
１２０１３ ４月２３日 曇 良 （１８京都３）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

牝，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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

１１ ナムラドロシー 牝３栗 ５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４８６－１６１：５４．７ ４．４�

４８ アイファーエキスポ 牝３栗 ５４ 小牧 太中島 稔氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ４１４± ０１：５４．８� ６．４�
３５ ルスナイクノイチ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５０８＋１２ 〃 アタマ ３４１．７�
２４ � スズカゲラン 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 小野 幸治 門別 白井牧場 ４６８＋ ４１：５４．９� ３．０�
２３ � ホクザンワンダフル 牝３栗 ５４ 幸 英明木本 弘孝氏 梅田 康雄 三石 川端 英幸 ４５０－ ２１：５５．０� ２２．３�
３６ ユメノハーモニー 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己吉野 修史氏 飯田 雄三 浦河 平成ファーム ４８６－ ２１：５５．２１� ７．４�
６１１� アスカノヒミコ 牝３鹿 ５４ 川原 正一豊田 智郎氏 川村 禎彦 浦河 上山牧場 ４７４± ０１：５５．４１� ３０．３	

（兵庫）

８１６ タイキアレグレット 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�大樹ファーム 西園 正都 大樹 大樹ファーム ４９４－ ４１：５５．６１� ３０．４

１２ � マイスイートプラン 牝３栗 ５４ 石橋 守五影 隆則氏 福島 信晴 静内 フジワラフアーム ４９８＋ ６１：５５．７� １０．２�
７１３� イチバンサクラ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�槇本牧場 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４４０＋ ６１：５５．８クビ ５０．５�
８１５� エールチェリー 牝３青鹿５４ 古川 吉洋林 順子氏 武田 博 新冠 協和牧場 ４５４± ０１：５６．２２� ３８．７
７１４ スリーマスコット 牝３芦 ５４ 菊地 昇吾永井商事� 橋本 寿正 鵡川 新井牧場 ４７８＋ ２１：５６．３クビ ３７６．９�
５９ ローランアントレ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠斉藤 敏博氏 友道 康夫 青森 諏訪牧場 ４８２－ ２ 〃 アタマ ９．１�
５１０ アイビスシチー 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 宮本 博 静内 光丘牧場 ４５８± ０１：５６．４� １３１．１�
４７ グレートパレス 牝３栃栗５４ 鮫島 克也小林 量氏 武 宏平 新冠 高瀬 敦 ４７４－ ２１：５７．２５ ３４．４�

（佐賀）

６１２ サクラマザー 牝３鹿 ５４ 黒岩 悠林 順子氏 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４２８± ０１：５８．４７ ２８８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，００８，０００円 複勝： １８，４９０，５００円 枠連： ２０，４７１，０００円

普通馬連： ５９，３９５，０００円 馬単： ５８，３１０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３８２，８００円

３連複： ８９，８９４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２７７，９５２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � ２，１００円 枠 連（１－４） ８５０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １４，３２０円 �� １７，２１０円

３ 連 複 ��� １１７，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３００８０ 的中 � ２３３３７（２番人気）
複勝票数 計 １８４９０５ 的中 � ３２２６０（２番人気）� ２３５６４（３番人気）� １７０１（１３番人気）
枠連票数 計 ２０４７１０ 的中 （１－４） １７９１７（４番人気）
普通馬連票数 計 ５９３９５０ 的中 �� ２７７６８（５番人気）
馬単票数 計 ５８３１０６ 的中 �� １５９２０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３８２８ 的中 �� ８４７０（４番人気）�� ３０２（７４番人気）�� ２５１（７７番人気）
３連複票数 計 ８９８９４９ 的中 ��� ５６６（１９７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１３．２―１３．１―１２．７―１２．４―１２．５―１３．１―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３７．１―５０．２―１：０２．９―１：１５．３―１：２７．８―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．４
１
３
１，４（６，５）（７，１１）（８，９，１２，１５）１６（１０，１４）３，２，１３・（１，４，５）－６（１１，１６）（８，９，１５）－（７，１２）（１０，１４，２）（３，１３）

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

勝馬の
紹 介

ナムラドロシー �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 Capote デビュー ２００６．２．１１ 京都４着

２００３．３．２９生 牝３栗 母 バ ー ハ レ ン 母母 Nueces Strip ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 イチバンサクラ号は，平成１８年５月２３日まで平地競走に出走できない。
※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。



１２０１４ ４月２３日 曇 良 （１８京都３）第２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

８１５ メイショウソーラー 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 河内 洋 三石 木下牧場 ４３２＋ ２１：１２．５ ６．２�

３６ タニノバロン 牡３芦 ５６ 鮫島 克也谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ５０８＋ ２ 〃 ハナ ９．０�
（佐賀）

４７ テイエムノブシオー 牡３栗 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 丸幸小林牧場 ５００± ０ 〃 ハナ ５．０�
１２ タイキブラスト 牡３鹿 ５６ 武 豊�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４７２－ ４１：１３．２４ １．７�
１１ エ テ ル ノ 牡３芦 ５６ 福永 祐一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１６± ０１：１３．６２� ２１．１�
２４ シードリーム 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠芹澤 精一氏 武 宏平 浦河 富田牧場 ４１４－ ４１：１３．８１� １５．９�
２３ � イイデカミノヤマ 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一 	アールエスエーカントリ岡田 稲男 三石 元茂牧場 ４２６± ０１：１３．９� ７１．３

３５ � キシュウレグルス 牝３栗 ５４ 秋山真一郎木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６４－ ４ 〃 アタマ ４１．１�
７１４� ハーベストターフ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行�ターフ・スポート中尾 正 三石 三石ビクト

リーファーム ４５８＋ ２１：１４．０� ２９８．９�
４８ �� ユ ウ キ イ チ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介ちきり組合 太宰 義人 静内 原 伸幸 ４５６－ ２１：１４．２１� ４４８．７
６１２ イズミビシン 牝３栗 ５４ 和田 竜二北村実地子氏 柴田 政見 浦河 鮫川牧場 ４３４＋１２１：１４．４１� ３８１．１�
６１１� テイエムエース 牡３栗 ５６ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４６０＋ ４１：１４．９３ ４４０．０�
５９ リッカコマンチ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介立花 幸雄氏 境 直行 門別 宝寄山 忠則 ４６２＋１８１：１５．２２ ３３９．６�
７１３� クリスタルサンデー 牝３栗 ５４ 荻野 要吉田 義昭氏 福島 信晴 浦河 向別牧場 ４８４－ ２１：１５．５１� ８２９．６�
５１０� プレイズハンター 牡３黒鹿５６ 千田 輝彦幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 河原育成牧場 ４５４± ０１：１６．５６ ３７７．５�
８１６� エイユーウィン 牡３鹿 ５６ 幸 英明笹部 義則氏 服部 利之 新冠 上井農場 ４７８ ―１：１６．８１� １００．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２１１，２００円 複勝： ２３，５５４，５００円 枠連： ２５，９４１，０００円

