
１２０１３ ４月２７日 曇 良 （２０京都３）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

８１６ ミキノセレナーデ 牝３鹿 ５４ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 ４３４－ ２１：１３．２ １９．９�

５１０ ピエナワイルド 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三本谷 兼三氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８８＋ ４１：１３．７３ ２．２�
３６ ヴェンダバール 牡３芦 ５６

５３ ▲田中 克典 �キャロットファーム 中尾 正 門別 下河辺牧場 ５０６＋ ２１：１３．８クビ ９．７�
５９ フェイドレスシーン 牝３栗 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８－ ３ 〃 クビ ６．８�
２４ ホーマンフィールド 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史久保 久人氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２４－ ４１：１４．１１� ５４．１�
６１２ ニホンピロキリバス 牡３栃栗５６ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４６６＋ ６ 〃 アタマ ３．８�
２３ シ ョ パ ン 牡３鹿 ５６ 川原 正一重松 國建氏 武 宏平 静内 原 達也 ４９０ ―１：１４．２� １３６．９	

（兵庫）

６１１ グラマラスシチー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 
友駿ホースクラブ 五十嵐忠男 静内 光丘牧場 ４８０－ ２１：１４．４１� １０．９�
４８ テイエムセレス 牝３栗 ５４

５１ ▲船曳 文士竹園 正繼氏 木原 一良 門別 藤本ファーム ３９０－ ８１：１４．７２ １１３．６�
７１４ ゴールドタイガー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二上田 宗義氏 昆 貢 静内 橋本牧場 ４０８－ ４１：１４．８クビ １３８．０
４７ アースファイヤー 牝３芦 ５４ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 新冠 武田 寛治 ４５６ ―１：１５．２２� ３０．０�
１１ メヌエットシチー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅 
友駿ホースクラブ 佐々木晶三 静内 出羽牧場 ４４６＋ ６１：１５．５１� ３０．２�
８１５ オーミカンターレ 牝３栗 ５４ 田中 学岩� 僖澄氏 飯田 雄三 三石 三石ビクト

リーファーム ４３８＋ ４ 〃 アタマ ２３７．７�
（兵庫）

１２ エーシンハンドフル 牝３芦 ５４ 福永 祐一平井 宏承氏 岡田 稲男 浦河 栄進牧場 ４８０ ―１：１５．６� ５５．２�
７１３ ス イ フ ヨ ウ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志猪野毛雅人氏 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４６６＋１０１：１６．４５ ２５０．７�
３５ グランドゥール 牡３栗 ５６ 長谷川浩大�村田牧場 本田 優 新冠 村田牧場 ４３８ ―１：１９．２大差 ２９９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４３２，４００円 複勝： ２６，４９２，５００円 枠連： ２０，３４７，０００円

普通馬連： ６２，７６８，９００円 馬単： ６２，５６３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３４４，７００円

３連複： １０３，７２７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３１３，６７５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９９０円 複 勝 � ３００円 � １１０円 � ２４０円 枠 連（５－８） １，１３０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ５，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，０７０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ３，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７４３２４ 的中 � ６９２０（６番人気）
複勝票数 計 ２６４９２５ 的中 � １５０２７（６番人気）� １１０６５２（１番人気）� ２０８７３（３番人気）
枠連票数 計 ２０３４７０ 的中 （５－８） １３３８７（４番人気）
普通馬連票数 計 ６２７６８９ 的中 �� ２７１２０（６番人気）
馬単票数 計 ６２５６３２ 的中 �� ８６９８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３４４７ 的中 �� ７８１３（６番人気）�� ４３７９（１３番人気）�� １４０３５（２番人気）
３連複票数 計１０３７２７１ 的中 ��� ２２７６６（１０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．８―１２．２―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．６―４７．８―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミキノセレナーデ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ミスターシービー デビュー ２００７．９．３０ 阪神３着

２００５．５．１６生 牝３鹿 母 ムーンセレナード 母母 ダイナセレナード １０戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔制裁〕 アースファイヤー号の騎手野元昭嘉は，３コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２０年５月３日から平成２０年５月４日

まで騎乗停止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アースファイヤー号は，３コーナーから４コーナーにかけて外側に逃避したことについて平成２０年４月

２８日から平成２０年５月１８日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔その他〕 アースファイヤー号〔１１位入線〕は，３コーナーで急に外側に斜行して「グラマラスシチー」号〔８位入線〕の走行を妨害。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランドゥール号は，平成２０年５月２７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。
（非抽選馬） ５頭 アサケガール号・キタサンゴー号・シュンロク号・テツゴールド号・ノッテビアンカ号
※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。



１２０１４ ４月２７日 曇 良 （２０京都３）第２日 第２競走 ��
��１，８００�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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

６８ � キャッツインブーツ 牡３栗 ５６ 武 豊山本 英俊氏 池江 泰寿 愛 Stonethorn
Stud Farms Ltd ５０６－ ２１：５４．５ ２．７�

５７ ピエナミッチー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４４６－ ４１：５４．７１� ３８．１�
５６ ベストグレイド 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５０４＋ ２１：５４．９１ ５．３�
２２ セレスコクオー 牡３青鹿５６ 和田 竜二岡 浩二氏 宮本 博 浦河 大柳ファーム ５３０＋ ４１：５５．０� ２．１�
６９ シンゼンシンノスケ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 門別 竹島 幸治 ４３８－ ２１：５５．７４ ４０．１�
３３ メイショウラルー 牡３芦 ５６ 酒井 学松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ １０３．１�
４５ エリモマグナム 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦山本 慎一氏 沖 芳夫 浦河 中島牧場 ５４４－１０１：５６．２３ ５３．５	
８１２ エプソムサクラ 牝３鹿 ５４ 岩崎 祐己 
ジャパン・

ホースマン・クラブ 西橋 豊治 静内 田原橋本牧場 ４１４－ ４１：５６．５２ ２１１．７�
４４ ライトニングラン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 武 邦彦 三石 土居 忠吉 ５１６－ ２１：５６．６クビ ３４．８
７１０ ネオフリーダム 牡３鹿 ５６ 田中 学伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４８６－ ４１：５６．８１� ３１．１�

