
１３０１３ ４月２６日 曇 重 （２１京都３）第２日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０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
１：０８．７

重

重

３５ レッドオマージュ 牝３黒鹿５４ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９０＋１８１：１２．６ ３．６�

１１ � プリティゴールド 牝３鹿 ５２ 川田 将雅横瀬 兼二氏 森 秀行 豪 Ramsey Pas-
toral Co Pty Ltd ４６６ ―１：１２．７� ２９．６�

１２ アキノワンツー 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦穐吉 正孝氏 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４８６± ０１：１３．２３ ２．９�
２３ ムーヴィンオン 牡３栗 ５６

５３ ▲大下 智吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 ４４０＋１０１：１３．４１� ２２５．６�
３６ ヤマニンライラ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５０＋ ２１：１３．５	 １０．４�
４８ コスモブレッシング 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 浦河 三枝牧場 ４２０－ ２ 〃 ハナ ７１．７	
２４ イナズマガイア 牝３鹿 ５４ 浜中 俊小泉 賢悟氏 福永 甲 新冠 小泉牧場 ４１８＋ ２ 〃 クビ ４６．３

７１４ ヒミノマーチ 牡３芦 ５６ 幸 英明佐々木八郎氏 境 直行 三石 前川 正美 ４４０－ ８１：１３．７１ ５．６�
８１６ ガ ン ダ ー ラ 牡３栗 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６２ ― 〃 クビ ９．９�
５１０ セレスマリオット 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一岡 浩二氏 中尾 秀正 静内 マークリ牧場 ４８０± ０１：１３．９１	 １０５．９
７１３ マルサントップガン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝松井三千年氏 武 宏平 新ひだか 静内酒井牧場 ４６４－ ４１：１４．０	 ５０．７�
５９ ユメヲカナエル 牡３栗 ５６

５４ △田中 健キャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド ４５２＋ ２ 〃 ハナ １１．９�
４７ � エーシンウィゾール 牡３芦 ５６ 藤田 伸二平井 宏承氏 野中 賢二 米 Winches-

ter Farm B４４２± ０ 〃 ハナ １７．１�
６１１ スターペスレイコ 牝３芦 ５４ 角田 晃一河野和香子氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４２６＋ ８１：１４．１クビ １４８．６�
６１２ ペティマイカパルア 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 恭介畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４０４－ ８１：１４．２	 １５２．９�
８１５ ラウンドブーケ 牝３鹿 ５４ 船曳 文士宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４２４－１４１：１６．０大差 ３３０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０６０，２００円 複勝： ２４，６５０，４００円 枠連： １７，６６５，８００円

普通馬連： ６５，３８１，０００円 馬単： ４４，５３６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７７８，６００円

３連複： ７３，９０３，２００円 ３連単： １０９，３９３，８００円 計： ３７４，３６９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ６２０円 � １４０円 枠 連（１－３） ４１０円

普通馬連 �� ３，３４０円 馬 単 �� ６，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６６０円 �� ２８０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ４，２００円 ３ 連 単 ��� ２７，６７０円

票 数

単勝票数 計 １８０６０２ 的中 � ４０２５１（２番人気）
複勝票数 計 ２４６５０４ 的中 � ４６１１５（２番人気）� ６７９６（８番人気）� ６１２７７（１番人気）
枠連票数 計 １７６６５８ 的中 （１－３） ３２２５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６５３８１０ 的中 �� １４４６０（１５番人気）
馬単票数 計 ４４５３６０ 的中 �� ４９２６（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７７８６ 的中 �� ２７９１（２２番人気）�� ２２３３２（１番人気）�� ３３７７（１９番人気）
３連複票数 計 ７３９０３２ 的中 ��� １３００７（１３番人気）
３連単票数 計１０９３９３８ 的中 ��� ２９１８（８６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．８―１２．２―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．９―３５．７―４７．９―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドオマージュ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．６．２９ 阪神３着

２００６．２．２２生 牝３黒鹿 母 ストームティグレス 母母 アンファンテ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※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） ４頭 キングコーリンオー号・シゲルヤリガタケ号・ステキナコイビト号・ライブリフラワー号
（非抽選馬） ３頭 スナークレナード号・ホッカイボンベイ号・ヨバンタックン号



１３０１４ ４月２６日 小雨 重 （２１京都３）第２日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

７１４ ウィズインライアン 牝３鹿 ５４ 幸 英明内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４３０＋ ４１：２４．０ ３．６�

４７ ヤマカツゴールド 牡３栗 ５６ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４３８± ０１：２４．２１� １３．７�
１２ ラガーゴールデン 牡３鹿 ５６ 上野 翔奥村 啓二氏 田所 清広 静内 今 牧場 ４１０－ ６１：２４．３� １４７．５�
５１０ グッドルッキング 牝３芦 ５４ 秋山真一郎長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－ ６ 〃 ハナ １３．５�
７１５ ア ル モ ン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 山際牧場 ４６０± ０１：２４．６１� １．９�
２４ ロイヤルポケット 牡３鹿 ５６ 柴原 央明ロイヤルファーム� 昆 貢 浦河 アイオイファーム ４１２＋ ２ 〃 クビ ２５７．１�
７１３ ラブイズモネ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４２４＋１０１：２４．８１� ２３３．５	
８１８ マジカルレッド 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦海谷 幸司氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４４０＋ ６１：２５．０１ ９８．６

５９ マンテンパパ 牡３鹿 ５６ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４３６＋ ６ 〃 ハナ １１．９�
８１７ オウシュウスター 牝３栗 ５４ 福永 祐一西村 專次氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 ４０２－ ２１：２５．２１� ３１．０�
１１ パ ン ド ル 牝３黒鹿５４ 小牧 太前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６＋ ２１：２５．９４ ９５．１
６１１ イサミゴールド 牝３鹿 ５４ 角田 晃一前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 ４０２＋ ２１：２６．２１� １１７．３�
２３ キュートトリックス 牝３黒鹿５４ 石橋 守 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８ ―１：２６．３� ３３．８�
４８ ベ ラ ノ ッ テ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊栗山 良子氏 平田 修 平取 北島牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ １３６．０�
６１２ ミッキーデピュティ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介野田みづき氏 小崎 憲 新ひだか グランド牧場 ５２２ ―１：２７．２５ １４．１�
８１６ ヴィーヴァパッソ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文芹澤 精一氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４４４ ―１：２７．４１� ２０５．６�
３６ ア ク リ ボ ス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝藤田 孟司氏 中竹 和也 浦河 富田牧場 ４８８ ―１：２７．５クビ １０８．５�
３５ エリモフォーダイヤ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４３０－ ６１：２７．９２� ２２７．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，０６１，５００円 複勝： ２５，３５３，０００円 枠連： ２０，４６６，５００円