普通馬連： ８９，８７７，５００円 馬単： ９８，７４１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１５５，５００円

３連複： １２２，７８３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４０７，２６４，１００円

払 戻 金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １９０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（３－８） ２，４３０円

普通馬連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ５，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ２９０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２１１２ 的中 � ２５８１１（３番人気）
複勝票数 計 ２３５５４５ 的中 � ３２４０２（３番人気）� ２７１０８（４番人気）� ４７８０９（２番人気）
枠連票数 計 ２５９４１０ 的中 （３－８） ７９０１（８番人気）
普通馬連票数 計 ８９８７７５ 的中 �� ２３９４５（１０番人気）
馬単票数 計 ９８７４１２ 的中 �� １３９００（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１５５５ 的中 �� ７１９１（８番人気）�� ２４９１２（３番人気）�� １７０２９（５番人気）
３連複票数 計１２２７８３２ 的中 ��� ３９１８６（６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．８―１２．０―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．５―４７．５―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウソーラー �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．１．５ 京都２着

２００３．２．２２生 牡３鹿 母 イブキリセス 母母 リ セ ス ５戦１勝 賞金 １２，３００，０００円
〔制裁〕 タニノバロン号の騎手鮫島克也は，後検量に遅れたことについて過怠金１０，０００円。
〔その他〕 エイユーウィン号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイユーウィン号は，平成１８年５月２３日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ユウキイチ号・イズミビシン号・テイエムエース号・リッカコマンチ号・プレイズハンター号は，平成１８年５月

２３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アゲート号
※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。



１２０１５ ４月２３日 曇 良 （１８京都３）第２日 第３競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （芝・右・外）

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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

６９ � メジロマシューズ 牡３栗 ５６ 武 豊�メジロ牧場 池江 泰郎 洞爺 メジロ牧場 ４８８＋ ２２：１６．０ １．６�

２２ � ビッグクロス 牡３栃栗５６ 和田 竜二�ビッグ 白井 寿昭 浦河 大北牧場 ４５８－ ２２：１６．２１ ９．１�
８１２� レジェンドプレイス 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �ユートピア牧場 西園 正都 登別 ユートピア牧場 ４８２－１４２：１６．４１� ７．５�
１１ シ ョ ウ ケ イ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠根岸 治男氏 坂口 正大 門別 白井牧場 ５０４± ０２：１６．６１� １２．８�
６８ � メイショウアンドレ 牡３栗 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５４４＋ ６２：１６．７� ５．０�
８１３� カネトシツヨシオー 牡３鹿 ５６ 川原 正一兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８６－ ６ 〃 アタマ ６２．０�

（兵庫）

３３ � メイショウチュラ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４５０－１６２：１７．３３� ２７．２	
５７ セイウンエポック 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三西山 茂行氏 宮本 博 新冠 中本 隆志 B４６２－ ２２：１７．４� ６１．２

５６ � シロキタダンディー 牡３鹿 ５６ 鮫島 克也小西 勇氏 加藤 敬二 門別 門別フアーム ４７８＋ ６２：１７．８２� ２０８．６�

（佐賀）

７１１ メジャータイトル 牝３芦 ５４ 上村 洋行山本 敏晴氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４６８＋ ８２：１７．９クビ ５４０．１�
７１０�� サクセスバルブエナ 	３鹿 ５６ 池添 謙一�嶋 哲氏 山内 研二 三石 佐藤 陽一 ４４４－ ２２：１８．３２� ２７３．９
４４ � タガノグローリー 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一八木 良司氏 柴田 光陽 新冠 片倉 拓司 ５００－ ８２：１８．５１� ２０３．２�
４５ ドリームステージ 牡３栗 ５６ 川島 信二田邉 康子氏 大橋 勇樹 鵡川 フラット牧場 ５０４＋ ８２：１９．０３ ６４０．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，６６８，１００円 複勝： １８，３６０，６００円 枠連： ２４，３１８，４００円

普通馬連： ６９，７３２，３００円 馬単： ９３，６５１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４０１，２００円

３連複： １０３，７８６，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３４９，９１９，２００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（２－６） ５３０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３２０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９６６８１ 的中 � １０１７８０（１番人気）
複勝票数 計 １８３６０６ 的中 � ５９３２１（１番人気）� ２２２１４（４番人気）� ２４９８４（３番人気）
枠連票数 計 ２４３１８４ 的中 （２－６） ３４１７４（３番人気）
普通馬連票数 計 ６９７３２３ 的中 �� ７１８３３（３番人気）
馬単票数 計 ９３６５１９ 的中 �� ７０５８２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４０１２ 的中 �� １８９２２（２番人気）�� １６４７５（３番人気）�� ６００１（９番人気）
３連複票数 計１０３７８６７ 的中 ��� ４９９９６（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１３．０―１２．７―１２．７―１２．６―１２．７―１２．２―１１．３―１２．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．４―３６．４―４９．１―１：０１．８―１：１４．４―１：２７．１―１：３９．３―１：５０．６―２：０３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メジロマシューズ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 テ リ オ ス デビュー ２００６．３．１８ 阪神９着

２００３．４．１４生 牡３栗 母 メジロランバダ 母母 メジロマーリン ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 シロキタダンディー号・メジャータイトル号・サクセスバルブエナ号は，平成１８年５月２３日まで平地競走

に出走できない。
※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。



１２０１６ ４月２３日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８京都３）第２日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