（兵庫）

８１３ ファンドリリュウ 牡３栗 ５６ 幸 英明水戸 富雄氏 南井 克巳 浦河 中脇 満 ４４２－ ６１：５６．９� ５４．３�
１１ テイエムティアラ 牝３黒鹿５４ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 鮫川 啓一 ４３４＋ ２１：５９．８大差 ２５３．３�
７１１� エーシンイミアー 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ４９２－１０２：１６．８大差 ２７．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，６４２，６００円 複勝： ３９，６３２，２００円 枠連： １７，３７５，９００円

普通馬連： ６３，１６４，２００円 馬単： ８０，０１４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９５１，２００円

３連複： １１４，３０４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３５４，０８４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � ２３０円 � １，０２０円 � ２６０円 枠 連（５－６） ６００円

普通馬連 �� ４，５９０円 馬 単 �� ５，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ３１０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ５，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８６４２６ 的中 � ５５１４９（２番人気）
複勝票数 計 ３９６３２２ 的中 � ５１６５１（２番人気）� ８３７１（６番人気）� ４３６７７（３番人気）
枠連票数 計 １７３７５９ 的中 （５－６） ２１６２５（３番人気）
普通馬連票数 計 ６３１６４２ 的中 �� １０１６５（１１番人気）
馬単票数 計 ８００１４１ 的中 �� ９８８１（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９５１２ 的中 �� ３８４３（１１番人気）�� １９６０６（３番人気）�� ２９１７（１７番人気）
３連複票数 計１１４３０４２ 的中 ��� １４３０４（１７番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．１―１３．１―１２．８―１３．２―１３．１―１２．９―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．７―３７．８―５０．６―１：０３．８―１：１６．９―１：２９．８―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．６
１
３

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

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

�キャッツインブーツ �
�
父 Choisir �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００７．９．３０ 中山４着（２位）

２００５．２．８生 牡３栗 母 Eurostorm 母母 Eurobird ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔制裁〕 エリモマグナム号の騎手渡辺薫彦は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔その他〕 エーシンイミアー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムティアラ号は，平成２０年５月２７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。



１２０１５ ４月２７日 曇 良 （２０京都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

７１０ ヒカルカザブエ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ２２：１７．１ ４．６�

２２ � マンボパートナー 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース橋口弘次郎 米 Shadai Farm ４７２＋ ６２：１７．６３ ９．６�
６９ � コスモテンロウ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �ビッグレッドファーム 鮫島 一歩 愛 T. Power ５２２－ ２２：１７．７� ８．８�
３３ ローレルベルロード 牡３栗 ５６ 安藤 勝己 �ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４６８－２０２：１７．８� １．８�
５７ オートホーク 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 静内 高橋 修 ４９８＋１４２：１８．０１� ２９．４�
８１２ ウイニングコウイチ 牡３栗 ５６ 和田 竜二杉元 四男氏 柴田 光陽 静内 漆原 武男 ４５８＋ ４２：１８．２１� １２５．２	
１１ ヤマノムーンリバー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一山泉 恵宥氏 領家 政蔵 新冠 高瀬牧場 ５０６－ ４２：１８．５１� １０６．８

６８ ホッカイハウラー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅�北海牧場 鶴留 明雄 門別 北海牧場 ４９６± ０２：１８．７１	 １５４．６�
８１３� クレバーモーリン 牝３鹿 ５４ 幸 英明田� 正明氏 崎山 博樹 愛 M. Wiley B４１８－ ６ 〃 ハナ １４．２
５６ ダイシンオレンジ 牡３鹿 ５６ 小牧 太大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ５００± ０２：１８．８クビ ９．９�
４４ マンテンパレード 牡３黒鹿５６ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 ファーミングヤナキタ ４６６＋ ６２：２０．３９ ３０６．１�
７１１ ニシノグリード 
３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４９２ ―２：３６．３大差 ９４．６�
４５ ゴールデンコンパス 牡３鹿 ５６ 角田 晃一小林 祥晃氏 梅田 智之 静内 西村 和夫 ４２２－ ８ （競走中止） １０１．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，８６９，５００円 複勝： ３２，２６２，５００円 枠連： １７，８７９，８００円

普通馬連： ７１，１６２，８００円 馬単： ９３，３９４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５０９，４００円

３連複： １１４，１１７，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３７６，１９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ３５０円 � ２５０円 枠 連（２－７） ２，３９０円

普通馬連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ５，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ５１０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ５，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５８６９５ 的中 � ４４６２１（２番人気）
複勝票数 計 ３２２６２５ 的中 � ５５３１４（２番人気）� ２１０７８（６番人気）� ３４０３４（３番人気）
枠連票数 計 １７８７９８ 的中 （２－７） ５５４１（９番人気）
普通馬連票数 計 ７１１６２８ 的中 �� １８９５１（９番人気）
馬単票数 計 ９３３９４３ 的中 �� １１９７４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５０９４ 的中 �� ６０５０（１０番人気）�� １０９５０（６番人気）�� ４６７７（１３番人気）
３連複票数 計１１４１１７０ 的中 ��� １５１５８（１７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．７―１２．４―１３．４―１３．６―１３．７―１３．７―１２．４―１１．６―１１．５―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２３．４―３５．８―４９．２―１：０２．８―１：１６．５―１：３０．２―１：４２．６―１：５４．２―２：０５．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒカルカザブエ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．２．１０ 京都４着

２００５．４．２２生 牡３黒鹿 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走状況〕 マンボパートナー号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻７分遅延。
〔競走中止〕 ゴールデンコンパス号は，競走中に疾病〔寛跛行〕を発症したため１コーナー通過後に競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノグリード号は，平成２０年５月２７日まで平地競走に出走できない。



１２０１６ ４月２７日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０京都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

５８ オープンガーデン 牡４鹿 ５９ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４６８－１４３：１５．０ １２．８�

２２ カリスマコンコルド 牡４鹿 ５９ 黒岩 悠畔柳 年言氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ４９６－ ４３：１６．６１０ ２３．６�
８１４ メイショウセレット 牡６栗 ６０ 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４９８＋１６３：１７．３４ ４９．０�
８１３ シンメイリゲル 牡４栗 ５９ 西谷 誠織田 芳一氏 安田 隆行 門別 野島牧場 ５１２＋１５３：１７．４� １９．６�
６９ タツシャンハイ 牡７鹿 ６０ 金折 知則鈴木 昭作氏 福永 甲 静内 千代田牧場 ４８０－ ２３：１７．７１� ４０．４�
３４ クリノワールド 牡７鹿 ６０ 今村 康成栗本 博晴氏 松永 幹夫 浦河 駿河牧場 ４８８－ ４３：１７．８クビ ３９．８�
５７ マイネルグリッツァ 牡５青鹿６０ 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 新冠 ビッグレッドファーム ４８８－ ６３：１８．０１� ４．８	
４６ � イ ン カ ム 	６鹿 ６０ 菊地 昇吾山本 慎一氏 田島 良保 えりも えりも農場 ５０８－ ４３：１８．２１� ２．３

６１０ シュトラーレン 牝４鹿 ５７ 林 満明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ５０２＋ ６３：１８．４１� ４．５�
３３ 
 メルボルンシチー 牡７鹿 ６０ 山本 康志 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 豪 Segenhoe

Stud ４７４－ ６３：１９．３５ ４５．２�
７１１ カシノマイハート 牝４芦 ５７ 宇田登志夫柏木 務氏 須貝 彦三 新冠 オリエント牧場 ４６４＋１６３：２２．５大差 １６９．９
４５ イソノサクセス 牡７黒鹿６０ 出津 孝一磯野 俊雄氏 田島 良保 浦河 村下農場 ４８０－ ６３：２３．１３� ８６．９�
７１２ スズカジョリーズ 牡８鹿 ６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ５０８± ０３：２３．３１� ９．９�
１１ コアレスファルコン 牡４鹿 ５９ 白坂 聡小林 昌志氏 須貝 彦三 門別 細川牧場 ４８２－１４ （競走中止） １０７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，３４９，８００円 複勝： ２０，７０３，８００円 枠連： １９，３２７，６００円

普通馬連： ５７，２０３，７００円 馬単： ６６，７２５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０６３，３００円

３連複： １１３，４８３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３１０，８５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ４７０円 � ８００円 � １，４６０円 枠 連（２－５） ４，５２０円

普通馬連 �� １１，１１０円 馬 単 �� ２１，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７３０円 �� ５，５８０円 �� ８，４７０円

３ 連 複 ��� １２９，４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５３４９８ 的中 � ９４５６（５番人気）
複勝票数 計 ２０７０３８ 的中 � １２３７２（５番人気）� ６７６７（７番人気）� ３５３６（１０番人気）
枠連票数 計 １９３２７６ 的中 （２－５） ３１６２（１６番人気）
普通馬連票数 計 ５７２０３７ 的中 �� ３８０２（２９番人気）
馬単票数 計 ６６７２５６ 的中 �� ２２６７（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０６３３ 的中 �� １２００（３１番人気）�� ７９６（４４番人気）�� ５２２（５５番人気）
３連複票数 計１１３４８３４ 的中 ��� ６４７（１８１番人気）

上り １マイル １：４７．６ ４F ５２．７－３F ３９．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オープンガーデン �
�
父 ゴ ー カ イ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００７．１．１４ 中山１２着

２００４．６．１１生 牡４鹿 母 ダンスフォンテン 母母 ス ダ リ ー フ 障害：９戦１勝 賞金 １４，８５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時５０分に変更。
〔競走中止〕 コアレスファルコン号は，２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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ランドベスト号
（非抽選馬） １頭 ラダマンテス号



１２０１７ ４月２７日 晴 良 （２０京都３）第２日 第５競走 ��
��１，４００�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

１：２０．６
１：１９．０

良

良

６１２ ビビッドビビアン 牝３芦 ５４ 角田 晃一 �フジワラ・ファーム 佐山 優 静内 フジワラフアーム ４４８± ０１：２２．０ １２．７�

２４ ファイナルジャッジ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠深見 富朗氏 五十嵐忠男 鵡川 市川牧場 B４６２＋ ２ 〃 アタマ ２．７�
８１６ インダストリアル 牡３青鹿５６ 上村 洋行 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 門別 中原牧場 ５０８－１２１：２２．３２ ２１．０�
８１７ マイネルピリアー 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 羽月 友彦 新冠 ビッグレッドファーム ４５４± ０１：２２．４� １９．６�
１１ セゾンシチー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 浦河 駿河牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ ４．９�
１２ シゲルエスペランサ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥森中 蕃氏 沖 芳夫 三石 沖田 繁 ４２８± ０１：２２．５� ２０２．５	
３５ タ カ ラ ブ ネ 牝３栗 ５４ 安藤 勝己�グランド牧場 鮫島 一歩 静内 グランド牧場 ４５６ ―１：２２．６クビ ６．１

５１０ フミノパシフィック 牡３栗 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ５００ ―１：２２．８１� １２４．５�
２３ グッドバニヤン 牡３栃栗５６ 和田 竜二津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４２８＋ ８ 〃 ハナ １６．３�
８１８ フサイチフウジン 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介関口 房朗氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４１４－ ２１：２３．０１� ８．８
４８ スナークマイハート �３栗 ５６ 幸 英明杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４５０－ ８ 〃 ハナ ２３．４�
７１５ マストコントロール 牡３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士�信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 ４７８＋ ６ 〃 ハナ ６６．１�
６１１ エイユーフェアリー 牝３栗 ５４ 石橋 守笹部 義則氏 柴田 光陽 新冠 川上牧場 ４３２－ ２１：２３．１クビ ２５１．０�
７１４ トウショウクエスト 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５３０－ ８１：２３．５２� １９．３�

５９ 	 エーシンハイテンス 牡３黒鹿５６ 下原 理平井 宏承氏 坂口 正則 米 Winches-
ter Farm ４８８± ０１：２３．７１� １７２．４�

（兵庫）

４７ イイデショウ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ４５２ ―１：２３．８
 ７１．４�
７１３ ショットバー 牡３鹿 ５６ 川原 正一芹澤 精一氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４４６± ０１：２５．０７ １２７．１�

（兵庫）

３６ セトウチスイング 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二高橋 勉氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４２８＋１８１：２６．１７ ５９．２�
（７７１０）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，０９５，０００円 複勝： ２９，５４０，２００円 枠連： ２６，６２３，６００円

普通馬連： ７７，４５９，７００円 馬単： ６９，５７３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５４３，６００円

３連複： １２０，５９４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３６７，４３０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � ５６０円 枠 連（２－６） １，３００円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ４，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ２，５９０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� １０，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２００９５０ 的中 � １２４８９（５番人気）
複勝票数 計 ２９５４０２ 的中 � ２５６１３（５番人気）� ８４３２６（１番人気）� １００１８（９番人気）
枠連票数 計 ２６６２３６ 的中 （２－６） １５１３３（５番人気）
普通馬連票数 計 ７７４５９７ 的中 �� ３９１８２（４番人気）
馬単票数 計 ６９５７３８ 的中 �� １２８４６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５４３６ 的中 �� １３５５５（２番人気）�� ２１１６（３２番人気）�� ３９２０（１５番人気）
３連複票数 計１２０５９４４ 的中 ��� ８２６９（３４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．６―１１．６―１１．７―１１．９―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．１―４６．７―５８．４―１：１０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．３
３ ５（１１，１４）４，１８（１２，１７）（１３，１６）（１，６，１０，８）（２，３）－（１５，７）－９ ４ ５（４，１１，１４）（１２，１７，１８）１６（１，８）２（１３，１０，３）６，１５，７－９

勝馬の
紹 介

ビビッドビビアン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．２．２３ 京都２着

２００５．２．２５生 牝３芦 母 ビビアンアロー 母母 リリーズブーケ ５戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走状況〕 セゾンシチー号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セトウチスイング号は，平成２０年５月２７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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 カノヤキラリ号・フィールドハーバー号・マッキーエヴァ号・ランスロットル号
※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２７日 晴 良 （２０京都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

７９ ルールプロスパー 牡３青鹿５６ 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４６８＋１４１：３４．４ １１．０�

８１１ チェレブリタ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４２８＋ ２１：３４．６１� ５．８�
１１ ファイアレッド 牡３青鹿５６ 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 三石 追分ファーム B４７２＋ ８１：３４．７クビ ２．５�
２２ オペラセリア 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大 �キャロットファーム 大根田裕之 早来 ノーザンファーム ４１０－ ２１：３５．１２� ４４．５�
６７ � ゼットスピール 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�フォーレスト 山内 研二 英 A. H. Bennett B４７０± ０１：３５．２� １３．１�
５５ スリーラスカル 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４５０－ ２１：３５．４１� ５０．６	
８１２� ダノンバッカス 牡３鹿 ５６ 武 豊�ダノックス 小崎 憲 英 T. Light-

bowne ４７０＋１４１：３５．６１ ５．０

５６ � バーキングウルフ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二山本 英俊氏 安田 隆行 愛 Duncan A.

McGregor ４６６＋ ４１：３５．８１	 ２１．３�
７１０ ブラストオフ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 中尾 正 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５０－１２１：３５．９� ５．２�
６８ ヤマニントップギア 牡３鹿 ５６ 幸 英明土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 ４８８－ ２ 〃 クビ ８７．３
４４ ランドフロンティア 牡３栗 ５６ 武 幸四郎木村 昌三氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６０－１４１：３６．３２� １２８．６�
３３ 
 ミリオンフィルムズ 牝３鹿 ５４ 田中 学伊良原 勉氏 森沢 友貴 静内 聖心台牧場 ３９０± ０１：３６．５１ ８５．９�

（兵庫） （兵庫）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，１３３，６００円 複勝： ２９，３２５，５００円 枠連： ２５，９３７，１００円

普通馬連： ７８，７９９，５００円 馬単： ８０，８７４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７２８，４００円

３連複： １１７，６４７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３７７，４４６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２９０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（７－８） ５００円

普通馬連 �� ２，８７０円 馬 単 �� ６，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ５１０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ２，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３１３３６ 的中 � １６５９６（５番人気）
複勝票数 計 ２９３２５５ 的中 � １９７２３（６番人気）� ３７５９２（４番人気）� ８２５９５（１番人気）
枠連票数 計 ２５９３７１ 的中 （７－８） ３８９９０（３番人気）
普通馬連票数 計 ７８７９９５ 的中 �� ２０３１７（１１番人気）
馬単票数 計 ８０８７４９ 的中 �� ８７７２（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７２８４ 的中 �� ５５１９（１３番人気）�� １０４２５（６番人気）�� １９８６０（２番人気）
３連複票数 計１１７６４７３ 的中 ��� ３６１３２（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．６―１２．３―１１．９―１１．５―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．４―４７．７―５９．６―１：１１．１―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３４．８
３ ９（１，１０）１２（３，１１）（６，７）（２，５）（４，８） ４ ９，１０（１，１２）１１，３（６，７）（２，５）（４，８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルールプロスパー �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 グ ロ ウ デビュー ２００７．１２．２３ 阪神１着

２００５．２．２８生 牡３青鹿 母 グロウリボン 母母 グリーンアーク ５戦２勝 賞金 １６，８００，０００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２７日 晴 良 （２０京都３）第２日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

６１２ ホーマンクラフト 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二久保 久人氏 安田 隆行 平取 稲原牧場 ４２６－ ２１：５３．１ ５．６�

２４ � アグネススピリッツ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 ４９２－１０１：５３．２� １７．９�
１２ 	� トップオブオナー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠横瀬 兼二氏 山内 研二 米 Darby Dan

Stables ５００＋ ２１：５３．４１ ２．２�
８１５ マルブツフジ 牡５栗 ５７ 福永 祐一大澤 毅氏 河内 洋 伊達 高橋農場 ５１６＋１４１：５３．５� ７．１�
５９ スマートサイクロン 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介大川 徹氏 高木 登 門別 野島牧場 ５１８－ ８ 〃 クビ ６７．３�
８１６ ウインステルス 牡４栗 ５７ 川原 正一�ウイン 池江 泰郎 浦河 カナイシスタッド ５１２－ ８１：５３．９２
 ２９．０�

（兵庫）

３５ � シゲルアサンテサナ 牡４鹿 ５７ 小牧 太森中 蕃氏 服部 利之 三石 沖田 繁 ４３８－ ３１：５４．１� ２０６．３	
６１１� マヤノカタナ 牡５栗 ５７ 幸 英明田所 英子氏 梅田 智之 静内 カタオカフアーム B４５６－ ２ 〃 ハナ １２０．５

２３ パーリーゲイツ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 池江 泰寿 門別 白瀬 明 ５１０± ０１：５４．２� ９２．４�
７１３ サンレイキング 牡５鹿 ５７ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 静内 岡野牧場 B５００＋１４１：５４．３
 ２１２．１�
３６ アグネスヨジゲン 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦渡辺 孝男氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４７０－ ８ 〃 クビ ２０．３
４７ クイックバレリーナ 牝５栗 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４６＋ ６１：５４．４
 ２０７．６�
５１０	� エイシンランシング 牡５黒鹿５７ 野元 昭嘉平井 豊光氏 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ４８２－１６１：５４．５クビ ３４３．７�
７１４ オーキッドコート 牡５鹿 ５７

５４ ▲田中 克典川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 B４５２＋ ２１：５４．６� ２９．７�
４８ � アンティシペイター 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大�アカデミー 本田 優 新冠 清水 克則 ４６２－ ６１：５４．７� ２４４．３�
１１ ハードシーキング 牡４鹿 ５７ 武 豊津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４８８－ ２１：５５．０２ ４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９４４，５００円 複勝： ３２，２６５，２００円 枠連： ２８，９８４，３００円

普通馬連： ９０，６４８，１００円 馬単： ９２，６６７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４８７，６００円

３連複： １３８，８９５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４３５，８９２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １６０円 � ３２０円 � １２０円 枠 連（２－６） ３，３９０円

普通馬連 �� ２，８８０円 馬 単 �� ５，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ２８０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５９４４５ 的中 � ３６９８８（３番人気）
複勝票数 計 ３２２６５２ 的中 � ５２０５２（３番人気）� １７６９６（５番人気）� １０３４４８（１番人気）
枠連票数 計 ２８９８４３ 的中 （２－６） ６３１０（９番人気）
普通馬連票数 計 ９０６４８１ 的中 �� ２３３０５（１０番人気）
馬単票数 計 ９２６６７２ 的中 �� １２５３６（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４８７６ 的中 �� ６６８６（１０番人気）�� ２６９３６（２番人気）�� １１８５７（５番人気）
３連複票数 計１３８８９５２ 的中 ��� ４１３０５（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１３．１―１２．８―１２．６―１２．７―１３．０―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．３―３６．４―４９．２―１：０１．８―１：１４．５―１：２７．５―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホーマンクラフト �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Nureyev デビュー ２００５．１０．１６ 京都５着

２００３．４．１３生 牡５鹿 母 カラズアリア 母母 Teacher’s Joy １６戦２勝 賞金 ３２，３４０，０００円
［他本会外：１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ギンギラギン号・シークルーザー号・ニシオハンセル号
※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。



１２０２０ ４月２７日 晴 良 （２０京都３）第２日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２２ エイシンテンリュー 牡５鹿 ５７ 武 豊平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９４± ０１：４８．８ １．９�

５５ テイエムフウウンジ 牡５栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 聖心台牧場 ４８８＋ ２１：４８．９� １４．７�
５６ オーソリティバイオ 牡４芦 ５７ 安藤 勝己バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５０４－１４１：４９．０� ３．８�
６８ � ゲバルトステイヤー 牡４栗 ５７ 上村 洋行畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７２－ ２１：４９．１クビ １９．２�
７１０ コウエイマーブル 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９０－ ４１：４９．３１� ９．９�
１１ バンブートヨタ 牡５鹿 ５７ 幸 英明�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４９６＋ ６ 〃 ハナ ２４．６	
８１１ メイショウパース 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４８６＋１６ 〃 クビ ３６．２

７９ プリモタイム 牝４鹿 ５５ 芹沢 純一�グランド牧場 南井 克巳 静内 グランド牧場 ４３４± ０１：４９．７２� １９９．８�
４４ � グラディウス 牡４黒鹿５７ 池添 謙一永田 和彦氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４１６－ ２１：４９．９１ ７．７�
６７ アシュレイリバー 牝４黒鹿５５ 小牧 太 �キャロットファーム 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４７８－ ４ 〃 アタマ ６５．０
３３ � クリールスパーク 牡４栗 ５７ 武 幸四郎横山 修二氏 武 邦彦 浦河 丸幸小林牧場 ４８２－１６１：５１．７大差 １６１．４�

（１１頭）
８１２ エイコーロマン 牡５黒鹿５７ 村田 一誠永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４６４－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２８，８７５，９００円 複勝： ３０，３７８，３００円 枠連： ２５，２０５，４００円

普通馬連： ９５，９９９，５００円 馬単： １０８，３９５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２０３，５００円

３連複： １３８，３１５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４５２，３７３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２６０円 � １５０円 枠 連（２－５） ２６０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １７０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２８８７５９（返還計 １０３８） 的中 � １２６３９０（１番人気）
複勝票数 差引計 ３０３７８３（返還計 １７９８） 的中 � １００８０５（１番人気）� １９８７０（５番人気）� ５４０８６（２番人気）
枠連票数 差引計 ２５２０５４（返還計 ３４１） 的中 （２－５） ７４２７３（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ９５９９９５（返還計 １２２８７） 的中 �� ７０９７９（４番人気）
馬単票数 差引計１０８３９５５（返還計 １４１９８） 的中 �� ５３７５１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２５２０３５（返還計 ５１９６） 的中 �� １６３９１（４番人気）�� ４８５９７（１番人気）�� ９６３３（７番人気）
３連複票数 差引計１３８３１５０（返還計 ３７７２７） 的中 ��� ９４５２１（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３６．３―４９．１―１：０２．１―１：１４．５―１：２６．３―１：３７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンテンリュー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００６．１．２２ 京都１着

