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１２０１３ ４月２４日 晴 不良 （２３京都３）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３４ ニシノテキーラ 牝３鹿 ５４
５２ △高倉 稜西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４５２－ ２１：５３．７ ２．８�

５８ テイエムオニキス 牝３黒鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４７６＋ ４１：５３．８� ８．７�
７１２ ゴールドハーベスト 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作関 駿也氏 白井 寿昭 日高 野口牧場 ４６８± ０１：５３．９クビ ４８．５�
５７ クラリティー 牝３栗 ５４ 幸 英明�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２＋ ２１：５４．０� ４．４�
７１１ サフランルーデンス 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 ４５６＋ ８１：５４．１� １２．０�
４６ ミラグロッサ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－１２１：５４．６３ ４．１	
４５ ティボリタンポポ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４９６＋２４１：５４．８１� ８０．５

２２ レインボークォーツ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８４ ― 〃 アタマ ７．６�
６１０ メイショウコスモス 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 多田 善弘 ４３０－１４１：５４．９� ９５．５�
１１ ブ ル ラ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋藤田 孟司氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２－１０１：５５．８５ ２０３．６
８１４ シーサイドウーマン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介岡 浩二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４４８＋ ８１：５６．６５ ７８．８�
３３ メイショウトキワ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８４＋ ６１：５８．７大差 １３８．４�
６９ マイピースハート 牝３栗 ５４ 長谷川浩大五影 隆則氏 川村 禎彦 新ひだか フジワラフアーム ４７４－ ６２：００．５大差 ４１．１�

（１３頭）
８１３ ビットエクスプレス 牝３鹿 ５４ 北村 友一横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新ひだか マークリ牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １０，８４８，１００円 複勝： １６，７９３，８００円 枠連： ８，１１０，９００円

馬連： ２８，０７８，１００円 馬単： ２１，９２３，５００円 ワイド： １２，２７２，９００円

３連複： ４４，８３８，３００円 ３連単： ７１，１８０，７００円 計： ２１４，０４６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ２４０円 � ７７０円 枠 連（３－５） ４１０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� １，５２０円 �� ２，７２０円

３ 連 複 ��� ９，５８０円 ３ 連 単 ��� ３３，７００円

票 数

単勝票数 差引計 １０８４８１（返還計 １０１） 的中 � ３１３２８（１番人気）
複勝票数 差引計 １６７９３８（返還計 １０８） 的中 � ５１２０１（１番人気）� １６１３３（５番人気）� ３８６５（７番人気）
枠連票数 差引計 ８１１０９（返還計 １０） 的中 （３－５） １４７７８（１番人気）
馬連票数 差引計 ２８０７８１（返還計 ５１５） 的中 �� １６５９４（７番人気）
馬単票数 差引計 ２１９２３５（返還計 ３８０） 的中 �� ７９８０（９番人気）
ワイド票数 差引計 １２２７２９（返還計 ３４１） 的中 �� ６１８８（７番人気）�� １９４０（１６番人気）�� １０５７（２４番人気）
３連複票数 差引計 ４４８３８３（返還計 １７０７） 的中 ��� ３４５７（２４番人気）
３連単票数 差引計 ７１１８０７（返還計 ２６１２） 的中 ��� １５５９（１０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．９―５０．１―１：０３．１―１：１５．４―１：２７．７―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．３
１
３

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

・（７，８）（４，６，１２）（１１，１４）（５，１０，２）－（１，３）＝９・（７，８）２（４，１２）１１，６，５－１０，１４＝１－３＝９
勝馬の
紹 介

ニシノテキーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１．１０ 京都４着

２００８．３．７生 牝３鹿 母 リーヴザマーク 母母 The Caretaker ４戦１勝 賞金 ７，９８０，０００円
〔出走取消〕 ビットエクスプレス号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイピースハート号は，平成２３年５月２４日まで平地競走に出走できない。
※ブルラ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１２０１４ ４月２４日 晴 不良 （２３京都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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１１ サクセスリアン 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４３２－ ２１：１２．２ １．６�

４８ キシュウライ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３２± ０１：１３．１５ ２９．７�
６１２ イツモジョウキゲン 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介小田切有一氏 佐々木晶三 浦河 木村牧場 ４３８＋ ６ 〃 アタマ １２．６�
３５ シゲルフクシュニン 牝３栗 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 ワールドファーム ４７０－ ４１：１３．４２ ２９８．１�
７１４ アグネススコール 牡３栗 ５６ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B４７６－１４１：１３．５クビ １２．８�
１２ ミスチフキッツ 牝３栗 ５４

５２ △高倉 稜 �荻伏服部牧場 服部 利之 浦河 荻伏服部牧場 B４３６＋ ６１：１３．６� ９．６�
７１３ シゲルコモン 牡３栗 ５６ 飯田 祐史森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 オリオンファーム ４６８± ０１：１３．８１� ２３．２	
３６ ブラウンシュガー 牡３青鹿５６ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ２５．２