７１１ マチカネエテンラク 牡６栗 ６０ 西谷 誠細川 益男氏 瀬戸口 勉 平取 稲原牧場 ５０６± ０３：１７．０ ３．１�

８１３ レ ヴ ァ ン テ 牡５黒鹿６０ 白浜 雄造澤口 一洋氏 領家 政蔵 静内 タイヘイ牧場 ５０８＋ ６３：１７．７４ ７．２�
１１ � エイシンサクラオー 牡４鹿 ５９ 蓑島 靖典平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４８２－ ４３：１７．９１� ４．８�
６９ サフランブリザード 牡７黒鹿６０ 石山 繁海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 ４８２－ ２３：１８．４３ ５．７�
７１２ マルブツトルネード 牡４鹿 ５９ 今村 康成大澤 毅氏 岡田 稲男 浦河 松田 憲一 ４４４－ ２３：１９．１４ ２３．７�
３３ � アグネスモナク 牡４鹿 ５９ 仲田 雅興渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４３：２０．１６ ２８．１�
４５ スズノグランプリ 牡５芦 ６０ 林 満明阿部 雅子氏 須貝 彦三 新冠 越湖ファーム ４７２＋ ２３：２０．２クビ ４６．９�
８１４� スカイコンコルド 牡５鹿 ６０ 北沢 伸也小林 久義氏 清水 出美 新冠 飛渡牧場 ５０２＋ ２３：２０．７３ ５．７	
５７ � シ ー カ ー 牡４鹿 ５９ 浜野谷憲尚高橋 一恵氏 大江原 哲 静内 佐竹 哲 ５０８＋ ４３：２２．３１０ １０２．７

５８ レオバラード �４黒鹿５９ 江田 勇亮�レオ 平井 雄二 浦河 能登 一男 ４２６－１２３：２３．０４ ２４１．９�
２２ � ラガールージュ 牡４鹿 ５９ 高野 容輔奥村 啓二氏 田所 清広 三石 山際牧場 ４７４± ０ 〃 アタマ ５０．９
６１０ コウエイアタック 牝４鹿 ５７ 小坂 忠士伊東 政清氏 田所 清広 鹿児島 伊東 政清 ５１０＋２４ 〃 クビ １３９．３�
３４ マルカケセラセラ 牡４栗 ５９ 宇田登志夫河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４９６± ０３：２３．１クビ ４５．８�
４６ � ニシノシンフォニー 牡６鹿 ６０ 金折 知則西山 茂行氏 松元 茂樹 鵡川 西山牧場 ４９２＋１２ （競走中止） １３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，７８３，４００円 複勝： １３，８６３，３００円 枠連： ２５，１８６，６００円

普通馬連： ５６，４５９，９００円 馬単： ６１，２５４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２５６，４００円

３連複： ９６，４８１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２８０，２８５，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � １５０円 枠 連（７－８） ３５０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ３９０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１７８３４ 的中 � ３０２８９（１番人気）
複勝票数 計 １３８６３３ 的中 � ２７９９４（１番人気）� １３６９８（５番人気）� ２６２２０（３番人気）
枠連票数 計 ２５１８６６ 的中 （７－８） ５４１９１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５６４５９９ 的中 �� ３４８０５（５番人気）
馬単票数 計 ６１２５４５ 的中 �� ２６９０５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２５６４ 的中 �� ６７４６（６番人気）�� １０２９７（３番人気）�� ５６２３（９番人気）
３連複票数 計 ９６４８１２ 的中 ��� ４０９４１（３番人気）

上り １マイル １：４８．２ ４F ５３．０－３F ３９．８
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
９，１４（１０，１１，１２）（１，５）１３－７－（３，２）８－４
１１，９，１，１２（５，１３）＝１４＝７－３，１０，８（４，２）

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

勝馬の
紹 介

マチカネエテンラク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Nureyev デビュー ２００３．７．２０ 小倉５着

２０００．６．１０生 牡６栗 母 カラズアリア 母母 Teacher’s Joy 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔競走中止〕 ニシノシンフォニー号は，１周目４号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２６頭 アンクルスーパー号・インパルスシチー号・エイシンハルピン号・エイシンボストン号・エフジーストロング号・

エルウェーキュート号・グランツスワン号・ゲイリージェネラル号・ゴジョウゲン号・サチノレインボー号・
サンエムタロウ号・シャンディムーン号・スカイイレブン号・スリーブラボー号・ドローアウター号・
ナリタボールド号・ニシノニシーノ号・ビッグファントム号・ベルゲン号・マルノウエスタン号・
ミラクルコジーン号・ヤマカツブルックス号・ライトアンドパワー号・ライブリトレジャー号・ランドブラザー号・
ロイヤルクラウン号



１２０１７ ４月２３日 晴 良 （１８京都３）第２日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２４ �� コスモプラチナ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４０２＋ ６１：１０．４ ５．２�

６１１� ヒシワンスモア 牝３黒鹿５４ 四位 洋文阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Masa-
ichiro Abe ４０８＋ ２１：１０．５	 ３．３�

３６ � アサショウキング 牡３鹿 ５４ 福永 祐一榮 義則氏 森 秀行 豪 Reavill Farm Thor-
oughbreds Pty Ltd ４８８＋ ８１：１０．６
 ５．３�

１１ メイショウエンドラ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 福島 勝 静内 静内フジカ
ワ牧場 ３８６＋ ２１：１０．８１	 １６．５�

４８ � マシロンガール 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介平井 豊光氏 藤岡 健一 米 Winches-
ter Farm ３９８－ ４１：１１．０１� ５．４�

５９ � チョウスキスキ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 太宰 義人 静内 聖心台牧場 ４８４ ―１：１１．１
 ８０．３�
２３ � クリーンスウィープ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８－ ６１：１１．４１
 ７．８	
６１２� デンコウグリーン 牡３鹿 ５６ 幸 英明田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 本巣 敦 ４４２－ ２１：１１．８２	 １０５．０

１２ � セントレアボス 牡３鹿 ５６ 今村 康成藤井 宏次氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４３２＋ ４ 〃 クビ ２４８．８�
７１４ フミノスターダム 牡３鹿 ５６ 石橋 守谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４６８－１０１：１１．９	 ２０７．９�
８１６� ラガーフラッシュ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二奥村 啓二氏 柴田 政見 門別（有）上野育成牧場 ４２２＋ ２ 〃 クビ ３０７．１
７１３� ホッコーラブリー 牝３鹿 ５４ 上村 洋行矢部 幸一氏 浜田 光正 鵡川 片山 幹雄 ４５０＋ ６１：１２．１１ ２８．４�
８１８� マヤノダリンカ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎田所 英子氏 坂口 正則 門別 浜本 幸雄 ４５４＋ ４１：１２．３１� ７６．３�
８１７ チョウコンドクル 牝３黒鹿５４ 鮫島 克也丸山 隆雄氏 坂口 正則 新冠 メイタイ牧場 B４５４－ ２１：１２．７２	 ６４．６�

（佐賀）

４７ � マルノアサシン 牝３黒鹿５４ 黒岩 悠西野 定榮氏 吉岡 八郎 静内 塚尾牧場 ４１０＋ ４１：１２．８	 ３１３．３�
５１０ カクテルシチー 牝３青 ５４ 川原 正一 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 井本 文雄 ４１２＋ ２ 〃 ハナ １４５．４�

（兵庫）

７１５ テイエムファイト 牡３栗 ５６ 荻野 要竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 競優牧場 B４６６－ ４１：１３．０１� １４２．１�
３５ � シヨノマジェスティ 牝３芦 ５４ 小牧 太庄野 昭彦氏 宮本 博 門別 庄野牧場 ４４２＋１８１：１３．６３	 １１．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，７９４，２００円 複勝： １７，６４０，０００円 枠連： ２７，００３，３００円

普通馬連： ７１，４９１，４００円 馬単： ７０，７３５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８８０，９００円

３連複： １０３，４１６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３２１，９６１，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（２－６） ５２０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ４８０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３７９４２ 的中 � ２０９８１（２番人気）
複勝票数 計 １７６４００ 的中 � ２４８５６（３番人気）� ４３６７４（１番人気）� ２６０４８（２番人気）
枠連票数 計 ２７００３３ 的中 （２－６） ３８９０６（１番人気）
普通馬連票数 計 ７１４９１４ 的中 �� ６２７４５（２番人気）
馬単票数 計 ７０７３５９ 的中 �� ２６２３０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８８０９ 的中 �� １４９４７（２番人気）�� ８７３３（４番人気）�� １２０３９（３番人気）
３連複票数 計１０３４１６２ 的中 ��� ５６８３４（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．４―１１．８―１１．９―１２．０

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
コスモプラチナ �

�
父 ステイゴールド �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００５．６．１８ 阪神２着

２００３．４．２０生 牝３鹿 母 グレースマリヤ 母母 ミホグレース ９戦１勝 賞金 １２，３００，０００円
〔発走状況〕 シヨノマジェスティ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 デンコウグリーン号の騎手幸英明は，３コーナー通過後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔調教再審査〕 シヨノマジェスティ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 シヨノマジェスティ号は，３コーナー通過後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔３走成績による出走制限〕 マヤノダリンカ号・マルノアサシン号は，平成１８年５月２３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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ホーマンラブリー号
（非抽選馬） １頭 ゼットエクセル号
※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。



１２０１８ ４月２３日 晴 良 （１８京都３）第２日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

２２ � メイショウゲンジ 牡３栗 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 佐山 優 新冠 ヤマオカ牧場 ５１４＋ ４１：３４．９ １．９�

８１３ ステラマドレード 牝３鹿 ５４ 四位 洋文後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 静内 曾田農園 ４０６－ ４ 〃 クビ ６．２�
１１ � テイエムミゴテカ 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 ４５８＋ ４１：３５．６４ ９６．９�
５６ マイネルスパーダ 牡３青鹿５６ 柴田 善臣 �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 ４７０＋ ８１：３５．７� ９．９�
６９ ロ ー タ ス 牡３鹿 ５６ 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ １１．９�
４４ � オースミタキオン 牡３栗 ５６ 和田 竜二�オースミ 南井 克巳 静内 キヨタケ牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ２８．２�
７１１� アリババシチー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 田中 章博 門別 下河辺牧場 ４４８± ０１：３５．８� ２１．０	
６８ � ネイルカイザー 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４４０＋ ４１：３５．９クビ ５１７．４

４５ �� スマイリングルーラ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三鈴木 義孝氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ ９４．１�
８１２� カノヤバトルスター 牡３芦 ５６ 鮫島 克也神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４９０± ０１：３６．０クビ ９５．５�

（佐賀）

５７ � グレースバニヤン 牝３青鹿５４ 岩田 康誠津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４３４± ０１：３６．１� １５．３
３３ フ ェ リ ー ク 牝３青 ５４ 安藤 勝己 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ２１：３６．２	 ９．０�
７１０
 エイシンチャンドラ 牡３青鹿５６ 小牧 太平井 豊光氏 宮本 博 米 Nancy S.

Dillman ４５２± ０１：３６．４１� １３．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，９１１，１００円 複勝： ３０，２９７，９００円 枠連： ２６，９６８，９００円

普通馬連： １００，６１５，１００円 馬単： １０８，７６４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０５６，４００円

３連複： １４２，７７２，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４６０，３８６，２００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １，４２０円 枠 連（２－８） ４５０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，４４０円 �� ７，１５０円

３ 連 複 ��� １２，９４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２９１１１ 的中 � １０００７０（１番人気）
複勝票数 計 ３０２９７９ 的中 � １１３７５８（１番人気）� ４１２１１（２番人気）� ３０３９（１２番人気）
枠連票数 計 ２６９６８９ 的中 （２－８） ４４９１３（１番人気）
普通馬連票数 計１００６１５１ 的中 �� １７８２２６（１番人気）
馬単票数 計１０８７６４８ 的中 �� １３８２４１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０５６４ 的中 �� ４７５５７（１番人気）�� ４１１１（１６番人気）�� ７９３（５２番人気）
３連複票数 計１４２７７２０ 的中 ��� ８１４６（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．８―３５．５―４７．６―５９．４―１：１１．２―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウゲンジ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Lead On Time デビュー ２００５．１１．５ 京都１着

２００３．３．１３生 牡３栗 母 ニューシャグラ 母母 ミスシャグラ １０戦２勝 賞金 ３０，１４２，０００円
※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。



１２０１９ ４月２３日 晴 良 （１８京都３）第２日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

２３ ゴービハインド 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �ノースヒルズマネ
ジメント 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６＋ ４１：１１．９ ３．０�

４７ � ハーベストシーズン 牝３鹿 ５４ 武 豊渡邊 隆氏 伊藤 雄二 米 Takashi
Watanabe ５２０－ ６１：１２．０� ２．９�

１１ � マドンナブラボー 牝３鹿 ５４ 高井 彰大�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４５０＋ ２１：１２．３２ １２０．２�
６１１	 ペプチドジャスパー 牡３栃栗５６ 岩田 康誠沼川 一彦氏 境 直行 様似 林 時春 ４６０± ０１：１２．４� ５０．３�
３４ � レッドスポーツカー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行藤田与志男氏 藤原 英昭 米 Gilbert G.

