
１２０４３ ４月２９日 晴 良 （２４京都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 （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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

３６ ウォーターサムデイ 牡６鹿 ５７ 川田 将雅山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４７０－ ６１：２４．７ １３．１�

５９ ホクセツキングオー 牡５鹿 ５７ 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ５０６＋１８１：２４．８� ９．５�
１２ � ピンクデージー 牝５黒鹿５５ 国分 恭介野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ ３１．２�
４７ キングブラーボ 牡４黒鹿５７ 幸 英明村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５１２－ ６１：２５．１１� ９．６�
２３ � メイショウホロベツ 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ １０．４�
４８ タイキブルース 牡５鹿 ５７ 浜中 俊�大樹ファーム 高橋 義忠 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４６４－ ４１：２５．２� ２．７�
３５ � ミラグロッサ 牝４栗 ５５ 池添 謙一 �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８４＋ ４１：２５．３クビ ２０．６	
１１ オメガローズマリー 牝４栗 ５５ 田辺 裕信原 �子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：２５．５１	 ７０．１

８１６� コパノハリケーン 牡４鹿 ５７ 武士沢友治小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４９０－ ４ 〃 アタマ １４２．２�
７１３� ダンスインザスカイ 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５８± ０１：２５．６クビ ５９．５�
５１０ ブラックイレブン 牡５黒鹿５７ 国分 優作吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ ８．３
６１２ ミニーバローズ 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４７８－ ４１：２６．０２� ４６．８�
２４ トーホウジャパン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４８８－ ４１：２６．１� ５．８�
７１４� ネオスペチアーレ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４５８＋ ２１：２６．４２ ２６２．６�
６１１ リッカスウィープ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４８８± ０１：２７．４６ ８４．４�
８１５� シゲルハンベイ 牡５栗 ５７ 松岡 正海森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 ４９２－ ２１：２７．７２ １６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８２２，０００円 複勝： ４１，５４５，２００円 枠連： ２４，０２２，８００円

馬連： ６９，８２６，７００円 馬単： ４２，７５９，０００円 ワイド： ３３，９１１，０００円

３連複： １００，９５３，９００円 ３連単： １４７，６５６，６００円 計： ４８５，４９７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３５０円 � ４６０円 � ９２０円 枠 連（３－５） １，９７０円

馬 連 �� ６，５２０円 馬 単 �� １４，２３０円

ワ イ ド �� １，８６０円 �� ５，５４０円 �� ４，６１０円

３ 連 複 ��� ５３，０３０円 ３ 連 単 ��� ２７８，７００円

票 数

単勝票数 計 ２４８２２０ 的中 � １４９７１（７番人気）
複勝票数 計 ４１５４５２ 的中 � ３３６２３（５番人気）� ２４１１３（７番人気）� １０９０４（１０番人気）
枠連票数 計 ２４０２２８ 的中 （３－５） ９０１６（８番人気）
馬連票数 計 ６９８２６７ 的中 �� ７９１５（２８番人気）
馬単票数 計 ４２７５９０ 的中 �� ２２１９（５８番人気）
ワイド票数 計 ３３９１１０ 的中 �� ４５８３（２４番人気）�� １４９３（５９番人気）�� １８００（５５番人気）
３連複票数 計１００９５３９ 的中 ��� １４０５（１５２番人気）
３連単票数 計１４７６５６６ 的中 ��� ３９１（７９６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．９―１２．３―１２．４―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３５．２―４７．５―５９．９―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターサムデイ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．７．１１ 阪神１６着

２００６．３．２３生 牡６鹿 母 ウォーターソルファ 母母 ウオーターメロデイ ２４戦２勝 賞金 ３０，７９８，０００円
［他本会外：２戦１勝］

※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） １頭 デンコウリョウ号
（非抽選馬） ３頭 ネオエピック号・ハイライトリール号・プリティーマッハ号

１２０４４ ４月２９日 晴 良 （２４京都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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１２ タイキエイワン 牝５黒鹿５５ 浜中 俊�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４５８－ ２１：４４．７ １２．９�

６１０ クリスマスキャロル 牝５栗 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：４４．９１� ７．３�
１１ ロ ベ ル タ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６０－ ６１：４５．２２ ４．９�
３４ ビーチパレード 牝４黒鹿５５ 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２１：４５．３クビ ３０．６�
７１３ ウインクリアビュー 牝５栗 ５５ 蛯名 正義�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４５２＋ ８１：４５．５１� １３．３�
２２ マコトサンパギータ 牝４栗 ５５ 池添 謙一眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４５８－ ２ 〃 アタマ ６．３	
８１５ フェアリーレイ 牝５鹿 ５５ 藤懸 貴志植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ８１：４５．６� ８．１

５９ サンデーミューズ 牝５栗 ５５ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０＋ ４１：４５．７� ３．２�
２３ ウィズインライアン 牝６鹿 ５５ 田中 健内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B４４８－ ２１：４６．２３ １８８．６�
８１４ アンプレシオネ 牝７芦 ５５ 幸 英明 �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 ４６０＋１２ 〃 ハナ ２４０．７
６１１ ハッピーグラス 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ １９．４�
５８ ルナフライト 牝６黒鹿５５ 小林 徹弥小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４８０＋ ６１：４６．３� ４１．０�
４６ メイショウスズラン 牝５栗 ５５ 石橋 脩松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４８８± ０ 〃 ハナ １０５．５�
４７ サンレガーロ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４１４± ０ 〃 クビ ２８．６�
３５ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５５ 国分 優作飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５６＋ ６１：４６．７２� ３０７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，７５１，８００円 複勝： ５６，６１３，０００円 枠連： ２３，１７３，３００円

馬連： ９５，５２４，３００円 馬単： ５２，５６０，０００円 ワイド： ３７，１２０，０００円

３連複： １１９，６３１，２００円 ３連単： １８２，０９４，２００円 計： ６０１，４６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ３６０円 � ２１０円 � ２１０円 枠 連（６－７） ９５０円

馬 連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ６，４９０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� １，３８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ５，５６０円 ３ 連 単 ��� ４２，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３４７５１８ 的中 � ２１３５４（６番人気）
複勝票数 計 ５６６１３０ 的中 � ３６４７３（６番人気）� ７６３２７（４番人気）� ７９９４６（３番人気）
枠連票数 計 ２３１７３３ 的中 （６－７） １８０７９（２番人気）
馬連票数 計 ９５５２４３ 的中 �� ２４７７７（１３番人気）
馬単票数 計 ５２５６００ 的中 �� ５９７８（２９番人気）
ワイド票数 計 ３７１２００ 的中 �� ９３８５（１０番人気）�� ６４３１（１８番人気）�� １５２５２（５番人気）
３連複票数 計１１９６３１２ 的中 ��� １５８９８（２１番人気）
３連単票数 計１８２０９４２ 的中 ��� ３１９１（１４４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．４―１１．８―１２．１―１１．７―１１．６―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．１―３４．５―４６．３―５８．４―１：１０．１―１：２１．７―１：３３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキエイワン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２００９．７．１１ 阪神１７着

２００７．２．６生 牝５黒鹿 母 ヤエノジョオー 母母 リンクスオブゴールド １９戦３勝 賞金 ４３，６７６，０００円
※ウィズインライアン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。