２３ インパクトバイオ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介バイオ� 鶴留 明雄 平取 坂東牧場 ４３２ ―１：１３．９クビ ９１．４�
５１０ キョウワジョリー 牝３鹿 ５４ 幸 英明�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 ４３４± ０１：１４．４３ ２０４．７
２４ コウユーエルザ 牝３栗 ５４ 北村 友一加治屋康雄氏 大根田裕之 日高 浜本 幸雄 ４３８＋１０１：１４．５� １０９．６�
８１６ ウィズイングレース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４７０＋ ８ 〃 ハナ ４０．６�
１１ メイショウザイラー 牡３栗 ５６ 鮫島 良太松本 好雄氏 増本 豊 浦河 岡部牧場 ４６６＋ ２１：１５．３５ ２０９．９�
４７ アドマイヤセリナー 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太近藤 利一氏 藤沢 則雄 浦河 辻 牧場 ４６０＋１４１：１５．５１� １１１．６�
５９ シースアーヴ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４４６ ―１：１５．６� ２７２．０�
８１５ ジョーポジティブ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム ５１２＋２４１：１５．９１� ５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４２４，４００円 複勝： ３６，８１１，４００円 枠連： １０，４１８，５００円

馬連： ３０，４９４，３００円 馬単： ２７，６１４，９００円 ワイド： １４，２７２，３００円

３連複： ４３，０１３，６００円 ３連単： ８０，０５１，６００円 計： ２５４，１０１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４２０円 � ２１０円 枠 連（４－６） １，７３０円

馬 連 �� ２，５００円 馬 単 �� ３，２８０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ２２０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ４，５５０円 ３ 連 単 ��� １８，５８０円

票 数

単勝票数 計 １１４２４４ 的中 � ５８１３３（１番人気）
複勝票数 計 ３６８１１４ 的中 � ２５９６７２（１番人気）� ７４９８（６番人気）� ２０４４７（４番人気）
枠連票数 計 １０４１８５ 的中 （４－６） ４４４９（６番人気）
馬連票数 計 ３０４９４３ 的中 �� ９００２（９番人気）
馬単票数 計 ２７６１４９ 的中 �� ６２２１（１１番人気）
ワイド票数 計 １４２７２３ 的中 �� ４１２７（９番人気）�� ２０１８３（１番人気）�� １４３１（２５番人気）
３連複票数 計 ４３０１３６ 的中 ��� ６９９２（１７番人気）
３連単票数 計 ８００５１６ 的中 ��� ３１８１（５４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．０―１２．０―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．９―４７．９―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセスリアン �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．１．２９ 京都３着

２００８．１．３１生 牡３栗 母 リアルエクスペクテイションズ 母母 Educated Risk ４戦１勝 賞金 ９，３５０，０００円
※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。
（非抽選馬） ３頭 ウォーターリッパー号・バーネット号・ファルブキング号

第３回　京都競馬　第２日



１２０１５ ４月２４日 小雨 重 （２３京都３）第２日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１４ フレンチボウ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４６６＋１４１：４９．８ ８．６�

１２ ショウナンカミング 牡３栗 ５６ 秋山真一郎国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ７．４�
３６ オーシャンビーナス 牝３栗 ５４ 小牧 太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４３４± ０１：４９．９クビ ２．２�
７１３ タマモマーブル 牡３栗 ５６ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４９２＋ ６１：５０．０� ８．３�
８１６ メイショウテッサイ 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 B４６８＋ ２１：５０．１� ８．３�
４８ ダヴィンチバローズ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 ４６０－ ４１：５０．３１� １２．８�
３５ メイショウヨウドウ 牡３黒鹿５６ 松田 大作松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ８．１	
１１ トーワフライト 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ４５６－ ６ 〃 アタマ ３１７．９

４７ テイエムモーレツ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 新冠橋本牧場 ４６２＋ ８１：５０．４クビ ２１２．７�
８１７ パンドラクラウン 牝３黒鹿５４ 浜中 俊栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４２４＋ ２ 〃 クビ １５２．３�
５９ ココモオレンジ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：５１．１４ ７２．７
２３ タカノコウモン 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 白井牧場 ４３２－ ６１：５１．４１� ２７５．７�
８１８ プ レ ナ ス 牡３栗 ５６ 北村 友一釘田 秀一氏 藤沢 則雄 鹿児島 釘田フアーム ４５８－ ４１：５１．５� ４００．４�
６１２ テイエムライジン 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４２４＋ ２ 〃 アタマ ３２．３�
５１０ ドラゴンベータ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４８０ ―１：５１．６クビ ４６．１�
７１５ エアベンダー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５２４ ― 〃 ハナ ６４．０�
６１１ シゲルフクブチョウ 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗森中 蕃氏 田中 章博 日高 千葉飯田牧場 ４２２－ ２１：５２．２３� ４４０．９�
２４ エーシンシルビア 牝３栃栗 ５４

５１ ▲国分 優作�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４３４± ０１：５２．５１� ２３６．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，０５６，２００円 複勝： ２４，１６３，１００円 枠連： １４，０８８，３００円

馬連： ４１，０３９，７００円 馬単： ３１，７２４，５００円 ワイド： １７，５７４，３００円

３連複： ５６，９５７，７００円 ３連単： ８６，１４１，７００円 計： ２８７，７４５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２５０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（１－７） ２，３１０円