２００３．３．２１生 牡５鹿 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ １５戦３勝 賞金 ４６，０００，０００円
〔競走除外〕 エイコーロマン号は，馬場入場後に左手綱の尾錠が外れて暴走し，疲労が著しいため競走除外。発走時刻２分遅延。
〔制裁〕 エイコーロマン号の調教師嶋田功は，馬装について注意義務を怠り過怠金１０，０００円。



１２０２１ ４月２７日 晴 良 （２０京都３）第２日 第９競走 ��２，０００�
ただす もり

糺 の 森 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

３３ セラフィックロンプ 牝４青鹿５５ 藤田 伸二井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４７８＋ ４２：００．４ ３．２�

２２ ナイスヴァレー 牝５栗 ５５ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４４＋ ４２：００．６１� ２３．４�
８９ クィーンスプマンテ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２２：００．８１ １０．４�
７７ トーホウシャイン 牝５黒鹿５５ 川島 信二東豊物産� 崎山 博樹 門別 竹島 幸治 ４８２－ ２２：０１．１１� ４６．７�
６６ エーシンサーフィン 牝４栗 ５５ 岩田 康誠平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４５２－ ２２：０１．３１� １１．０�
５５ ブリトマルティス 牝４鹿 ５５ 幸 英明吉田 和美氏 西園 正都 三石 斉藤スタッド ４３６＋ ６２：０１．４� ４．３�
８１０ モンサンミシェル 牝４鹿 ５５ 池添 謙一 	社台レースホース鶴留 明雄 白老 追分ファーム ４１６± ０２：０１．５クビ １４．９

１１ マドンナブラボー 牝５鹿 ５５ 小牧 太	宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４６４± ０２：０１．６� １２４．６�
７８ ヒカルアモーレ 牝４芦 ５５ 安藤 勝己�橋 京子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２± ０２：０１．７クビ ６．５�
４４ ヴィアラクテア 牝４栗 ５５ 福永 祐一 	社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６４－ ８２：０２．２３ ４．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３１，２９４，０００円 複勝： ４０，０４４，４００円 枠連： ２５，４５８，３００円

普通馬連： １２７，５１３，１００円 馬単： ９１，５９０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７５１，３００円

３連複： １２７，６１７，０００円 ３連単： ３８３，１１８，６００円 計： ８５６，３８６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � ６００円 � ２９０円 枠 連（２－３） ４，１１０円

普通馬連 �� ４，０３０円 馬 単 �� ６，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� ４９０円 �� ２，２６０円

３ 連 複 ��� ７，２００円 ３ 連 単 ��� ４１，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３１２９４０ 的中 � ７７４２８（１番人気）
複勝票数 計 ４００４４４ 的中 � １０４６１４（１番人気）� １３１８５（８番人気）� ３２３２６（５番人気）
枠連票数 計 ２５４５８３ 的中 （２－３） ４５７４（１６番人気）
普通馬連票数 計１２７５１３１ 的中 �� ２３３６１（１７番人気）
馬単票数 計 ９１５９０１ 的中 �� １０１５２（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７５１３ 的中 �� ６５６３（１６番人気）�� １６３１６（４番人気）�� ３０５７（２９番人気）
３連複票数 計１２７６１７０ 的中 ��� １３０９７（２８番人気）
３連単票数 計３８３１１８６ 的中 ��� ６７６７（１５４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１２．８―１２．４―１１．９―１２．８―１２．３―１１．７―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．７―３６．５―４８．９―１：００．８―１：１３．６―１：２５．９―１：３７．６―１：４８．８

コーナー
通過順位

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

２
４
２，８－（３，９）（１，４，１０）５－７－６
２，８（３，９，６）（１，４，１０）５，７

勝馬の
紹 介

セラフィックロンプ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ロイヤルスキー デビュー ２００７．２．２４ 中山７着

２００４．４．１２生 牝４青鹿 母 エ ル ソ ル 母母 アズマローマン １１戦３勝 賞金 ４４，０９３，０００円



１２０２２ ４月２７日 晴 良 （２０京都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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

３３ スプリングソング 牡３青鹿５６ 池添 謙一吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５００－ ６１：０８．５ ２．４�

１１ ミリオンウェーブ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二万波 健二氏 宮本 博 新冠 若林牧場 ４９２＋ ４１：０８．７１ ３０．９�
５７ ビーチアイドル 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２１：０８．８� ５．７�
４４ マイネアルデュール 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４５０－ ８１：０８．９� ２１．７�
５６ 	 メ ス ナ ー 牡３芦 ５６ 福永 祐一岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ４．６�
４５ ドラゴンファング 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一加藤 守氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム ４８２＋ ２１：０９．０� ８．０	
２２ トーホウドルチェ 牝３黒鹿５４ 幸 英明東豊物産� 田島 良保 門別 竹島 幸治 ４３４± ０１：０９．３１� ２１．２

８１３ マチカネハヤテ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦細川 益男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４２８± ０１：１０．０４ ４５．７�
８１２ パッションローズ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介�下河辺牧場 岡田 稲男 門別 下河辺牧場 ５０２＋１０１：１０．２１� ２４．４�
６８ 
 セントエドワード 牡３栗 ５６ 武 幸四郎齋藤 文男氏 小崎 憲 加 R. M. C.