普通馬連： ４９，２５４，１００円 馬単： ４４，０７１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８８０，４００円

３連複： ６３，１０４，０００円 ３連単： １１１，３２６，７００円 計： ３５０，５１８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ３８０円 � ３，０８０円 枠 連（４－７） ７９０円

普通馬連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ３，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ５，５９０円 �� １１，７７０円

３ 連 複 ��� ６３，３７０円 ３ 連 単 ��� ２３４，０８０円

票 数

単勝票数 計 １７０６１５ 的中 � ３８３５８（２番人気）
複勝票数 計 ２５３５３０ 的中 � ５８１８９（２番人気）� １６０６５（４番人気）� １５９９（１４番人気）
枠連票数 計 ２０４６６５ 的中 （４－７） １９２５６（４番人気）
普通馬連票数 計 ４９２５４１ 的中 �� １４８５６（８番人気）
馬単票数 計 ４４０７１８ 的中 �� ８８５３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８８０４ 的中 �� ７４９２（７番人気）�� ８４８（３９番人気）�� ４００（６１番人気）
３連複票数 計 ６３１０４０ 的中 ��� ７３５（１１２番人気）
３連単票数 計１１１３２６７ 的中 ��� ３５１（４１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．１―３６．４―４８．２―５９．９―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィズインライアン �
�
父 メジロライアン �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２００８．９．２７ 阪神５着

２００６．４．４生 牝３鹿 母 キャニオンリリー 母母 ミスフアピー ９戦１勝 賞金 １２，０５０，０００円
※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。
（非当選馬） ３頭 ウイニングドラゴン号・クールヴァンクル号・タマモリバー号
（非抽選馬） ２頭 シースピアー号・デアモント号



１３０１５ ４月２６日 小雨
（ 芝 ）重
（ダート）重 （２１京都３）第２日 第３競走 ��３，１７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：２８．４良・良

２２ テイケイプリオール 牡４黒鹿５９ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４７８＋１６３：３１．２ ５．３�

７１２� タガノマスタング 牡６栗 ６０ 北沢 伸也八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 広瀬 正昭 ４７６± ０３：３１．４１� ７．１�
３３ タマモヴィグラス 牡４鹿 ５９ 岩崎 祐己タマモ� 川村 禎彦 新冠 芳住 革二 ４７８＋ ２３：３１．５� １２．６�
１１ リノーンランプ 牡４栗 ５９ 小坂 忠士村中 徳広氏 中村 均 静内 佐竹 学 ４５８－ ２ 〃 ハナ ２．９�
５８ ショウリュウケン 牡４鹿 ５９ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５６± ０３：３２．０３ ５．６�
４５ ロングアキレス 牡５青 ６２ 西谷 誠中井 敏雄氏 武田 博 浦河 小島牧場 ４２８＋ ８３：３２．１� １４．１�
６１０ ドングラシアス 牡５黒鹿６０ 高野 容輔山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５０６－ ６３：３２．６３ ２４．３	
７１１ テイエムモノノフ 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 三石 京野 節子 ４５４－ ４ 〃 ハナ ４４．８

６９ エーシンディーエス 牡４鹿 ５９ 南井 大志平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９８＋１０３：３３．３４ ４９．４�
５７ チョウラブラブ 牝４黒鹿５７ 黒岩 悠丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 平山牧場 ４５６± ０３：３３．５１ １３．７�
３４ ゼットコマンダー 牡６黒鹿６０ 白浜 雄造フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４７２－ ２３：３４．３５ ３２．４�
８１３ ランドベスト 牡７栗 ６０ 高田 潤木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５０６± ０３：３４．８３ ９８．４�
４６ サンダーホーラー 牡４鹿 ５９ 今村 康成�昭牧場 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 ４９８－ ８３：３９．３大差 ６２．２�
８１４ スナークムサシ 牡６黒鹿６０ 仲田 雅興杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８８＋ ６ （競走中止） ２７．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，２９６，６００円 複勝： １７，９９３，６００円 枠連： １５，４２２，７００円

普通馬連： ４３，２６０，２００円 馬単： ３２，２３５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５０９，７００円

３連複： ６２，５７６，９００円 ３連単： ９３，８００，０００円 計： ２９４，０９４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２００円 � ２２０円 � ３６０円 枠 連（２－７） １，８００円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ３，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ８８０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ４，２８０円 ３ 連 単 ��� １９，９４０円

票 数

単勝票数 計 １３２９６６ 的中 � ２０１４０（２番人気）
複勝票数 計 １７９９３６ 的中 � ２７５３０（２番人気）� ２２０９３（４番人気）� １１６１７（７番人気）
枠連票数 計 １５４２２７ 的中 （２－７） ６３４３（８番人気）
普通馬連票数 計 ４３２６０２ 的中 �� １９２４０（５番人気）
馬単票数 計 ３２２３５２ 的中 �� ７０９８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５０９７ 的中 �� ６６４１（５番人気）�� ４２７４（１０番人気）�� ４１３７（１１番人気）
３連複票数 計 ６２５７６９ 的中 ��� １０７９４（１２番人気）
３連単票数 計 ９３８０００ 的中 ��� ３４７３（４２番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５３．７－３F ４０．４
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイケイプリオール �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．７．２９ 小倉１１着

２００５．３．１５生 牡４黒鹿 母 リ ス カ ム 母母 ラ ビ リ ン ス 障害：７戦２勝 賞金 ３３，３００，０００円
〔競走中止〕 スナークムサシ号は，競走中に疾病〔右第３指骨々折〕を発症したため２周目２コーナーで競走中止。
〔その他〕 ランドベスト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ランドベスト号は，平成２１年５月２６日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） １頭 ニホンピロファイブ号
（非抽選馬） ４頭 アウトオブサイト号・ウォータートリトン号・エイシンボストン号・ハリーコマンド号