馬 連 �� ４，９８０円 馬 単 �� ９，７２０円

ワ イ ド �� １，４５０円 �� ４５０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ３，２００円 ３ 連 単 ��� ３６，１７０円

票 数

単勝票数 計 １６０５６２ 的中 � １４７６６（６番人気）
複勝票数 計 ２４１６３１ 的中 � ２００８４（７番人気）� ２５８５１（４番人気）� ７１６６９（１番人気）
枠連票数 計 １４０８８３ 的中 （１－７） ４５０４（９番人気）
馬連票数 計 ４１０３９７ 的中 �� ６０９３（２０番人気）
馬単票数 計 ３１７２４５ 的中 �� ２４０９（３９番人気）
ワイド票数 計 １７５７４３ 的中 �� ２７０６（２０番人気）�� １０００２（５番人気）�� １１９３３（３番人気）
３連複票数 計 ５６９５７７ 的中 ��� １３１６７（１５番人気）
３連単票数 計 ８６１４１７ 的中 ��� １７５８（１０６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．８―１２．９―１３．１―１２．６―１１．５―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３５．９―４８．８―１：０１．９―１：１４．５―１：２６．０―１：３７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレンチボウ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１０．１２．１１ 阪神５着

２００８．２．１５生 牝３鹿 母 マニフィカート 母母 ミ ュ ン シ ー ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円

１２０１６ ４月２４日 曇
（ 芝 ）重
（ダート）不良（２３京都３）第２日 第４競走 ��３，１７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時２０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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２８．４良・良

８１４ ヒカリアライブ 牡５鹿 ６０ 黒岩 悠�ヒカリクラブ 牧田 和弥 日高 中川牧場 ４３４＋ ４３：３３．６ １５．０�

５７ � デ ア モ ン ト 牡５栗 ６０ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 新ひだか 筒井 征文 ５０６＋１０３：３４．４５ ５．９�
７１２ マサノブルース �４鹿 ５９ 佐久間寛志猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 ４３４＋ ２ 〃 アタマ ５．６�
４６ クランエンブレム 牡７鹿 ６０ 柴田 大知 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B５１６－ ６３：３４．５� ５．７�
２２ ナムラチェンジ 牡６鹿 ６０ 植野 貴也奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４８２＋ ４３：３４．７１ ６．５�
１１ リアルヴィクトリー 牡６鹿 ６０ 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８２－ ４３：３５．４４ ５．５	
３４ � シ デ ン カ イ 牡６青 ６０ 草野 太郎柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 徳永 春夫 ４５６＋ ２ 〃 クビ １００．７

４５ ニシノアララギ 牡５鹿 ６０ 宗像 徹西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ５０６－ ２ 〃 ハナ ３０．９�
５８ ピサノシンボル 牡５鹿 ６０ 横山 義行市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０６－ ２３：３５．６１ ３４．７�
６１０ グロッケンライン 牡６鹿 ６０ 高田 潤 �キャロットファーム 中尾 秀正 三石 片山 修 ４６２± ０３：３６．４５ １０．３
８１３ ハストラング �７鹿 ６０ 西谷 誠岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４７０＋ ２３：３６．７２ １７．１�
３３ バ イ ヨ ン 牡６栗 ６０ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２３：３８．２９ １４．８�
６９ コアレスアルダン 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４７６－１４３：４０．２大差 ３９．９�
７１１ コ ン ゴ ウ 牡５芦 ６０ 今村 康成林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４８＋ ６３：４３．６大差 ６１．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，３３２，８００円 複勝： １７，９７１，７００円 枠連： １２，６８４，０００円

馬連： ３６，８８７，６００円 馬単： ２４，６９７，２００円 ワイド： １６，２９２，４００円

３連複： ５６，７６２，２００円 ３連単： ７９，４８０，５００円 計： ２５６，１０８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ４４０円 � ２５０円 � ２００円 枠 連（５－８） ２，２３０円

馬 連 �� ５，４２０円 馬 単 �� １０，１３０円

ワ イ ド �� １，７６０円 �� １，３８０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ８，４９０円 ３ 連 単 ��� ６８，６９０円

票 数

単勝票数 計 １１３３２８ 的中 � ５９８６（８番人気）
複勝票数 計 １７９７１７ 的中 � ９２８７（９番人気）� １９４４９（５番人気）� ２６８０５（１番人気）
枠連票数 計 １２６８４０ 的中 （５－８） ４２１５（１４番人気）
馬連票数 計 ３６８８７６ 的中 �� ５０２９（２５番人気）
馬単票数 計 ２４６９７２ 的中 �� １８０１（４６番人気）
ワイド票数 計 １６２９２４ 的中 �� ２１８４（２５番人気）�� ２８２７（１９番人気）�� ８３９４（２番人気）
３連複票数 計 ５６７６２２ 的中 ��� ４９３５（２９番人気）
３連単票数 計 ７９４８０５ 的中 ��� ８５４（２４０番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５３．０－３F ３８．９
コーナー
通過順位