Campbell ４４８－ ２１：１２．６１ ６．３�
５８ � テイエムオーディン 牡３栗 ５６ 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４５０－ ２ 〃 ハナ １８．４�
８１４ テイエムポラリス 牡３鹿 ５６ 小池 隆生竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４９４－ ８１：１２．８１� ９９．６	
７１３�	 ブロードチャンネル 
３鹿 ５６ 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 飯田 雄三 三石 萩澤 泰博 ４４４－ ２ 〃 アタマ ６３．６

２２ � ジャックカチドキ 牡３栗 ５６ 横山 典弘�千早クラブ 伊藤 正徳 門別 古川 優 ４９２± ０１：１３．０１� １１．５�
４６ ダイナミックターン 牡３栗 ５６ 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム ４６４＋ ２１：１３．１クビ １２．１
６１０� ワンダールビアノ 牡３芦 ５６ 石橋 守山本 信行氏 領家 政蔵 米

Belvedere
Farm Inc. &
Jim Moloney

４８０± ０１：１３．２� ２２．８�
５９ ナムラクニヒメ 牝３青鹿５４ 和田 竜二奈村 信重氏 五十嵐忠男 門別 いとう牧場 ４５４－ ４ 〃 ハナ ５９．４�
７１２ スズノケーティング 牡３鹿 ５６ 鮫島 克也阿部 雅子氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４３６－ ４１：１４．１５ ６２．２�

（佐賀）

３５ � フォワードダンサー 
３鹿 ５６ 川原 正一岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 門別 インターナシヨナル牧場 ５２２± ０１：１４．８４ ８５．２�
（兵庫）

８１５� ソニックベロシティ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 増本 豊 静内 増本牧場 ４８４－ ４ （競走中止） ２１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，７７３，８００円 複勝： ２６，３７６，５００円 枠連： ３１，８５２，４００円

普通馬連： １１６，２７２，９００円 馬単： １０９，０５５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６７４，０００円

３連複： １６５，３１７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４９９，３２３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １，４５０円 枠 連（２－４） ２４０円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２，８５０円 �� ３，３２０円

３ 連 複 ��� ９，４６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０７７３８ 的中 � ５５０１０（２番人気）
複勝票数 計 ２６３７６５ 的中 � ７５０６６（１番人気）� ６６４５４（２番人気）� ２４７６（１５番人気）
枠連票数 計 ３１８５２４ 的中 （２－４） ９９２９７（１番人気）
普通馬連票数 計１１６２７２９ 的中 �� ３０２６５８（１番人気）
馬単票数 計１０９０５５７ 的中 �� １３０６８１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６７４０ 的中 �� ６０９１６（１番人気）�� ２０５９（３１番人気）�� １７６０（３７番人気）
３連複票数 計１６５３１７８ 的中 ��� １２９１０（２６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．９―１２．３―１２．２―１２．４

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３６．９
３ ４（５，７）（３，１３）（１１，１２）（８，１４）６，１５，９（２，１，１０） ４ ・（４，７）（３，５，１３）（８，１４）１１－（６，１）（１２，９）２，１０＝１５

勝馬の
紹 介

ゴービハインド �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．１．２１ 京都１着

２００３．５．１８生 牡３鹿 母 グッバイマイラブ 母母 モストアミュージング ４戦２勝 賞金 １５，８００，０００円
〔競走中止〕 ソニックベロシティ号は，競走中に疾病〔右第３中手骨々折〕を発症したため４コーナーで競走中止。
※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。



１２０２０ ４月２３日 晴 良 （１８京都３）第２日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （芝・右・外）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．２５以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
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

１：３２．１
１：３１．５

良

良

６１２�� ストローズティック 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎武田 茂男氏 野村 彰彦 三石 萩澤 俊雄 ４６６＋ ４１：３４．１ ５５．６�

１２ 	 エイシンインパール 牡４芦 ５７ 渡辺 薫彦平井 豊光氏 沖 芳夫 米 Mueller
Farms, Inc. ５１４－ ２ 〃 クビ ６．９�

７１４	 セトノゼディタブ 牡４鹿 ５６ 和田 竜二難波 澄子氏 南井 克巳 豪 Mr MB Inglis B４６２－ ４１：３４．２
 ８．６�
３６ ミスタージャガー 牡５芦 ５７ 石山 繁��昭牧場 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ５２８＋ ２１：３４．４１� ２０．５�
５９ フローラルパレス 牝４栗 ５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 松元 省一 白老 白老ファーム ４３４＋１２ 〃 クビ １１．１�
３５ � アドマイヤレオン 牡６鹿 ５７ 武 豊近藤 利一氏 橋田 満 追分 追分ファーム ５２０± ０１：３４．５クビ ６．１�
１１ �� エアニックス 牡４栗 ５７ 横山 典弘 	ラッキーフィールド伊藤 雄二 静内 千代田牧場 ４６６－ ２１：３４．７１� ６．２

２４ � エースデヨバン 牡４黒鹿５７ 四位 洋文�ターフ・スポート田所 秀孝 様似 �村 伸一 B４４８＋ ２１：３４．８ ８．０�
８１５� スリーハイシャトル 牡５鹿 ５８

５５ ▲上野 翔永井商事	 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４７６＋ ２１：３４．９クビ ３．１�
６１１ イソノサクセス 牡５黒鹿５７ 角田 晃一磯野 俊雄氏 増本 豊 浦河 村下農場 B４８０＋ ４１：３５．１１ ６２．２
５１０	 ローレルスパーク �５鹿 ５７ 小牧 太 	ローレルレーシング 中竹 和也 米 Cheveley

Park Stud ４６６－ ６ 〃 クビ ９７．２�
２３ アドマイヤワシ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 三石 水上 習孝 ４６２＋ ６１：３５．５２ ６４．６�
７１３�� スターリギル 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介池住 安信氏 吉岡 八郎 青森 滝沢牧場 ４２８－１２１：３６．０３ ３１５．２�
４７ �� ホクザンアスリート 牡４鹿 ５７ 上村 洋行木本 弘孝氏 野元 昭 三石 川端 英幸 ４８２＋ ８１：３６．１ ６５２．１�
４８ ベルディマンシェ 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 坪 憲章 追分 追分ファーム B４６０± ０１：３６．４１
 ５０．９�
８１６�� メイショウシンゲツ 牡４青鹿５７ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ４８４－ ４１：３６．９３ １４７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５９５，５００円 複勝： ２９，５０３，７００円 枠連： ３５，４７０，３００円

普通馬連： １２０，３０１，０００円 馬単： １０２，９７８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４１３，４００円

３連複： １５８，３６０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４９４，６２３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５，５６０円 複 勝 � １，２５０円 � ２５０円 � ３３０円 枠 連（１－６） ５，５３０円