１３０１６ ４月２６日 小雨 重 （２１京都３）第２日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５９ マーブルデイビー 牡３栗 ５６ 浜中 俊下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４７６－ ６１：２４．９ ２．４�

２４ ラプターストーム 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介佐藤 恭永氏 羽月 友彦 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００＋ ４ 〃 ハナ ８．８�

１２ シセイギンガ 牡３青 ５６ 幸 英明猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム ４５０± ０ 〃 クビ ２７．８�
７１４ エーシンオナー 牡３栗 ５６ 小牧 太平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４６２± ０１：２５．１１� ７．０�
５１０ ハチマンタロウ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二居城 要氏 境 直行 新冠 北勝ファーム ４９２－ ４１：２５．２� ３．３�
３５ ハードイチオー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文津田 一男氏 福永 甲 新冠 メイタイ牧場 ４６０－ ２１：２５．５１� １４．４�
７１３ ビオンドパンテーラ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４３６± ０１：２５．８１� １１．６	
４８ アスカノユタカ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝豊田 智郎氏 川村 禎彦 浦河 三枝牧場 ４５６＋ ４１：２５．９� ８３．５

８１５ テイエムパワフル 牡３栗 ５６ 小林 徹弥竹園 正繼氏 新川 恵 門別 浜本牧場 ５４８ ―１：２６．６４ １２２．４�
６１１ トムズビーム 牡３青鹿５６ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 畠山牧場 ４６２＋ ６１：２６．８１ ６９．９�
８１６ スリーチャーム 牝３黒鹿５４ 橋本 美純永井商事 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３２－ ４１：２６．９� １０４．８�
２３ シゲルアソサン 牡３黒鹿５６ 田中 克典森中 蕃氏 松永 幹夫 三石 川端牧場 ５１２＋１４１：２７．７５ ８８．５�
６１２ キーオーカン 牡３栗 ５６ 熊沢 重文北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 ４６４＋１２１：２８．２３ １５６．３�
１１ ビーグロウリアス 牡３鹿 ５６ 高橋 亮吉岡 泰治氏 高橋 隆 森 笹川大晃牧場 ４６８＋ ２１：２８．３� １８９．７�
３６ クイーンバイオ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一バイオ 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ３８６－ ４１：２８．９３� １８１．４�
４７ エムテイハチマン 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎山本 治氏 服部 利之 門別 日西牧場 ４２６± ０１：３１．２大差 ９５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５０２，７００円 複勝： ２９，３５５，１００円 枠連： ２２，８８６，７００円

普通馬連： ５３，７２４，５００円 馬単： ４３，７８８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３２０，４００円

３連複： ７５，１２９，２００円 ３連単： １２７，２７１，６００円 計： ３９３，９７８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ５６０円 枠 連（２－５） ５７０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，４６０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ９，０５０円 ３ 連 単 ��� ２９，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２０５０２７ 的中 � ６９４２６（１番人気）
複勝票数 計 ２９３５５１ 的中 � ７８３４５（１番人気）� ３４８４２（４番人気）� ９７２７（７番人気）
枠連票数 計 ２２８８６７ 的中 （２－５） ２９９２８（３番人気）
普通馬連票数 計 ５３７２４５ 的中 �� ３６６６３（３番人気）
馬単票数 計 ４３７８８２ 的中 �� １６８２０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３２０４ 的中 �� １２４８８（３番人気）�� ３４６８（１５番人気）�� ２２９９（１９番人気）
３連複票数 計 ７５１２９２ 的中 ��� ６１３０（２４番人気）
３連単票数 計１２７２７１６ 的中 ��� ３１５９（８７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．７―１２．５―１２．５―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．４―５９．９―１：１２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
３ ３（４，１３）（９，１４，８）５，１０，２，１２，１１（１５，１６）（７，１）－６ ４ ・（３，４，１３，１４，８）（９，５，１０）２－（１５，１２）１１，１６，１＝７，６

勝馬の
紹 介

マーブルデイビー �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．８．１０ 小倉１０着

２００６．３．２０生 牡３栗 母 マーブルズタイム 母母 マーブルテースト ５戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムテイハチマン号は，平成２１年５月２６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） ３頭 スプリングカエサル号・ニホンピロボレー号・マルブツワーキング号
（非抽選馬） １頭 ダンツヘルメス号



１３０１７ ４月２６日 曇 重 （２１京都３）第２日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１４ ハッピーパレード 牝３黒鹿５４ 四位 洋文馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４２２－ ２１：５１．２ ４．１�

５９ カネトシスラーヴァ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ １２．６�
３５ スターリースカイ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４３０± ０１：５１．４１� ２．０�
３６ スターフルーツ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二吉田 和子氏 野中 賢二 静内 出羽牧場 ４４４＋１４１：５１．５クビ ３３．３�
４７ ニホンピロキャット 牝３黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４２８－ ２１：５１．７１� ６５．７�
２４ タケカジョウオー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊池永 靖子氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ４０２－ ４ 〃 ハナ ３４．３�
２３ リラックススマイル 牝３鹿 ５４ 小牧 太金子真人ホール

ディングス	 橋口弘次郎 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３８＋ ４１：５１．８クビ １９．７


５１０ リッカカントリー 牝３黒鹿５４ 幸 英明立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ４５２ ―１：５２．０１� １９２．３�
４８ オデットシチー 牝３黒鹿５４ 川島 信二 	友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４７６＋ ２１：５２．２１� ５．５�
６１１ エスジーセブンティ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４３４＋ ４ 〃 ハナ ３１６．１
８１７ トウカイセレブ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４５０ ―１：５２．７３ ２９．５�
７１５ ドリームバンブー 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４１２－１０１：５３．２３ ２６４．５�
１１ シルクジャスパー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦有限会社シルク佐山 優 浦河 福岡 光夫 ４５２＋１２１：５３．３� １３７．２�
７１３ ビービーハナビ 牝３青鹿５４ 武 幸四郎�坂東牧場 野中 賢二 むかわ 市川牧場 ４０４＋ ２１：５３．４� ７８．１�
８１８ ローズタトゥ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志昴ホースクラブ 鹿戸 明 新ひだか 土田 扶美子 ４５６± ０１：５３．６１� ２８７．８�
８１６ アーリースプリング 牝３黒鹿５４ 池添 謙一吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５１６＋ ８１：５３．７� ２１．８�
１２ アールドソレイユ 牝３鹿 ５４ 石橋 守有限会社シルク田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４５６ ―１：５３．９１� ２９２．３�
６１２ ク リ ー ペ ル 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 	ローレルレーシング 北出 成人 新冠 ハクツ牧場 ４６２ ―１：５４．５３� ７１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，１７９，２００円 複勝： ３３，５９４，７００円 枠連： １８，２１９，９００円