Stable ４９４－ ６１：１０．６２� ２０５．１
６９ � ゼッタイヒルマン 牝３鹿 ５４ 川原 正一中島 稔氏 斉藤 裕 門別 沖田牧場 ４４２－ ４１：１０．７� １５３．３�

（兵庫） （兵庫）

７１１ ペプチドルビー 牝３鹿 ５５ 小牧 太沼川 一彦氏 境 直行 平取 坂東牧場 ４４２－１０１：１１．０１� １７．１�
７１０ シゲルハスラット 牡３栗 ５６ 武 豊森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４５２－ ２１：１１．３１� １８．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４３，１７３，６００円 複勝： ５３，９３１，４００円 枠連： ４４，９９２，２００円

普通馬連： １８７，１０４，９００円 馬単： １３４，０４７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，４４３，６００円

３連複： １９１，６９７，１００円 ３連単： ５００，６５１，６００円 計： １，２０１，０４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ６７０円 � １７０円 枠 連（１－３） ５，２７０円

普通馬連 �� ５，５５０円 馬 単 �� ７，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� ３００円 �� ２，７９０円

３ 連 複 ��� １０，１１０円 ３ 連 単 ��� ５９，５７０円

票 数

単勝票数 計 ４３１７３６ 的中 � １４６９９２（１番人気）
複勝票数 計 ５３９３１４ 的中 � １４５７５８（１番人気）� １３６２６（１０番人気）� ８７３７７（３番人気）
枠連票数 計 ４４９９２２ 的中 （１－３） ６３０６（１５番人気）
普通馬連票数 計１８７１０４９ 的中 �� ２４８８９（２１番人気）
馬単票数 計１３４０４７６ 的中 �� １３５４９（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５４４３６ 的中 �� ７０５６（２０番人気）�� ４４９０４（２番人気）�� ３６１９（３３番人気）
３連複票数 計１９１６９７１ 的中 ��� １４００４（３３番人気）
３連単票数 計５００６５１６ 的中 ��� ６２０３（１７９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．３―１１．７―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３４．０―４５．７―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプリングソング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．２．２ 小倉１着

２００５．２．２７生 牡３青鹿 母 スプリングチケット 母母 カズミハルコマ ３戦３勝 賞金 ３３，３１５，０００円
〔制裁〕 スプリングソング号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。
※出走取消馬 リマレックス号（疾病〔右肩跛行〕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２７日 晴 良 （２０京都３）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第１３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，１９．４．２１以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１９．４．２０以前の
GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬
限定競走を除く）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・地方競馬全国協会理事長賞（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 ６３０，０００円 １８０，０００円 ９０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

８１５ ワンダースピード 牡６黒鹿５６ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４７２－ ６１：５０．５ １９．２�

６１１ ドラゴンファイヤー 牡４栗 ５７ 福永 祐一窪田 芳郎氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４６４＋ ２１：５０．７１� ２８．９�
７１３ サンライズバッカス 牡６黒鹿５８ 安藤 勝己松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ４８４＋ ６１：５０．８� １４．４�
３５ 	 フィフティーワナー 
６黒鹿５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 隆行 米 Mr. & Mrs. George

S Hofmeister ４９２＋１２１：５０．９� ２．６�
６１２� チャンストウライ 牡５鹿 ５７ 下原 理ジェントルマンホースクラブ 寺嶋 正勝 平取 協栄組合 B５２０± ０１：５１．０� ５０．８�

（兵庫） （兵庫）

５９ マルブツリード 牡５栗 ５６ 幸 英明大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４９８－ ６ 〃 ハナ ３７．２�
２３ ロングプライド 牡４鹿 ５７ 武 豊中井 敏雄氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ５２２＋ ６１：５１．２１ ４．６	
４７ アドマイヤミリオン 牡４鹿 ５６ 村田 一誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５２４－ ２１：５１．３� １１８．４

８１６ ゲイルバニヤン 牡５黒鹿５６ 藤岡 佑介津村 靖志氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４７６－ ２１：５１．５１� ８．９�
２４ ハ ス フ ェ ル 牡６栗 ５６ 渡辺 薫彦�アカデミー 南井 克巳 静内 千代田牧場 B４５６－ ６１：５１．７１� ２９６．３
３６ ブラックランナー 牡５黒鹿５６ 佐藤 哲三水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４８２－ ２１：５１．８� ４７．１�
１１ ナナヨーヒマワリ 牡７栗 ５７ 小原 義之尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５２０＋ ８１：５１．９� １５．３�
５１０ エスケーカントリー 牡４黒鹿５６ 川原 正一木村 直樹氏 武市 康男 三石 萩澤 泰博 ４９８－１０１：５２．３２� ４３．７�

（兵庫）

１２ メイショウトウコン 牡６黒鹿５８ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田伊佐夫 新冠 新冠橋本牧場 ４６０－ １１：５２．５１ ５．５�
７１４ キクノアロー 牡５栃栗５７ 長谷川浩大菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 ５２８± ０１：５３．０３ ４８．０�
４８ ピットファイター 牡９鹿 ５６ 藤田 伸二臼田 浩義氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９６－ ２１：５３．３２ １２５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４６，９４７，０００円 複勝： １９２，８７１，４００円 枠連： １６９，３１３，１００円

普通馬連： ８５１，１１４，９００円 馬単： ５２７，５６５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９０，５４６，１００円

３連複： ９２０，６７０，１００円 ３連単： ２，２２６，３９４，２００円 計： ５，２２５，４２２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９２０円 複 勝 � ６１０円 � １，０００円 � ５５０円 枠 連（６－８） ５，３９０円

普通馬連 �� ２４，４５０円 馬 単 �� ４７，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，５２０円 �� ３，１６０円 �� ４，４００円

３ 連 複 ��� ５５，０５０円 ３ 連 単 ��� ５２６，４６０円

票 数

単勝票数 計１４６９４７０ 的中 � ６０５９９（７番人気）
複勝票数 計１９２８７１４ 的中 � ８５４１０（７番人気）� ４８６０７（９番人気）� ９６０５９（６番人気）
枠連票数 計１６９３１３１ 的中 （６－８） ２３２２１（１９番人気）
普通馬連票数 計８５１１１４９ 的中 �� ２５６９６（５２番人気）
馬単票数 計５２７５６５３ 的中 �� ８１２５（１００番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９０５４６１ 的中 �� ７１５５（５５番人気）�� １４９３２（３３番人気）�� １０６５１（４２番人気）
３連複票数 計９２０６７０１ 的中 ��� １２３４４（１２６番人気）
３連単票数 計２２２６３９４２ 的中 ��� ３１２１（９１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３６．８―４９．５―１：０２．０―１：１４．１―１：２６．０―１：３８．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダースピード �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 Pleasant Tap デビュー ２００４．８．８ 小倉４着