普通馬連 �� １９，８６０円 馬 単 �� ５６，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７８０円 �� ４，６１０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ３８，９１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１５９５５ 的中 � ３０６４（１０番人気）
複勝票数 計 ２９５０３７ 的中 � ５２６５（１０番人気）� ３５９８８（３番人気）� ２４０４０（６番人気）
枠連票数 計 ３５４７０３ 的中 （１－６） ４７３４（１７番人気）
普通馬連票数 計１２０３０１０ 的中 �� ４４７２（４０番人気）
馬単票数 計１０２９７８９ 的中 �� １３５７（１０３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４１３４ 的中 �� １３３５（４５番人気）�� １３８３（４３番人気）�� ６３９４（１４番人気）
３連複票数 計１５８３６０３ 的中 ��� ３００４（１０３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．２―１１．７―１１．４―１１．１―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３４．３―４６．０―５７．４―１：０８．５―１：２１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３６．７
３ １（１１，１５）（９，１４）－（８，１６）１２（５，４）（７，６）（３，２）－１３，１０ ４ ・（１，１１）１５（９，１４）－（８，４）１６（５，１２，６）２，３，７（１３，１０）

勝馬の
紹 介

�
�
ストローズティック �

�
父 ストローズクリーク �

�
母父 Touching Wood

２００２．４．６生 牡４鹿 母 クリプテイツク 母母 Cryptomeria １１戦１勝 賞金 １０，０５０，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 スターリギル号は，枠入り不良。
〔３走成績による出走制限〕 ベルディマンシェ号は，平成１８年５月２３日まで平地競走に出走できない。



１２０２１ ４月２３日 晴 良 （１８京都３）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

むらさきの

紫 野 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．２５以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５８ � マヤノライジン 牡５鹿 ５７ 池添 謙一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７０＋ ４１：４７．０ ３．１�

４６ � フレアリングベスト 牡５鹿 ５７ 横山 典弘山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５０８－ ８１：４７．２１	 １６．３�
５９ レットバトラー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 �社台レースホース瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２１：４７．３クビ ７．５�
６１０ ビッグタイガー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二�ビッグ 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４７０－ ４１：４７．４
 ５６．１�
３５ � トウショウパワーズ 牡４鹿 ５７ 酒井 学トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４４８－ ２ 〃 アタマ １０．２�
６１１ マヤノスターダム 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４７６± ０１：４７．５クビ ５．０	
４７ � メイショウアカシ 牡６鹿 ５７ 四位 洋文松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ５２．５

８１４ トーワクリスタル 牝６芦 ５５ 武 豊齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ５１６＋１６１：４７．６
 ５．５�
７１２�� サンレイフレール 牝６鹿 ５５ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ８１：４７．９１
 １０４．８�
７１３� カノヤバトルクロス 牡７芦 ５７ 鮫島 克也神田 薫氏 坂口 正則 新冠 小泉牧場 ４９４± ０ 〃 ハナ ４５．５

（佐賀）

２２ パッショナルダンス 牝４青鹿５５ 藤岡 佑介�ターフ・スポート池江 泰郎 浦河 丸幸小林牧場 ４５６± ０１：４８．１１� ４３．９�
２３ ミズホユウセイ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦�王蔵牧場 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 ４３８＋ ４１：４８．４２ ４０３．５�
８１５ アマノブレイブリー 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 昭和牧場 ５０４＋２２ 〃 クビ ３３．２�
３４ スリースピニング �５鹿 ５７ 上村 洋行永井商事� 西浦 勝一 浦河 辻 牧場 ４４０－ ６ 〃 ハナ ３３．３�
１１ レジェンダロッサ 牡４鹿 ５７ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：４８．８２	 ９．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，４６３，３００円 複勝： ４１，２６９，４００円 枠連： ４４，２３０，０００円

普通馬連： １７１，６０８，０００円 馬単： １２６，６９６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，８９０，６００円

３連複： １５０，３６３，３００円 ３連単： ３６９，３５１，１００円 計： ９７２，８７１，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ４６０円 � ２５０円 枠 連（４－５） １，３８０円

普通馬連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ４，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ４６０円 �� ２，１００円

３ 連 複 ��� ６，７６０円 ３ 連 単 ��� ３３，５２０円

票 数

単勝票数 計 ３０４６３３ 的中 � ７８００７（１番人気）
複勝票数 計 ４１２６９４ 的中 � １０２１９６（１番人気）� １８１０３（７番人気）� ４１１８６（４番人気）
枠連票数 計 ４４２３００ 的中 （４－５） ２３７７０（６番人気）
普通馬連票数 計１７１６０８０ 的中 �� ４４５１７（１０番人気）
馬単票数 計１２６６９６２ 的中 �� ２０１５３（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８８９０６ 的中 �� ９４３６（１０番人気）�� ２２７１１（３番人気）�� ４２９９（２４番人気）
３連複票数 計１５０３６３３ 的中 ��� １６４３４（１６番人気）
３連単票数 計３６９３５１１ 的中 ��� ８１３２（８０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１１．５―１２．０―１２．２―１１．８―１１．１―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３５．８―４７．８―１：００．０―１：１１．８―１：２２．９―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
３ １５（１，１４）（５，８）１０（２，４，９）（３，１２）（６，７）（１３，１１） ４ ・（１５，１４）８（１，５，１０）（２，４，９，１２）（３，６，７）（１３，１１）

勝馬の
紹 介

�マヤノライジン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Danzig デビュー ２００３．１２．７ 中京２着

２００１．４．２生 牡５鹿 母 トップニュースⅡ 母母 Fabulous Fraud １２戦５勝 賞金 ６０，１３５，０００円
※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。



１２０２２ ４月２３日 晴 良 （１８京都３）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

たちばな

橘 ス テ ー ク ス
発走１５時１０分 （芝・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１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

３５ � セレスダイナミック 牡３黒鹿５６ 和田 竜二岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield
Farm ４７６＋ ４１：０９．２ １８９．４�

４６ ウインレジェンド 牡３黒鹿５６ 福永 祐一�ウイン 瀬戸口 勉 門別 シンコーファーム ４７６－１０１：０９．３� １．５�
２３ 	 ナンヨーノサガ 牝３黒鹿５４ 武 豊中村 �也氏 池上 昌弘 浦河 笹島 政信 ４２８－ ８１：０９．５１ １１．６�
６１１ エイシンアモーレ 牝３鹿 ５５ 池添 謙一平井 豊光氏 瀬戸口 勉 浦河 栄進牧場 ４５０－ ６１：０９．６
 ８．６�
５８ � セントルイスガール 牝３黒鹿５４ 小牧 太平井 豊光氏 坂口 正則 米 Columbi-

ana Farm ３９０－ ２ 〃 クビ ３６．０�
３４ トシザサンサン 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４５８－ ４１：０９．８１� ３３．０�
８１５� シ テ ィ ボ ス 牡３鹿 ５６ 川原 正一服部 新平氏 斉藤 裕 新冠 アラキフアーム ４４６± ０１：０９．９
 ２７２．５	