普通馬連： ５９，３０９，７００円 馬単： ４５，９２６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３９０，２００円

３連複： ７４，４７２，７００円 ３連単： １２４，１３３，２００円 計： ３９９，２２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � １１０円 枠 連（５－７） ２，０８０円

普通馬連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ３，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １９０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ８，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２１１７９２ 的中 � ４０８７８（２番人気）
複勝票数 計 ３３５９４７ 的中 � ７０６２４（２番人気）� ２２４６９（４番人気）� １１２９８０（１番人気）
枠連票数 計 １８２１９９ 的中 （５－７） ６４９１（８番人気）
普通馬連票数 計 ５９３０９７ 的中 �� ２０３８７（７番人気）
馬単票数 計 ４５９２６０ 的中 �� ９２３４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３９０２ 的中 �� ７３６６（７番人気）�� ３７８４９（１番人気）�� １２４８６（４番人気）
３連複票数 計 ７４４７２７ 的中 ��� ４５５９４（２番人気）
３連単票数 計１２４１３３２ 的中 ��� １０２０２（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．９―４８．９―１：０２．０―１：１４．６―１：２７．２―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．６
３ ・（４，１８）８，１６（５，１７，１１）（３，１５，６）１３（９，１２）（１，１４）（１０，２）７ ４ ４，１８，８，５（１７，１６）３（１５，１１，６）（１，９，１４，１３）（１０，７，１２）２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハッピーパレード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２００８．７．５ 阪神５着

２００６．２．２３生 牝３黒鹿 母 メインスルー 母母 Main Prospect １３戦１勝 賞金 ２０，５５０，０００円
〔発走状況〕 ニホンピロキャット号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 ニホンピロキャット号は，発走調教再審査。



１３０１８ ４月２６日 曇 重 （２１京都３）第２日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

６１０ セブンサミッツ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００－ ４１：３６．３ ４．４�

７１１� サクラシャイニー 牡３栗 ５６ 小牧 太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ３５．３�
５７ メイショウバーモス 牡３青鹿５６ 福永 祐一松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ５１０± ０１：３６．４� ４．９�
２２ シルクドミニオン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋ ２１：３６．７２ １２．５�
３３ ピースピース 牡３鹿 ５６ 川田 将雅��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５４＋ ４１：３６．８クビ ６．８�
７１２ コ パ ノ カ ミ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二小林 祥晃氏 松永 幹夫 新ひだか 原 武久 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ７．２	
３４ マイネルレンツ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 川村 禎彦 様似 清水 誠一 ４２０＋ ２１：３６．９� ３１．９

４５ ホーカーハリケーン 牝３青鹿５４ 浜中 俊 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：３７．３２� ３．８�
８１３ キンセイポラリス 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ３９６＋ ２ 〃 クビ ９０．６�
８１４	 ホウショウアビル 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦芳賀 吉孝氏 武田 博 米 Green

Gates Farm ４７０－ ２１：３７．５１
 １１４．３
１１ ロングキャロル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一中井 敏雄氏 梅内 忍 浦河 高野牧場 ４４０－ ２１：３７．６� １１０．６�
６９ ユーセイヤマトオー 牡３鹿 ５６ 田村 太雅�アサヒクラブ 岩元 市三 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５１２＋ ４ 〃 クビ １４２．２�
５８ キ ー ヤ マ ト 牡３青 ５６ 角田 晃一北前孔一郎氏 飯田 雄三 新冠 田渕牧場 ４４４＋ ４１：３７．７クビ ３０．１�
４６ クイーンアリュール 牝３鹿 ５４ 池添 謙一松本 兼吉氏 鶴留 明雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋１８１：３９．４大差 １５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，７９２，２００円 複勝： ３０，５２２，４００円 枠連： １８，９５５，０００円

普通馬連： ６６，３４１，６００円 馬単： ４６，５２８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９４７，０００円

３連複： ７６，８２９，２００円 ３連単： １３２，１９３，２００円 計： ４１４，１０８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � ８５０円 � ２４０円 枠 連（６－７） １，１９０円

普通馬連 �� ５，９９０円 馬 単 �� ７，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� ５７０円 �� ２，５２０円

３ 連 複 ��� １２，０７０円 ３ 連 単 ��� ７４，４８０円

票 数

単勝票数 計 １９７９２２ 的中 � ３６０５１（２番人気）
複勝票数 計 ３０５２２４ 的中 � ５３０１８（２番人気）� ７３４０（１０番人気）� ３６０２１（３番人気）
枠連票数 計 １８９５５０ 的中 （６－７） １１７５６（６番人気）
普通馬連票数 計 ６６３４１６ 的中 �� ８１８０（２４番人気）
馬単票数 計 ４６５２８０ 的中 �� ４３７２（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９４７０ 的中 �� ３７５１（１９番人気）�� １０７２２（４番人気）�� ２１４４（３０番人気）
３連複票数 計 ７６８２９２ 的中 ��� ４６９８（４２番人気）
３連単票数 計１３２１９３２ 的中 ��� １３１０（２４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３６．１―４８．８―１：０１．２―１：１２．８―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セブンサミッツ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．２９ 京都中止

２００６．５．１０生 牡３栗 母 マキシマムデニール 母母 ダイナセレナード ６戦２勝 賞金 １４，０００，０００円



１３０１９ ４月２６日 小雨 重 （２１京都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５０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

３５ � キャッツインブーツ 牡４栗 ５７ 藤田 伸二山本 英俊氏 池江 泰寿 愛 Stonethorn
Stud Farms Ltd ５１２＋ ４１：４９．７ ２．６�

５１０� マ サ ラ イ ト 牡５鹿 ５７ 小牧 太丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ３．１�
２４ ワイルドアフリカ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一吉田 和美氏 庄野 靖志 様似 富田 恭司 ４５４＋１４１：５０．５５ １１．９�
７１３ シークレバー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ １９．７�
６１２ キャプテンマジン 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ４９０－ ２１：５０．６	 ７．１�
３６ � エーシンサンスター 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介平井 宏承氏 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４６４＋ ８１：５０．８１ １４．２�
６１１ ク オ ン 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４７４－ ２１：５１．２２	 １６１．９	
４８ ハッピードロップ 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三
イクタ 谷 潔 池田 高橋 正三 B４５０＋ ２１：５１．３クビ ６２．２�
２３ � ゼットファースト 牡５栗 ５７

５４ ▲国分 恭介
フォーレスト 田所 清広 英 J. Ellis B４８８－ ４ 〃 アタマ ９１．８�
８１５� ド ゥ ー エ ン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝
大樹ファーム 白井 寿昭 米 EMF Brood-

mares２００４ ４５４± ０１：５１．７２	 ３８．０
１２ チャーミングシチー 牝４芦 ５５ 小林 徹弥 �友駿ホースクラブ 清水 出美 門別 富川田中牧場 ４２２－ ４１：５１．８クビ １６３．９�
４７ � シュルヴィーヴル 牝４鹿 ５５ 柴原 央明辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 永田 克之 ４５２＋ ６１：５２．０１	 ２０４．８�
５９ シゲルカイノセ 牡６栗 ５７

５５ △田中 健森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 村下農場 ５００± ０１：５２．３２ ２４７．４�
１１ ピエナワイルド 牡４鹿 ５７ 和田 竜二本谷 兼三氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８８－ ２１：５２．７２	 ９．５�
７１４� マイハートマイラブ 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎 �グリーンファーム 松田 国英 米 Nobuo

Tsunoda B５４０－ ６１：５３．３３	 ８１．９�
８１６� キシリトール 牡４栗 ５７ 荻野 要三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 渡辺牧場 ４７６＋ ８１：５４．０４ ２７８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７２５，０００円 複勝： ３０，６１８，１００円 枠連： ２３，６８１，８００円

普通馬連： ７３，６９１，０００円 馬単： ５５，４４６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１８９，６００円

３連複： ８８，７８０，０００円 ３連単： １７３，３７７，２００円 計： ４９３，５０９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ２７０円 枠 連（３－５） ２５０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ５２０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ３，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２１７２５０ 的中 � ６８４１６（１番人気）
複勝票数 計 ３０６１８１ 的中 � ７９６９２（１番人気）� ７５５４８（２番人気）� １９６１８（５番人気）
枠連票数 計 ２３６８１８ 的中 （３－５） ７２２７８（１番人気）
普通馬連票数 計 ７３６９１０ 的中 �� １７３３３２（１番人気）
馬単票数 計 ５５４４６５ 的中 �� ７６３２７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１８９６ 的中 �� ５７８９１（１番人気）�� １０１１７（７番人気）�� １１３０１（６番人気）
３連複票数 計 ８８７８００ 的中 ��� ６２８４５（３番人気）
３連単票数 計１７３３７７２ 的中 ��� ３６３４７（４番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．２―１３．１―１２．４―１２．６―１２．６―１２．０―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．２―３６．３―４８．７―１：０１．３―１：１３．９―１：２５．９―１：３７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．８
１
３
１６－１，１０（４，５）（３，９）１２，８（６，１５）（２，１３）－（１１，１４）７
１６（１，１０）５（４，３，９）６（８，１３，１２）（２，１１，１５）－１４－７

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

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４栗 母 Eurostorm 母母 Eurobird ８戦２勝 賞金 ２０，７００，０００円
〔制裁〕 マサライト号の騎手小牧太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（８番・７番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 シルクヘラクレス号・ダノンシーガルズ号・ビッグローズ号・メイショウイッキ号・ローレルアクシス号
（非抽選馬） １頭 ウインステルス号



１３０２０ ４月２６日 小雨 重 （２１京都３）第２日 第８競走 ��２，０００�
ただす もり

糺 の 森 特 別
発走１４時２５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 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

７９ ノーザンシャトル 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４４４－ ２２：０３．５ ７．８�

７８ マイネトゥインクル 牝４鹿 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム B４３０± ０２：０３．７１� ２６．９�

６７ � リキアイコンドル 牝６鹿 ５５ 秋山真一郎高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４９２＋ ２２：０３．９１� １５．５�
１１ フライングメリッサ 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己セゾンレースホース� 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋２２ 〃 ハナ ６．４�
２２ サマーアクトレス 牝４黒鹿５５ 和田 竜二セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４６６－ ４２：０４．１１� ７．０�
８１０ キンショーオトヒメ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４３６＋１０ 〃 ハナ ６８．６�
３３ � ヒカリベルサイユ 牝５芦 ５５ 川田 将雅當山 	則氏 谷 潔 浦河 笠松牧場 ４３６＋ ８２：０４．３１ ９．２

８１１ ステイトリーデイズ 牝５栗 ５５ 浜中 俊 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７０＋１０２：０５．０４ ２．５�
５５ フェイドレスシーン 牝４栗 ５５ 小牧 太 �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＋ ６２：０５．１� ８２．８
４４ ニホンピロシェリー 牝５鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 ４６８－１０ 〃 ハナ ９．７�
６６ ヤサシイキモチ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二宮城 寛也氏 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４５６＋ ４２：０５．５２� １１．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，３４８，５００円 複勝： ３７，１３６，３００円 枠連： ２２，７４８，６００円

普通馬連： ８９，６１０，２００円 馬単： ６７，７３１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１２３，３００円

３連複： １０６，９８６，４００円 ３連単： ２３０，９２７，７００円 計： ６０７，６１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ３００円 � ６６０円 � ４１０円 枠 連（７－７） ９，６８０円

普通馬連 �� ９，４７０円 馬 単 �� １７，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６１０円 �� １，４４０円 �� ２，７７０円

