
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