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

ヒカリアライブ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００９．３．２９ 阪神８着

２００６．５．２６生 牡５鹿 母 クリスタルデュー 母母 マウンテンデユー 障害：１６戦２勝 賞金 ４０，３８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 シュンリキ号・シンボリプロキオン号・タイカーリアン号・ピエナミッチー号・ヒシカツヒトリタビ号・ブチカマシ号・

マーベラスパレード号・モリノミヤコ号・リーチマイドリーム号
（非抽選馬） ６頭 エヒテンヴィーゼ号・ゴールデンカイザー号・シースピアー号・スリーラスカル号・マックスチャンプ号・

モモタロサン号



１２０１７ ４月２４日 曇 不良 （２３京都３）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３６ ピエナオリオン 牡３黒鹿５６ 幸 英明本谷 兼三氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：５１．４ ４．１�

３５ クローバーリーフ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ６１：５１．５� ７．６�
２４ タマモブラウン 牡３鹿 ５６ 小牧 太タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８８－ ２１：５１．６� ５．９�
５９ クラシカルノヴァ 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４７２＋ ２１：５１．８１� ２９．２�
４８ ハ ス ラ ー 牡３黒鹿５６ 北村 友一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５１８－ ２１：５２．０１� ３８．６�
６１２ トーセンウィーク 牡３栗 ５６ 和田 竜二島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５３２－ ４１：５２．１� ６．７	
６１１ ヤマニンティグル 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜土井 肇氏 橋田 満 新冠 錦岡牧場 ４６４＋ ２１：５２．３１� ６６．６

１１ マイネルティンラン 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４３８－ ２１：５２．５１� １５３．３�
４７ キングオブフェイス 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０８＋ ６ 〃 アタマ ２５．５�
５１０ タイムズアロー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ２ 〃 クビ ４．８�
７１４ アドマイヤトリック 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：５２．７１� ５３．８�
２３ テイエムドンマイ 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４９４＋ ６ 〃 アタマ ８．３�
１２ ユウキマリアッチ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９４＋ ８１：５２．８� ５７．４�
８１５ スパークスフライ 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬鎌田 博�氏 松永 昌博 新冠 石田牧場 ４６０＋１２１：５２．９クビ ４８．４�
８１６ サトノサミット 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５０２＋ ２１：５３．４３ ２２．２�
７１３ ジェットストリーム 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文馬場 幸夫氏 浅見 秀一 むかわ 上水牧場 B４８４＋ ６１：５５．２大差 ８２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０１２，７００円 複勝： ３３，０６２，５００円 枠連： １７，８９２，６００円

馬連： ５０，１６６，１００円 馬単： ３３，１０４，４００円 ワイド： ２４，７２９，９００円

３連複： ７０，５２７，５００円 ３連単： ９９，７１７，８００円 計： ３４７，２１３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（３－３） １，４８０円

馬 連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，９６０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ３７０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� １１，１５０円

票 数

単勝票数 計 １８０１２７ 的中 � ３５３９９（１番人気）
複勝票数 計 ３３０６２５ 的中 � ６４５００（１番人気）� ４２７５８（４番人気）� ４９５１２（２番人気）
枠連票数 計 １７８９２６ 的中 （３－３） ８９４５（６番人気）
馬連票数 計 ５０１６６１ 的中 �� ２４７２８（４番人気）
馬単票数 計 ３３１０４４ 的中 �� ８２７２（６番人気）
ワイド票数 計 ２４７２９９ 的中 �� １０５１９（４番人気）�� １８１１１（１番人気）�� ６１９２（１０番人気）
３連複票数 計 ７０５２７５ 的中 ��� ２２１９３（４番人気）
３連単票数 計 ９９７１７８ 的中 ��� ６６０４（１２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１２．９―１３．１―１２．９―１３．０―１２．５―１２．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２２．８―３５．７―４８．８―１：０１．７―１：１４．７―１：２７．２―１：３９．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピエナオリオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１．１６ 京都６着

２００８．４．４生 牡３黒鹿 母 ユノブラウニー 母母 オ エ ノ セ ラ ５戦２勝 賞金 １３，８００，０００円

１２０１８ ４月２４日 曇 重 （２３京都３）第２日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

２４ アストロロジー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６８± ０１：３４．８ ２．９�

１２ ダ コ ー ル 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－ ２１：３５．０１� ３．２�
４８ タイキパーシヴァル 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４８８－ ４１：３５．２１� ４３．４�

７１４ ダーズンローズ 牡３青 ５６ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７４－ ６ 〃 クビ ９．３�
８１８ マスターグレイマン 牡３芦 ５６ 浜中 俊村山 卓也氏 山内 研二 浦河 小島牧場 ４５８＋ ６１：３５．３� ８０．４�
４７ カルドブレッサ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ４１：３５．４� ５．１	
１１ シャイニングカラー 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 B４４６± ０１：３５．５� ９２．４