３ 連 複 ��� ３１，９２０円 ３ 連 単 ��� １９２，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２４３４８５ 的中 � ２４７７２（４番人気）
複勝票数 計 ３７１３６３ 的中 � ３５８３０（５番人気）� １３５７４（９番人気）� ２４１７５（８番人気）
枠連票数 計 ２２７４８６ 的中 （７－７） １７３５（２５番人気）
普通馬連票数 計 ８９６１０２ 的中 �� ６９８９（３１番人気）
馬単票数 計 ６７７３１９ 的中 �� ２８６８（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１２３３ 的中 �� ２６３２（３３番人気）�� ４８８５（２３番人気）�� ２４７６（３４番人気）
３連複票数 計１０６９８６４ 的中 ��� ２４７４（８６番人気）
３連単票数 計２３０９２７７ 的中 ��� ８８６（４６７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．３―１２．４―１２．８―１３．１―１２．４―１２．０―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３６．５―４８．９―１：０１．７―１：１４．８―１：２７．２―１：３９．２―１：５１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーザンシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．１．２７ 小倉８着

２００４．３．２６生 牝５栗 母 ノーザンサンライズ 母母 ディスタントムーン １５戦４勝 賞金 ４２，２７３，０００円
〔発走状況〕 ステイトリーデイズ号は，左前肢落鉄。発走時刻２分遅延。
〔その他〕 ヤサシイキモチ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヤサシイキモチ号は，平成２１年５月２６日まで出走できない。



１３０２１ ４月２６日 曇 重 （２１京都３）第２日 第９競走 ��
��１，２００�

たちばな

橘 ス テ ー ク ス
発走１５時００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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

８１６ グランプリエンゼル 牝３栃栗５４ 熊沢 重文北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４２８＋ ６１：１０．６ ３８．８�

４８ エイシンタイガー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４８４＋ ２１：１０．７� ２．４�
７１４ タイガーストーン 牡３鹿 ５７ 和田 竜二後藤 繁樹氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ４９０＋ ２１：１０．８� ４．８�
２３ トシザワイルド 牡３栗 ５６ 角田 晃一上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ １９．６�
２４ � アラマサローズ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４１６－ ２１：１０．９クビ ４４．３�
３６ � トップオブピーコイ 牡３青鹿５６ 川田 将雅横瀬 兼二氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４６８－ ２１：１１．０� ８８．１�
１２ ラブチャーミー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田 三千雄 ４３８＋ ６ 〃 クビ １７．８	
８１５ ゴールドエンデバー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝
テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８８＋１０ 〃 アタマ ４０．２�
５９ セイクリムズン 牡３黒鹿５６ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ４９６－ ４１：１１．３１	 ８．２�
１１ サルバドールアスカ 牡３栗 ５６ 小牧 太則武 輝一氏 伊藤 伸一 新冠 坂元牧場 ４５６－ ２１：１１．４� ５６．１
６１２ スペシャルクイン 牝３青鹿５４ 浜中 俊菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４４８＋ ６１：１１．５	 １１０．５�
７１３ メイショウアツヒメ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ５００± ０１：１１．７１ ２４．８�
６１１ オメガユリシス 牡３鹿 ５７ 上村 洋行原 
子氏 坂本 勝美 浦河 桑田 正己 ４５０－ ２１：１１．９１� １７．７�
３５ シシャモチャン 牝３栗 ５４ 小林 徹弥大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４６４＋ ６１：１２．２２ １５．１�
５１０ マチカネコロモガワ 牡３栗 ５６ 酒井 学細川 益男氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４５６± ０１：１２．４１� １０．６�
４７ サダムテンジン 牝３栗 ５４ 藤田 伸二大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４５８＋１２ 〃 アタマ ３０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，６３８，０００円 複勝： ５３，９８２，８００円 枠連： ３８，６４２，７００円

普通馬連： １５１，７２３，２００円 馬単： ９０，２６６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，９３３，０００円

３連複： １６７，３９１，５００円 ３連単： ３３４，６３０，４００円 計： ９１４，２０７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８８０円 複 勝 � ８５０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（４－８） ２，４６０円

普通馬連 �� ６，２４０円 馬 単 �� １７，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８２０円 �� ３，０７０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ８，１２０円 ３ 連 単 ��� ８６，２６０円

票 数

単勝票数 計 ３４６３８０ 的中 � ７０４３（１１番人気）
複勝票数 計 ５３９８２８ 的中 � ９８３３（１４番人気）� １６６５２１（１番人気）� ８９８３５（２番人気）
枠連票数 計 ３８６４２７ 的中 （４－８） １１６３９（８番人気）
普通馬連票数 計１５１７２３２ 的中 �� １７９４９（２１番人気）
馬単票数 計 ９０２６６２ 的中 �� ３９１２（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２９３３０ 的中 �� ５１９０（２０番人気）�� ３０２５（３７番人気）�� ５３５９８（１番人気）
３連複票数 計１６７３９１５ 的中 ��� １５２２４（２３番人気）
３連単票数 計３３４６３０４ 的中 ��� ２８６３（２２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．２―１１．５―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．４―４５．９―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３６．２
３ ５，１３（７，１６）（８，１０）２（３，１２）（６，１４）１（４，１１）９，１５ ４ ５（１３，１６）７（８，１０）（２，３）（６，１２，１４）（１，４）１１（１５，９）

勝馬の
紹 介

グランプリエンゼル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．２７ 函館２着

２００６．３．１６生 牝３栃栗 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード ７戦３勝 賞金 ３４，６４３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。
（非抽選馬） １頭 ラガーシーキング号



１３０２２ ４月２６日 曇 重 （２１京都３）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�第１４回アンタレスステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２０．４．２６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，２０．４．２５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 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００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

２４ ウォータクティクス 牡４黒鹿５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７０－ ４１：４７．８レコード ４．２�

３５ ワンダースピード 牡７黒鹿５８ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４８４± ０１：４８．１２ ２．７�
１１ ボ ラ ン タ ス 牡５栗 ５６ 池添 謙一齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２８＋ ４ 〃 ハナ ６２．７�
３６ マコトスパルビエロ 牡５芦 ５６ 福永 祐一眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５１８＋ ４ 〃 クビ １７．３�
１２ ダイショウジェット 牡６鹿 ５６ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５５６＋ ８１：４８．２� ２４．８�
７１４ アロンダイト 牡６黒鹿５８ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム B５６４＋ ４１：４８．７３ １６．１�
４８ フォーティファイド 牡４栗 ５６ 和田 竜二吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ５０２－ ４ 〃 クビ ２３．８	
８１６ メイショウトウコン 牡７黒鹿５８ 藤田 伸二松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 ４６２－ ３１：４８．８クビ ７．１

６１１ アドマイヤダンク 牡５栗 ５６ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５００＋ ４１：４９．０１ １４．０�
８１５ ユウキタイティ 牡５栗 ５６ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５１４＋１０ 〃 ハナ ２３２．５�
２３ スターシップ 牡５芦 ５６ 上村 洋行 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：４９．４２� １０４．７
６１２ ロールオブザダイス 牡４栗 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２１：４９．６１� ９６．２�
５１０	 サトノコクオー 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己里見 治氏 藤沢 和雄 愛 M. J.