（兵庫） （兵庫）

４７ ヒトリムスメ 牝３栃栗５４ 安藤 勝己タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４３８＋ ６１：１０．０� １１．６

１１ �	 ミッキーコマンド 牝３鹿 ５５ 石橋 守三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４３０± ０１：１０．１
 ５０．４�
６１０ ナムラブーム 牡３鹿 ５６ 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４９０＋ ４１：１０．６３ １２．５�
２２ � ウォーターポロ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎山岡 良一氏 岡田 稲男 門別 日高大洋牧場 ４６０＋ ６１：１０．７クビ １１３．９
７１２� タイセイアトム 牡３鹿 ５６ 川島 信二田中 成奉氏 安藤 正敏 三石 嶋田牧場 ５００－ ２１：１０．８� １９．５�
７１３	 シアトルバローズ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三猪熊 広次氏 武田 博 門別 瀬戸牧場 ４３８± ０１：１１．０１� １３４．７�
５９ 	 セイウンマル 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６０± ０１：１１．１� ９０．１�
８１４� フサイチダイナソー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文関口 房朗氏 森 秀行 加 Windways

Farm Limited ５３８± ０ 〃 ハナ ２０．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４０，１４８，６００円 複勝： ４３，６６１，７００円 枠連： ４７，７４３，３００円

普通馬連： ２２１，６１９，２００円 馬単： １７４，２９５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，１２６，５００円

３連複： １７７，７１５，６００円 ３連単： ４８２，８２３，３００円 計： １，２３７，１３３，３００円

払 戻 金

単 勝 � １８，９４０円 複 勝 � ２，８１０円 � １２０円 � ２８０円 枠 連（３－４） １，３２０円

普通馬連 �� ９，５１０円 馬 単 �� ３７，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８７０円 �� １２，９１０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２５，２００円 ３ 連 単 ��� ３７０，７９０円

票 数

単勝票数 計 ４０１４８６ 的中 � １６７１（１４番人気）
複勝票数 計 ４３６６１７ 的中 � ２３４５（１４番人気）� １７１５３６（１番人気）� ３２０２６（５番人気）
枠連票数 計 ４７７４３３ 的中 （３－４） ２６７８７（６番人気）
普通馬連票数 計２２１６１９２ 的中 �� １７２００（２９番人気）
馬単票数 計１７４２９５１ 的中 �� ３４５４（７６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９１２６５ 的中 �� ２９６３（３９番人気）�� ８７６（７１番人気）�� ３０３６７（４番人気）
３連複票数 計１７７７１５６ 的中 ��� ５２０６（７７番人気）
３連単票数 計４８２８２３３ 的中 ��� ９６１（６７３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．０―１０．９―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．１―４５．０―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セレスダイナミック �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Broad Brush デビュー ２００５．１１．１３ 京都３着

２００３．４．８生 牡３黒鹿 母 Jolly Ginny 母母 Fleet Secretariat ８戦３勝 賞金 ３４，７５７，０００円
※出走取消馬 スーパーワシントン号（疾病〔感冒〕のため）
※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。



１２０２３ ４月２３日 晴 良 （１８京都３）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第１１回アンタレスステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬３�増，GⅡ競走１着馬２�増，
GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

７１３� フィフティーワナー �４黒鹿５６ 武 豊 �キャロットファーム 安田 隆行 米 Mr. & Mrs. George
S Hofmeister B４８２－ ４１：４９．０ ３．６�

６１１	 ヒシアトラス 牡６黒鹿５７ 横山 典弘阿部雅一郎氏 中野 隆良 千歳 社台ファーム ５４０－１０１：４９．４２
 ３．２�
１２ サ カ ラ ー ト 牡６栗 ５８ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４７０－ ６ 〃 ハナ ５．６�
７１４	 フィールドルージュ 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 三石 中田 英樹 ４８８＋ ８１：４９．５� １５．１�
１１ ビ ッ グ ド ン 牡６鹿 ５６ 川島 信二�ビッグ 中尾 秀正 静内 マークリ牧場 ４４６± ０１：４９．９２
 １２７．３�
４７ プライドキム 牡４栗 ５６ 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 門別 ヤナガワ牧場 ４９４＋ ８ 〃 アタマ １７．８�
２４ ピットファイター 牡７鹿 ５７ 安藤 勝己臼田 浩義氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９２＋ ７ 〃 アタマ １１．８	
３６ �	 エーピーフラッシュ 牡６鹿 ５６ 古川 吉洋 
デルマークラブ 武田 博 浦河 ヒダカフアーム ４７４－ ４１：５０．１１ ３５４．３�
２３ 	 オーガストバイオ 牡５鹿 ５６ 川原 正一バイオ
 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ４ 〃 クビ ４４．７�

（兵庫）

４８ � カフェオリンポス 牡５栗 ５９ 四位 洋文西川 光一氏 松山 康久 米 Mt. Brilliant
Farm LLC ５１８＋ ２１：５０．２クビ １５．１

５１０ クワイエットデイ 牡６黒鹿５６ 幸 英明 �サンデーレーシング 松元 省一 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ６ 〃 クビ ３７．７�
８１６ エンシェントヒル 牝５鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２１：５０．３
 ９．３�
８１５ ヒカルウイッシュ 牡４鹿 ５６ 鮫島 克也高橋 光氏 栗田 博憲 鵡川 宇南山牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ １０８．８�

（佐賀）

３５
�
	
 ベ ラ ー ジ オ 牡７鹿 ５６ 小牧 太金子真人ホール

ディングス
 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ６１：５０．６１� ３４．８�
５９ ホーマンベルウィン 牡９黒鹿５６ 佐藤 哲三久保 久人氏 西園 正都 浦河 向別福田

ファーム ４８０＋ ２１：５０．７� ３７１．１�
６１２� インタータイヨウ 牡７栗 ５７ 秋山真一郎インターナシヨナル

ホース
 野村 彰彦 門別 インターナシヨナル牧場 ４６８－ ６１：５１．９７ ３０８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３４，７２８，７００円 複勝： １６７，４８７，６００円 枠連： １７８，２６３，３００円

普通馬連： １，００５，８６８，４００円 馬単： ６３０，２２６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８９，４１５，０００円

３連複： ８７５，２８５，９００円 ３連単： １，９６１，０９１，０００円 計： ５，１４２，３６６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（６－７） ４７０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ５８０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ５，２４０円