５１０ カレンミロティック 牡３栗 ５６ 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２１：３５．６� ７．７�
５９ マヤノクレド 牡３鹿 ５６ 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４７８＋１２１：３５．７クビ ４７４．８�
３５ カノヤキャプテン 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４５４＋ ４１：３５．８� ３５５．６
３６ ブラウンマシーン 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士キャピタルクラブ 境 直行 新冠 田鎖牧場 ４５８＋ ４１：３６．０１� １１９．５�
２３ エンジョイタイム 牡３鹿 ５６ 北村 友一前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ２１：３６．１� ９８．５�
６１１ サンライズポパイ 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４５０－ ８１：３６．２� １４４．５�
６１２ ジョウショーツヨシ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４０－ ４ 〃 アタマ ６０２．２�
８１６ ナリタキングロード 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ４８４＋ ２１：３６．４１� １８．４�
７１５ シゲルシャチョウ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ５０６＋ ６１：３７．３５ ３４．７�
８１７	 エーシンバサラ 牡３青鹿５６ 鮫島 良太�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. ５４４－ ６１：３７．４� １３１．１�

（１７頭）
７１３ ア バ ウ ト 牡３栗 ５６ 芹沢 純一副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５０８± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，９４２，９００円 複勝： ３１，７４６，１００円 枠連： １４，１０６，４００円

馬連： ４５，６７３，２００円 馬単： ３０，４２７，５００円 ワイド： １９，６７１，５００円

３連複： ５７，０３０，６００円 ３連単： ９６，０６２，８００円 計： ３１４，６６１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ５６０円 枠 連（１－２） ４７０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� １，５６０円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� １８，３００円

票 数

単勝票数 差引計 １９９４２９（返還計 ２３８１） 的中 � ５４３６８（１番人気）
複勝票数 差引計 ３１７４６１（返還計 ３３９９） 的中 � ８１１７８（１番人気）� ７１９９３（２番人気）� ９０４２（８番人気）
枠連票数 計 １４１０６４ 的中 （１－２） ２２２１１（１番人気）
馬連票数 差引計 ４５６７３２（返還計 １６９００） 的中 �� ７０８９０（１番人気）
馬単票数 差引計 ３０４２７５（返還計 １１１６２） 的中 �� ２６６６９（１番人気）
ワイド票数 差引計 １９６７１５（返還計 ５３８８） 的中 �� ２９５０５（１番人気）�� ２６９１（１７番人気）�� ２１６３（２０番人気）
３連複票数 差引計 ５７０３０６（返還計 ３２５９７） 的中 ��� ８１６１（１６番人気）
３連単票数 差引計 ９６０６２８（返還計 ５９３９５） 的中 ��� ３８７６（５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．６―１１．８―１１．７―１２．０―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．３―４７．１―５８．８―１：１０．８―１：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．０
３ ・（８，１８）－７（３，６，１０）（２，９，１６）（４，１２）（１，１４）－（１７，１１）５，１５ ４ ・（８，１８）－（３，７，１０）（２，６，１６）（４，９）（１，１２）（１４，１１）－５－（１７，１５）

勝馬の
紹 介

アストロロジー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．１１．１３ 京都３着

２００８．３．２７生 牡３黒鹿 母 アーキオロジー 母母 Caress ６戦２勝 賞金 １９，７００，０００円
〔競走除外〕 アバウト号は，装鞍所で暴れ，疾病〔右飛節部挫創〕を発症したため競走除外。
※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 アルマリンピア号



１２０１９ ４月２４日 曇 重 （２３京都３）第２日 第７競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０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

８１０ トウカイパラダイス 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲国分 優作内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４９８± ０２：１６．４ ４．９�

５５ ティキマハロ 牡４黒鹿５７ 幸 英明萬納寺正清氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ５．６�
４４ キングウェールズ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４５２± ０２：１６．６１� ２．３�
６７ ジャングルストーン 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 恭介 �スカイツリーレーシング 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４７２－ ２２：１６．８１� ６１．０�

２２ トキノヤマトボシ �５黒鹿５７ 柴原 央明田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４５４＋ ４２：１６．９	 ２４．７�
６６ スティアヘッド 牡５鹿 ５７ 北村 友一�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４５４－ ４ 〃 ハナ ４５．８�
８１１ カルカソンヌ 牡５芦 ５７ 田辺 裕信 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５１８＋１８ 〃 ハナ ９．６	
７９ ダノンフィーバー 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太
ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５１２＋ ４２：１７．１１
 １２．９�
３３ スイートテン 牝４栗 ５５ 藤岡 康太青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５１４＋ ６２：１７．５２
 ７．６�
７８ マグニフィセント 牡４鹿 ５７ 川島 信二野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４３８± ０ 〃 クビ １０９．７
１１ ダディーズウォーズ 牡５黒鹿５７ 松田 大作 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４＋１０２：１７．６クビ ２５．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，３２３，７００円 複勝： ３０，０８７，３００円 枠連： １２，８６２，３００円

馬連： ４９，１９２，１００円 馬単： ３９，５４５，８００円 ワイド： ２６，６８５，５００円

３連複： ６６，２５１，６００円 ３連単： １２９，３５０，３００円 計： ３７３，２９８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � １１０円 枠 連（５－８） １，０５０円

馬 連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ２８０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ９５０円 ３ 連 単 ��� ７，８２０円