O’Dwyer B５１８＋ ２ 〃 ハナ ６．３�
５９ エプソムアーロン 牡５鹿 ５６ 角田 晃一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 ５０２＋１０ 〃 ハナ ４８．２�
７１３ ダイナミックグロウ 牡５鹿 ５６ 武 幸四郎小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４７４＋１０１：５０．３４ １７４．４�
４７ メイショウシャフト 牡６鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５３４＋ ６１：５０．８３ ２１９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２１，５４５，２００円 複勝： １８２，８４７，２００円 枠連： １１８，９４２，１００円

普通馬連： ６９７，６６１，０００円 馬単： ３９４，１３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７３，３２２，５００円

３連複： ８４１，２８６，５００円 ３連単： １，８４４，６１７，６００円 計： ４，３７４，３５４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � ８２０円 枠 連（２－３） ６１０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ３，５８０円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� １２，４２０円 ３ 連 単 ��� ５１，７４０円

票 数

単勝票数 計１２１５４５２ 的中 � ２２８２７８（２番人気）
複勝票数 計１８２８４７２ 的中 � ２３９１９１（３番人気）� ５８３８２６（１番人気）� ３６４３７（１１番人気）
枠連票数 計１１８９４２１ 的中 （２－３） １４６２６３（１番人気）
普通馬連票数 計６９７６６１０ 的中 �� ７１２０１１（１番人気）
馬単票数 計３９４１３２６ 的中 �� １７８９８６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７３３２２５ 的中 �� １５３５７５（２番人気）�� １０８９５（４０番人気）�� １７８０１（２９番人気）
３連複票数 計８４１２８６５ 的中 ��� ５００１１（３８番人気）
３連単票数 計１８４４６１７６ 的中 ��� ２６３１２（１５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．０―１２．３―１２．１―１１．７―１１．８―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３５．４―４７．７―５９．８―１：１１．５―１：２３．３―１：３５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．３
１
３
４，６（２，７）（５，１３）（８，１５）（１，１０）（９，１４）（１１，１２）３，１６・（４，６）（２，７）（５，１３）１５（１，８）１４，９（１０，１１）（１２，１６）－３

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

勝馬の
紹 介

ウォータクティクス �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．１１ 京都３着

２００５．２．６生 牡４黒鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル ７戦６勝 賞金 １０６，３５１，０００円
〔制裁〕 ボランタス号の騎手池添謙一は，４コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（８番・１５番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）３６頭 アップドラフト号・アドマイヤスワット号・アンバージャック号・インセンティブガイ号・ウエスタンウッズ号・

エリモハルカ号・オリジナルフェイト号・カリオンツリー号・クリーン号・コスモシンドラー号・
シルククルセイダー号・シルクビッグタイム号・ゼットフラッシュ号・セレスクラブ号・セレスハント号・
タイキエニグマ号・タイキジリオン号・タガノエクリプス号・トレノジュビリー号・トーセンアーチャー号・
トーホウドルチェ号・ナナヨーヒマワリ号・ニシノマナムスメ号・ネイキッド号・ブイチャレンジ号・
フォーリクラッセ号・フジサイレンス号・プレミアムボックス号・ボストンオー号・ホッカイカンティ号・
ポルトフィーノ号・マイネルスケルツィ号・マルブツイースター号・メイショウサライ号・ラインドライブ号・
ワールドハンター号



１３０２３ ４月２６日 小雨 重 （２１京都３）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�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 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

８１５� ゲバルトステイヤー 牡５栗 ５７ 幸 英明畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８０＋ ２１：４８．９ ２．７�

３５ ヨ ク バ リ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４６４± ０１：４９．２１� ３４．４�
５９ シャインモーメント 牡４栗 ５７ 安藤 勝己�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８４－ ２ 〃 アタマ ２．９�
１２ 	 オッティマルーチェ 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一 �グリーンファーム 畠山 吉宏 米 Shadai Farm ４８０＋ ４１：４９．４１
 ５４．９�
６１１ ケージーハッピー 牝４青鹿５５ 藤岡 佑介川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 B４９８－ ８１：４９．５クビ ４０．０�
３６ リアルヴィクトリー 牡４鹿 ５７ 四位 洋文杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８２－ ２１：４９．８１� ３１．８	
５１０ ナムラフューチャー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４７６－ ２１：４９．９クビ ２２．８

２４ ス エ ズ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 B５０８－ ６１：５０．２１� １０．７�
７１４ ストームタイガー 牡７青鹿５７ 池添 謙一吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７４－ ４１：５０．５２ ３０．９�
２３ クリアヴィジョン 牡８栗 ５７ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４６２－ ４１：５１．０３ １８５．４
８１６ マヤノバルトーク 牡５鹿 ５７ 浜中 俊田所 英子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ５０２＋ ６１：５１．２１ ３０．５�
１１ レ ン ト ゲ ン 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３６－ ６１：５１．５２ ６２．４�
４７ 	 ティズインパルス 牡６鹿 ５７ 和田 竜二鷹野 馨氏 池江 泰寿 米 John T.