票 数

単勝票数 計１３４７２８７ 的中 � ３０１１４５（２番人気）
複勝票数 計１６７４８７６ 的中 � ２９５１２７（２番人気）� ４５２５８４（１番人気）� ２２０５２０（３番人気）
枠連票数 計１７８２６３３ 的中 （６－７） ２８２６９２（１番人気）
普通馬連票数 計１００５８６８４ 的中 �� １２０５９８４（１番人気）
馬単票数 計６３０２２６６ 的中 �� ４１７０７５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８９４１５０ 的中 �� ２１７８４９（１番人気）�� ７１０１２（４番人気）�� １４５８７５（２番人気）
３連複票数 計８７５２８５９ 的中 ��� ４９４７７７（１番人気）
３連単票数 計１９６１０９１０ 的中 ��� ２７６５３５（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．６―１２．４―１２．２―１２．２―１２．３―１１．９―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．８―３６．２―４８．４―１：００．６―１：１２．９―１：２４．８―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１
１
３
１３，７（２，４，１１）８（３，５，１２）９（６，１５，１６）（１，１４）－１０
１３（２，７）（１１，８）（４，５）（３，１２）９（６，１６）１５，１４（１，１０）

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

勝馬の
紹 介

�フィフティーワナー �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Irish River デビュー ２００５．７．２３ 函館３着

２００２．５．１０生 �４黒鹿 母 Heraklia 母母 Hydro Calido ６戦５勝 賞金 ８２，３０１，０００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。
（非抽選馬） ８頭 アイルラヴァゲイン号・アグネススペシャル号・イサオヒート号・オーゴンサンデー号・バアゼルキング号・

マルターズホーク号・ラントゥザフリーズ号・ワイルドソルジャー号
※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。



１２０２４ ４月２３日 晴 良 （１８京都３）第２日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

牝，４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．３．２５以降４歳１，０００・５
歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３５ グランプリオーロラ 牝５鹿 ５５ 武 豊�グランプリ 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４５８± ０１：２３．４ ５．２�

６１１ サンアディユ 牝４鹿 ５５ 小牧 太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９０± ０１：２３．６１� ６．９�
４８ ヒ カ リ ア イ 牝５黒鹿５５ 福永 祐一當山 �則氏 松永 昌博 門別 中川牧場 ４５８＋ ２１：２３．９１� ４．５�
３６ スプリングボード 牝６栗 ５５ 和田 竜二岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 原 光彦 ４７４＋ ８１：２４．２１� ６３．１�
８１６ アイシースズカ 牝６黒鹿５５ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ １４．４�
７１４�� キタサンラブソング 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠	大野商事 鹿戸 幸治 白老 白老ファーム ４８８＋１０１：２４．７３ １３．７

８１５� バリーバーン 牝５黒鹿５５ 北村 浩平飯田 吉哉氏 田所 秀孝 早来 ノーザンファーム ４２６＋ ４１：２４．８	 ６７．０�
５９ � レ テ 牝４栗 ５５ 鮫島 克也池谷 誠一氏 角居 勝彦 三石 仲野牧場 ４５４－１０１：２４．９	 １３１．２�

（佐賀）

５１０� ビューティフルアイ 牝６黒鹿５５ 角田 晃一�グリーンテック橋本 寿正 厚真 大川牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ ３４．９
１１ カシノコールミー 牝７鹿 ５５ 須貝 尚介柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５００± ０１：２５．１１� ３８．１�
２４ � ダイキチムスメ 牝６鹿 ５５ 飯田 祐史西村新一郎氏 梅田 康雄 三石 乾 皆雄 ４８２－ ８ 〃 クビ ２３８．８�
６１２ グラスクレバー 牝９鹿 ５５ 上村 洋行半沢	 増本 豊 静内 八田牧場 ４７８＋ ６１：２５．２クビ １９７．５�
７１３ ハルーワスウィート 牝５栗 ５６ 藤岡 佑介吉田 和美氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２１：２５．５１� ２．７�
１２ ア ミ リ ス 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ５１０＋ ４１：２５．８２ ３２．４�
２３ ミッドナイトトーク 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦 	社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ４７０＋ ８１：２６．２２	 １６２．２�
４７ � アドマイヤイチ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 ４９４－ ２ （競走中止） ２３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，６２２，８００円 複勝： ５８，０８１，８００円 枠連： ６６，７９５，６００円

普通馬連： ２９１，０５５，１００円 馬単： １９９，９５６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，８３８，７００円

３連複： ２５６，２２８，８００円 ３連単： ６２２，０６２，３００円 計： １，６０６，６４１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １８０円 � ２４０円 � １７０円 枠 連（３－６） １，８９０円

普通馬連 �� １，９７０円 馬 単 �� ３，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ４００円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� １６，３９０円

票 数

単勝票数 計 ４６６２２８ 的中 � ７０８７１（３番人気）
複勝票数 計 ５８０８１８ 的中 � ９２４５５（３番人気）� ５５８２４（４番人気）� １０２７３２（２番人気）
枠連票数 計 ６６７９５６ 的中 （３－６） ２６０８９（７番人気）
普通馬連票数 計２９１０５５１ 的中 �� １０９３６５（７番人気）
馬単票数 計１９９９５６２ 的中 �� ３７６２６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５８３８７ 的中 �� ２２３７６（６番人気）�� ４３０６８（３番人気）�� ２４７１９（５番人気）
３連複票数 計２５６２２８８ 的中 ��� ８０５２３（４番人気）
３連単票数 計６２２０６２３ 的中 ��� ２８０１７（３３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．３―１１．８―１２．０―１２．５―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリオーロラ �
�
父 ウォーニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００３．８．２３ 小倉１着

２００１．５．５生 牝５鹿 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード ２６戦４勝 賞金 ５７，８６６，０００円
〔競走中止〕 アドマイヤイチ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 アドマイヤイチ号は，競走中に異常歩様となったことについて調教再審査。
※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） ４頭 サヨウナラ号・セフティパラダイス号・ネオマックイーン号・レイナシンフォニー号
※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。



（１８京都３）第２日 ４月２３日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２５４，１２０，０００円
２，１００，０００円
１６，０６０，０００円
１，９００，０００円
５７０，０００円
１，８６０，０００円
２６，６３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，８６３，０００円
５，７０４，８００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
３９５，７０８，７００円
４８８，５８７，５００円
５５４，２４４，１００円
２，３７４，２９５，８００円
１，８３４，６６７，６００円
５２５，４９１，４００円
２，４４２，４０５，９００円
３，４３５，３２７，７００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
計 １２，０５０，７２８，７００円

総入場人員 ２６，５５５名 （有料入場人員 ２５，９９７名）