票 数

単勝票数 計 １９３２３７ 的中 � ３１０８９（２番人気）
複勝票数 計 ３００８７３ 的中 � ３４６１１（３番人気）� ３０７３５（４番人気）� １０８８３８（１番人気）
枠連票数 計 １２８６２３ 的中 （５－８） ９０６３（５番人気）
馬連票数 計 ４９１９２１ 的中 �� ２６５０４（５番人気）
馬単票数 計 ３９５４５８ 的中 �� １０３５８（１１番人気）
ワイド票数 計 ２６６８５５ 的中 �� １３１２３（５番人気）�� ２４２７９（３番人気）�� ２９１１５（２番人気）
３連複票数 計 ６６２５１６ 的中 ��� ５１９２６（１番人気）
３連単票数 計１２９３５０３ 的中 ��� １２２１２（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．４―３５．９―４９．１―１：０２．３―１：１５．６―１：２９．２―１：４１．７―１：５３．３―２：０４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．７
１
３
７，９＝１０－２，５－４，１，３，１１（６，８）・（７，９）－（２，１０）５（１，４）（３，８）（６，１１）

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

勝馬の
紹 介

トウカイパラダイス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．３．１３ 阪神１着

２００７．４．１２生 牡４黒鹿 母 トウカイミヤビ 母母 タイヨウスズラン ７戦２勝 賞金 １８，１４０，０００円

１２０２０ ４月２４日 晴 不良 （２３京都３）第２日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０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 ３７０，０００
３７０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

３６ エーシンポルックス 牡４芦 ５７ 小牧 太�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B５００＋ ６１：２４．０ ６．６�

４８ ウォーターサムデイ 牡５鹿 ５７ 北村 友一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４７４± ０１：２４．３２ ８．１�
３５ ライフストリーム 牡７栗 ５７

５６ ☆国分 恭介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４９８± ０１：２４．６１� １５．９�
５１０ サンヴァンサン 牝４栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２６＋ ２１：２４．７� ３２．２�

１１ � デュークワンダー 牡５栗 ５７ 鮫島 良太伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ
ワ牧場 B４８２－１６１：２４．８クビ １０．７�

７１４ ドクトルジバゴ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４８０＋ ２ 〃 同着 １４．０	
６１２� セトノランナー 牡４栗 ５７ 和田 竜二難波 澄子氏 鈴木 孝志 浦河 杵臼斉藤牧場 B４５４－ ７１：２５．２２� ７２．４

２４ ヴィクトリーマーチ 牝４栗 ５５

５３ △高倉 稜吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４５０＋ ８ 〃 クビ ３．０�
７１３ タガノディーバ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太八木 良司氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８＋ ４１：２５．５１� ２０．１�
２３ ニシノマナザシ 牡４芦 ５７ 幸 英明西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４８６－１２ 〃 アタマ １７．９
１２ � カシノハクリュウ 牡４芦 ５７ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 様似 中村 俊紀 ５２６－ ４１：２５．６クビ １５４．０�
５９ ミッキーミステリー 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介野田みづき氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４８４－ ６１：２５．８１ ４．１�
４７ ユ ド ロ 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信吉田 和美氏 牧 光二 新ひだか 橋本牧場 ４４６－ ４１：２５．９� ９３．１�
８１５� トーホウホープ 牡５栗 ５７

５４ ▲国分 優作東豊物産� 柴田 光陽 静内 静内酒井牧場 ４４４－ ２１：２６．１１� ３１９．４�
８１６� マッシヴジェネラル 牡４青 ５７

５４ ▲森 一馬小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４６８－ ６１：２６．８４ １１９．４�
６１１ デンコウワン 牝４黒鹿５５ 熊沢 重文田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４２０＋ ４１：２７．４３� ４００．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４３７，６００円 複勝： ２８，６６５，８００円 枠連： １６，４３６，６００円

馬連： ５６，４１０，３００円 馬単： ３５，３７９，０００円 ワイド： ２４，００５，３００円

３連複： ７４，７２７，４００円 ３連単： １１７，２９７，７００円 計： ３７１，３５９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２１０円 � ２５０円 � ３２０円 枠 連（３－４） １，６００円

馬 連 �� ３，０７０円 馬 単 �� ６，６４０円

ワ イ ド �� １，２５０円 �� １，５３０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� １１，２１０円 ３ 連 単 ��� ６１，４９０円

票 数

単勝票数 計 １８４３７６ 的中 � ２２０３３（３番人気）
複勝票数 計 ２８６６５８ 的中 � ３９０２２（３番人気）� ３１３６４（４番人気）� ２１７４０（５番人気）
枠連票数 計 １６４３６６ 的中 （３－４） ７６０１（９番人気）
馬連票数 計 ５６４１０３ 的中 �� １３５８７（１１番人気）
馬単票数 計 ３５３７９０ 的中 �� ３９３６（２５番人気）
ワイド票数 計 ２４００５３ 的中 �� ４７４９（１４番人気）�� ３８２１（１８番人気）�� ５７１１（１２番人気）
３連複票数 計 ７４７２７４ 的中 ��� ４９２４（３８番人気）
３連単票数 計１１７２９７７ 的中 ��� １４０８（２０５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．４―１２．０―１２．５―１２．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．３―４６．３―５８．８―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンポルックス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rubiano デビュー ２０１０．１．５ 京都８着