Crane Jr. ４８０＋ ２ 〃 クビ ５９．５�
４８ 	 ヒシウィンザー 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文阿部雅一郎氏 河内 洋 愛 M. Abe B４９０－ ２１：５１．６クビ ２２．９�
７１３ トップオブハワイキ 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三横瀬 兼二氏 池添 兼雄 三石 田中 春美 ４６４－ ６１：５１．８１� １２．９�
６１２ マルブツフラッシュ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５０６＋ ２ 〃 ハナ １５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，６０７，６００円 複勝： ５１，５９２，７００円 枠連： ４５，５１１，０００円

普通馬連： １７０，３６８，８００円 馬単： １０４，４１０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，０７０，２００円

３連複： ２０１，２９２，９００円 ３連単： ４０７，３９３，６００円 計： １，０６８，２４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � ６６０円 � １３０円 枠 連（３－８） ２，０６０円

普通馬連 �� ５，１６０円 馬 単 �� ６，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� １７０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ４，４２０円 ３ 連 単 ��� ３０，２００円

票 数

単勝票数 計 ３５６０７６ 的中 � １０６８８３（１番人気）
複勝票数 計 ５１５９２７ 的中 � １４７２７５（１番人気）� １１０１０（１２番人気）� １３２１４７（２番人気）
枠連票数 計 ４５５１１０ 的中 （３－８） １６３４１（１０番人気）
普通馬連票数 計１７０３６８８ 的中 �� ２４３６７（１８番人気）
馬単票数 計１０４４１０８ 的中 �� １１３４１（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２０７０２ 的中 �� ６７８７（１８番人気）�� １０７０２７（１番人気）�� ６７５３（１９番人気）
３連複票数 計２０１２９２９ 的中 ��� ３３６５３（１０番人気）
３連単票数 計４０７３９３６ 的中 ��� ９９５６（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．１―３５．０―４７．１―５９．１―１：１１．２―１：２３．７―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．７
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�ゲバルトステイヤー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Alydar

２００４．４．１２生 牡５栗 母 ア ニ ー カ 母母 La Vue １４戦３勝 賞金 ４１，７９４，０００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。
（非抽選馬） ４頭 エイシンヴァイデン号・キクノプログレッソ号・サーユウジーン号・ナムラグローリー号



１３０２４ ４月２６日 小雨 重 （２１京都３）第２日 第１２競走 ��２，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時４０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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

６１０ フィニステール 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１６± ０２：１７．６ ２．６�

７１３ シングルショット 牡４青 ５７
５４ ▲国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ５０６＋ ６ 〃 ハナ ５．９�

３５ スズカゲイル 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 小島牧場 ４１４＋ ２２：１７．７� ９．９�
８１４ マイネルローゼン 牡４栗 ５７ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１８＋ ８２：１７．８� ６．３�
７１２ ペプチドトップガン 牡４栗 ５７ 小牧 太沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 日東牧場 ５００± ０２：１８．１１� １６．９�
２２ アコニットライアン 牡４青鹿５７ 和田 竜二渡邉 光典氏 服部 利之 静内 大典牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １３７．９�
２３ タマモランニング �４黒鹿５７ 柴山 雄一タマモ� 川村 禎彦 豊浦 飯原牧場 ４７０－ ３２：１８．２クビ ４０．９	
４６ テイエムマイサクラ 牝４栗 ５５ 田中 克典竹園 正繼氏 五十嵐忠男 様似 中脇 一幸 ４５０＋ ８２：１８．４１� ５６．６

１１ メイショウユウシャ 牡４栗 ５７ 熊沢 重文松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ５００± ０２：１８．５� ２７．７�
５８ ヨドノヒーロー 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５２＋ ２２：１８．８１� １０．２�
５９ インテンスブルー 牡４鹿 ５７ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 B４７４＋ ２ 〃 ハナ １０．２
６１１ シゲルアンビシャス 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４９０－ ２２：１８．９� １５．２�
４７ ワンダーアームフル 牡４鹿 ５７ 石橋 守山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５２６＋２８ 〃 クビ １２９．１�
３４ テイエムモモタロー 牡４青鹿５７ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ４４４＋ ８２：１９．３２� １３８．０�
８１５� サクラインパルス 牡４青 ５７ 角田 晃一�さくらコマース羽月 友彦 静内 西村 和夫 ４７２－ ６２：２０．５７ ４２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５４，２９７，８００円 複勝： ７３，６２１，６００円 枠連： ６４，７１８，７００円

普通馬連： ２１８，２８６，４００円 馬単： １３６，９９９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，８４４，１００円

３連複： ２５１，０９２，２００円 ３連単： ５６９，６８０，０００円 計： １，４３５，５３９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２４０円 枠 連（６－７） ５７０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ５３０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ３，０７０円 ３ 連 単 ��� １０，８８０円

票 数

単勝票数 計 ５４２９７８ 的中 � １６７９８９（１番人気）
複勝票数 計 ７３６２１６ 的中 � １７９０９８（１番人気）� １１２６５５（２番人気）� ６６２９８（５番人気）
枠連票数 計 ６４７１８７ 的中 （６－７） ８４１４４（１番人気）
普通馬連票数 計２１８２８６４ 的中 �� １８５０００（２番人気）
馬単票数 計１３６９９９０ 的中 �� ７４８７１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６８４４１ 的中 �� ５１８１５（１番人気）�� ３１１９９（４番人気）�� １４２８３（１１番人気）
３連複票数 計２５１０９２２ 的中 ��� ６０４４９（５番人気）
３連単票数 計５６９６８００ 的中 ��� ３８６６７（１２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．６―１２．７―１２．９―１３．２―１３．３―１２．５―１２．１―１１．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．３―３６．９―４９．６―１：０２．５―１：１５．７―１：２９．０―１：４１．５―１：５３．６―２：０４．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィニステール �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Cozzene デビュー ２００６．１２．１７ 阪神１着

２００４．４．１６生 牡５鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla １０戦２勝 賞金 ４４，９６６，０００円
〔発走状況〕 メイショウユウシャ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



（２１京都３）第２日 ４月２６日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２６７，３１０，０００円
４，２６０，０００円
１８，９３０，０００円
１，６９０，０００円
２７，１８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，４５６，０００円
５，７８２，８００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
４０２，０５４，５００円
５９１，２６７，９００円
４２７，８６１，５００円
１，７３８，６１１，７００円
１，１０６，０７２，２００円
５１２，３０９，０００円
２，０８２，８４４，７００円
４，２５８，７４５，０００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 １１，１１９，７６６，５００円

総入場人員 ３０，７３３名 （有料入場人員 ）




