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

しもがも

下鴨ステークス
発走１５時３５分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．８
１：５６．１

良

良

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

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

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

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

タガノファーム ４７４＋ ６１：５８．３� ２９８．８
３６ モ ズ 牡５青 ５７ 高倉 稜�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４８４± ０１：５８．５１	 ２２５．７�
３５ マイネルガヴロシュ 牡５青鹿５７ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４８０－ ２ 〃 クビ ５０．２�
２３ ワンダームシャ 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４８０－ ２１：５８．６クビ ２３．９�
５１０ ダノンマックイン 牡４黒鹿５７ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ６１：５８．８１� ７０．８�
４８ 
 カワキタフウジン 牡７栗 ５７ 武 豊川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５１８± ０１：５８．９クビ １６．５�
８１７ マルカボルト 牡５黒鹿５７ 藤岡 康太河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４８４－ ８１：５９．１１� ８．７�
７１５ スーサングレート 牡４栗 ５７ 幸 英明林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B４９６－１０１：５９．５２� ７９．７�
５９ バイタルスタイル 牝５栗 ５５ 太宰 啓介 �ヒダカ・

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

（１８頭）

売 得 金

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

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

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

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，２１０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ４２０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 ��� １１，５１０円

票 数

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

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェントルマン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１０．１２．５ 阪神３着

２００８．４．６生 牡４黒鹿 母 マ チ ル ド 母母 ジュビロレディ １０戦４勝 賞金 ５７，２１３，０００円
〔制裁〕 ロードオブザリング号の騎手池添謙一は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。

１２０３６ ４月２８日 晴 良 （２４京都３）第３日 第１２競走 ��
��１，９００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

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

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

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

４７ セトノハリケーン 牡４鹿 ５７

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

（兵庫）

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

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

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

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

（１６頭）

売 得 金

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

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

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

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� １，１７０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ４，３９０円 ３ 連 単 ��� １６，２２０円

票 数

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

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハ リ ケ ー ン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Storm Bird デビュー ２０１１．４．３ 阪神１６着

２００８．５．７生 牡４鹿 母 ビ バ ノ ン ノ 母母 Cutlasee ７戦３勝 賞金 ２９，１０６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンジェネシス号は，平成２４年５月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サンレイハスラー号・ディアフロイデ号・マーベラスバロン号
（非抽選馬） ４頭 アイノグロー号・ウインベルカント号・フジヤマワカムシャ号・ベストオブケン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


