48 � シゲルソウサイ 牡5鹿 57 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 514＋ 21：25．1クビ 17．8�
815 キクノフレヴァン 牡7鹿 54 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 488＋ 81：25．31
 60．1�
23 シルバーキセキ 牝6黒鹿54 C．デムーロ 小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 462＋ 41：25．93
 5．2�

（伊）

59 ビナスイート 牝4栗 53 岩田 康誠井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 478－ 61：26．96 10．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 78，849，700円 複勝： 121，070，700円 枠連： 64，653，400円
馬連： 230，314，400円 馬単： 122，007，500円 ワイド： 96，425，000円
3連複： 303，078，100円 3連単： 549，872，900円 計： 1，566，271，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 340円 � 620円 � 200円 枠 連（3－4） 6，000円

馬 連 �� 14，430円 馬 単 �� 26，270円

ワ イ ド �� 3，800円 �� 1，030円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 21，850円 3 連 単 ��� 183，540円

票 数

単勝票数 計 788497 的中 � 55669（7番人気）
複勝票数 計1210707 的中 � 91309（6番人気）� 43755（11番人気）� 193304（2番人気）
枠連票数 計 646534 的中 （3－4） 7965（26番人気）
馬連票数 計2303144 的中 �� 11780（50番人気）
馬単票数 計1220075 的中 �� 3428（95番人気）
ワイド票数 計 964250 的中 �� 6115（50番人気）�� 23836（8番人気）�� 9035（37番人気）
3連複票数 計3030781 的中 ��� 10237（86番人気）
3連単票数 計5498729 的中 ��� 2211（663番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―35．0―46．8―58．8―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 ・（1，9）3（10，11）7（2，8，15）（5，12，14）－16，6（4，13） 4 1（3，9）（7，10，11）（2，12，8，15）5，14（6，16）（4，13）

勝馬の
紹 介

オリオンザポラリス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2009．7．25 新潟4着

2007．4．20生 牡6黒鹿 母 オリオンザヴィアン 母母 ファインハッピー 29戦5勝 賞金 79，347，000円
※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 ヴィンテージイヤー号・エチゴイチエ号・キョウワダッフィー号・ケイアイダイオウ号・サザンブレイズ号・

サトノジョリー号・スズカジョンブル号・タイキソレイユ号
※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。

５レース目



（25京都3）第4日 4月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 189頭 本 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

452，140，000円
5，660，000円
7，530，000円
42，120，000円
71，265，000円
5，580，000円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
1，222，241，700円
2，082，356，600円
860，264，700円
3，021，171，700円
2，299，478，800円
1，243，226，800円
4，227，199，800円
11，004，621，700円
905，980，700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 26，866，542，500円

総入場人員 73，634名 （有料入場人員 69，755名）
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