２００２．３．１５生 牡６黒鹿 母 ワンダーヘリテージ 母母 Casa Petrone ２７戦７勝 賞金 １７２，０２９，０００円
［他本会外：３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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シルククルセイダー号
（非抽選馬） ９頭 コスモシンドラー号・スターイレブン号・チョウカイロイヤル号・ツムジカゼ号・トーセンキャプテン号・

ハギノトリオンフォ号・マイネルアルビオン号・マイネルフォーグ号・マヤノライジン号
※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。



１２０２４ ４月２７日 晴 良 （２０京都３）第２日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

１１ �� ウィッシングデュー 牝４黒鹿５５ 武 幸四郎中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-
vestments LLC ４８６± ０１：５１．７ ８．６�

６１１� ヒシウィンザー 牡４鹿 ５７ 酒井 学阿部雅一郎氏 河内 洋 愛 M. Abe B４８２± ０１：５２．０１	 ７．７�
２３ � ニッシンテースト 牡６鹿 ５７ 長谷川浩大武田 隆雄氏 梅内 忍 浦河 バンダム牧場 ５６２± ０１：５２．１	 ７３．１�
３６ エターナルサーガ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二 �ローレルレーシング 田中 章博 静内 畠山牧場 B４４２± ０１：５２．２	 ４８．６�
８１６� マルブツセンター 牡４栗 ５７ 岩田 康誠大澤 毅氏 白井 寿昭 米

G. Watts Hum-
phrey Jr. & Lou-
ise I. Humphrey

B４６２－ ８１：５２．４１ ３．３�
１２ メイショウコレット 牝４栗 ５５ 石橋 守松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４４８± ０ 〃 クビ ４５．１�
７１４ ゼンノジュウシン 牡５栗 ５７ 川原 正一大迫久美子氏 大久保龍志 平取 坂東牧場 ４８８－ ６１：５２．５
 １１．７	

（兵庫）

３５ � ブルーレパード 牡５栗 ５７ 武 豊青木 基秀氏 小崎 憲 米 Green Hill Stud
International ４９４± ０１：５２．６
 ３．６


４８ � ゲットクール 牡６栗 ５７
５４ ▲田中 克典狩野 秀彦氏 鮫島 一歩 平取 高橋 啓 ４８２－ ６１：５２．８	 ８３．０�

５９ チェリーロビン 牡５栗 ５７ 高橋 亮チエリー商事� 高橋 隆 門別 戸川牧場 ４７４± ０１：５２．９
 ３４．０
２４ ナリタチャレンジ 牡４鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ４８４－ ４１：５３．１１
 ２２．６�
４７ ト ム ト ッ プ 牡４栗 ５７ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４６６＋ ４１：５３．２クビ １２５．２�
７１３ ツルマルキセキ 牡４青鹿５７ 下原 理鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 城地 和義 ４５６－ ２１：５３．７３ １２９．０�

（兵庫）

６１２� ナパリコースト 牡４鹿 ５７ 上村 洋行金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４ 〃 クビ ６．３�

８１５ マチカネオオバン 牡６栗 ５７ 藤田 伸二細川 益男氏 田村 康仁 新冠 細川農場 ４７４－１２１：５４．１２
 ８５．８�
５１０ メイショウウーキー 牡７黒鹿５７ 小牧 太松本 和子氏 安田伊佐夫 浦河 日優牧場 ５３４＋２０１：５５．８大差 ７５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５６，６１４，６００円 複勝： ７４，２１６，０００円 枠連： ６７，６６３，０００円

普通馬連： ２５０，１７５，７００円 馬単： １６８，５２７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，７２２，１００円

３連複： ２５９，９５７，６００円 ３連単： ６５８，３０７，３００円 計： １，６００，１８３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ３４０円 � ２６０円 � １，７５０円 枠 連（１－６） １，２５０円

普通馬連 �� ３，０２０円 馬 単 �� ５，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� ５，８７０円 �� ５，６９０円

３ 連 複 ��� ５３，７７０円 ３ 連 単 ��� ２５０，１８０円

票 数

単勝票数 計 ５６６１４６ 的中 � ５１９８５（５番人気）
複勝票数 計 ７４２１６０ 的中 � ５９６２６（６番人気）� ８５３２０（４番人気）� ９４１０（１１番人気）
枠連票数 計 ６７６６３０ 的中 （１－６） ４０１６９（５番人気）
普通馬連票数 計２５０１７５７ 的中 �� ６１２０６（１２番人気）
馬単票数 計１６８５２７４ 的中 �� ２１６７５（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４７２２１ 的中 �� １５１７２（１２番人気）�� ２６６３（５０番人気）�� ２７４７（４９番人気）
３連複票数 計２５９９５７６ 的中 ��� ３５６８（１３１番人気）
３連単票数 計６５８３０７３ 的中 ��� １９４２（６０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．１―３５．７―４８．１―１：００．９―１：１３．７―１：２６．１―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．０
１
３
１，１０，１１，５（６，１２，１４）３，１３（２，７，１６）９－（４，８，１５）・（１，１１）１４（１０，６，１２，１６）（３，１３，９）（５，２，７）（４，８，１５）

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

勝馬の
紹 介

�
�
ウィッシングデュー �

�
父 Devil His Due �

�
母父 Summer Squall

２００４．４．５生 牝４黒鹿 母 Chubasco 母母 Casessa １０戦２勝 賞金 ２０，５５０，０００円
初出走 JRA

※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 タマモディファイ号・ツルマルシルバー号・テンザンメダリスト号・テンシノコンコルド号
※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。



（２０京都３）第２日 ４月２７日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５４，８６０，０００円
４，２６０，０００円
２６，９１０，０００円
１，７２０，０００円
２７，７１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，９８２，５００円
５，２８８，８００円
１，６９６，８００円

勝馬投票券売得金
４５３，３７２，５００円
６０１，６６３，４００円
４８９，１０７，３００円
２，０１３，１１５，０００円
１，５７５，９３９，０００円
５０８，２９４，８００円
２，４６１，０２５，４００円
３，７６８，４７１，７００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 １１，８７０，９８９，１００円

総入場人員 ３０，９１１名 （有料入場人員 ２９，７４０名）