２００７．３．３１生 牡４芦 母 オレゴンガール 母母 Paying Guest １１戦２勝 賞金 １７，５００，０００円
※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。
（非抽選馬） ２頭 アキノワンツー号・シークロノス号



１２０２１ ４月２４日 晴 重 （２３京都３）第２日 第９競走 ��
��２，０００�ウインズ八代開設記念

発走１４時１５分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

５８ ハートビートソング 牡４栗 ５７ 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ５０４－ ６１：５９．８ ３．５�

８１４� カワキタフウジン 牡６栗 ５７ 北村 友一川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５１２－ ４２：００．１１� １０．８�
６１０ タガノエルシコ 牡６栗 ５７ 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４３４＋ ６ 〃 クビ ６．５�
２２ トレイルブレイザー 牡４鹿 ５７ 浜中 俊前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２＋ ４２：００．２� ６．８�
５９ デ ル フ ォ イ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 新冠 追分ファーム ４７６－ ２２：００．３	 ３．３�
７１２ ケンブリッジレーザ 牡８青 ５７ 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ５０２－ ２２：００．７２	 ８３．９�
６１１ トモロポケット 牡５栗 ５７ 鮫島 良太廣崎 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４７６－ ４２：００．８	 ２４．５	
３４ ダイバーシティ 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２２：００．９クビ ５４．０

７１３ ブルースターキング 牡５黒鹿５７ 熊沢 重文 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ７９．０�
４７ ヒカリシャトル 牡７鹿 ５７ 幸 英明�ヒカリクラブ 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B５２０＋ ２ 〃 ハナ １７．７
３５ カネトシパサージュ 牡４黒鹿５７ 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４５８－１４ 〃 アタマ ２６．０�
４６ � サンマルエミネム 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉相馬 勇氏 日吉 正和 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８２－ ６ 〃 ハナ ６４．２�
８１５ トウカイオーロラ 牡４黒鹿５７ 和田 竜二内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４７２± ０２：０１．５３	 １８．９�
２３ リッカロイヤル 牡６芦 ５７ 安藤 光彰立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５３２＋ ４２：０１．６	 ６５．１�
１１ エーケーサンライズ 牡６鹿 ５７ 小牧 太桂土地� 庄野 靖志 門別 小西 章 ４５６－ ４２：０２．６６ ９５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，３２９，９００円 複勝： ４５，８８１，４００円 枠連： ２８，２９０，８００円

馬連： ９３，１１９，７００円 馬単： ５７，０１６，２００円 ワイド： ３４，７０８，１００円

３連複： １２２，２４３，１００円 ３連単： ２０３，７５９，５００円 計： ６１１，３４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ２５０円 � １９０円 枠 連（５－８） ５１０円

馬 連 �� １，９９０円 馬 単 �� ３，０２０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ４８０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３，８４０円 ３ 連 単 ��� １９，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２６３２９９ 的中 � ６０５７７（２番人気）
複勝票数 計 ４５８８１４ 的中 � ９６１０２（１番人気）� ４１９３４（５番人気）� ６２１８０（３番人気）
枠連票数 計 ２８２９０８ 的中 （５－８） ４１３８５（２番人気）
馬連票数 計 ９３１１９７ 的中 �� ３４６２１（７番人気）
馬単票数 計 ５７０１６２ 的中 �� １３９７７（１１番人気）
ワイド票数 計 ３４７０８１ 的中 �� １１７６２（７番人気）�� １８６８０（２番人気）�� ８８４６（９番人気）
３連複票数 計１２２２４３１ 的中 ��� ２３５４１（１０番人気）
３連単票数 計２０３７５９５ 的中 ��� ７７３３（４４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．４―１２．６―１２．２―１２．３―１２．０―１１．５―１１．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３６．０―４８．６―１：００．８―１：１３．１―１：２５．１―１：３６．６―１：４７．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハートビートソング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．２．１３ 京都１着

２００７．４．１７生 牡４栗 母 フィールグルービー 母母 プレイヤーホイール ７戦４勝 賞金 ６５，１３３，０００円
〔騎手変更〕 トレイルブレイザー号の騎手渡辺薫彦は，第８競走での入線後の落馬による検査のため浜中俊に変更。

１２０２２ ４月２４日 晴 稍重 （２３京都３）第２日 第１０競走
WIN５発売記念

��
��１，４００�

たちばな

橘 ス テ ー ク ス
発走１４時５０分 （芝・右・外）
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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

７１５ ツルマルレオン 牡３鹿 ５６ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５００± ０１：２２．０ ３．５�

３６ ミヤジエムジェイ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４８４＋ ２１：２２．１� ３５．１�
４７ ファーマクリーム 牝３鹿 ５４ 松田 大作中西 功氏 加藤 敬二 日高 増尾牧場 ４４０＋ ２１：２２．２� ２６１．９�
７１４ タガノロックオン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５００－ ２ 〃 クビ ５１．６�
２４ 	 エーシンハーバー 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米

Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

４５６－ ２１：２２．３クビ １０．１�
２３ スノードラゴン 牡３芦 ５６ 北村 友一岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ４９８＋ ４１：２２．５１
 ２６．５�
１２ ラトルスネーク 牡３黒鹿５６ 浜中 俊吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ ３．７	
６１２ アドマイヤサガス 牡３青 ５６ 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ８１：２２．６� ９．９

８１８ ニシノステディー 牝３栗 ５４ 幸 英明西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７２－ ６ 〃 クビ ２２．９�
８１７ ワ イ ズ リ ー �３栗 ５６ 和田 竜二前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４４８－ ８１：２２．７クビ ３３．２�
６１１ ビットスターダム 牡３芦 ５６ 国分 恭介馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４５２－ ４１：２２．８� ７０．６
５１０ メモリアルイヤー 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４７８± ０ 〃 ハナ ９．６�
３５ アルティシムス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋ ２ 〃 ハナ ７．０�
４８ ドリームバロン 牡３栗 ５６ 熊沢 重文セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４４８± ０ 〃 クビ ２６２．５�
５９ テイクアベット 牡３鹿 ５６ 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４８２－ ６１：２２．９クビ ４９．４�
１１ エーシンブラン 牡３芦 ５７ 高倉 稜�栄進堂 坂口 正則 様似 栄進牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ ３０．４�
８１６ オースミイージー 牡３鹿 ５７ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４７０＋ ８１：２３．０� ６４．０�
７１３ ニジブルーム 牡３芦 ５６ 川島 信二横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８８± ０ 〃 アタマ １１４．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０，９３３，３００円 複勝： ５７，７９３，０００円 枠連： ３２，４０８，４００円

馬連： １３５，９１９，８００円 馬単： ７５，９０９，１００円 ワイド： ４７，６５９，７００円

３連複： １６３，８９３，４００円 ３連単： ２７７，１５５，４００円 計： ８３１，６７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ７９０円 � ４，１８０円 枠 連（３－７） ９８０円

馬 連 �� ６，５８０円 馬 単 �� １０，２５０円

ワ イ ド �� ２，５９０円 �� １２，１７０円 �� ３６，３８０円

３ 連 複 ��� ４１５，６５０円 ３ 連 単 ��� １，６４９，５３０円

票 数

単勝票数 計 ４０９３３３ 的中 � ９２９３４（１番人気）
複勝票数 計 ５７７９３０ 的中 � １３３７３４（１番人気）� １６１００（１０番人気）� ２７８９（１７番人気）
枠連票数 計 ３２４０８４ 的中 （３－７） ２４５５２（２番人気）
馬連票数 計１３５９１９８ 的中 �� １５２６５（２３番人気）
馬単票数 計 ７５９０９１ 的中 �� ５４６６（３６番人気）
ワイド票数 計 ４７６５９７ 的中 �� ４６１１（２７番人気）�� ９５８（９３番人気）�� ３１９（１３４番人気）
３連複票数 計１６３８９３４ 的中 ��� ２９１（４８９番人気）
３連単票数 計２７７１５５４ 的中 ��� １２４（２３２０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．６―１１．７―１１．５―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．６―４６．３―５７．８―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツルマルレオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１０．９ 京都３着

２００８．４．３０生 牡３鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver ７戦３勝 賞金 ３６，５２０，０００円
〔制裁〕 ミヤジエムジェイ号の騎手安藤光彰は，３コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（１１番・１３番への進路影響）



１２０２３ ４月２４日 晴 重 （２３京都３）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第１６回アンタレスステークス（ＧⅢ）

発走１５時３０分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２２．４．２４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，２２．４．２３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）

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１３� ゴルトブリッツ 牡４栗 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ６１：４８．１ ５．１�

２２ ワンダーアキュート 牡５鹿 ５６ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５０２－ ３１：４８．４１� ２．４�
７１１ バーディバーディ 牡４黒鹿５８ 幸 英明里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ４８６－ ２１：４８．８２	 ３．５�
７１２ タガノジンガロ 牡４鹿 ５６ 松田 大作八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０４＋ ２１：４８．９� １３．９�
５８ ピースキーパー 牡６鹿 ５６ 渡辺 薫彦 �サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４＋ ２１：４９．６４ ２７６．１�
３３ タガノクリスエス 牝６鹿 ５４ 国分 恭介八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９８＋ ４ 〃 クビ ８６．６�
３４ マ ス ト ハ ブ 牡４鹿 ５６ 鮫島 良太青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５２０－ ２１：４９．７クビ ４４．４	
６１０ アルトップラン 牡６栗 ５６ 浜中 俊�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９８－１２１：４９．８� １０３．７

４６ ピイラニハイウェイ 牡６黒鹿５６ 熊沢 重文金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ６１：４９．９	 ４５．９�
４５ ウォータクティクス 牡６黒鹿５６ 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７４－ ６１：５０．０	 ４１．５
８１４ ダイシンオレンジ 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ４９６－ ２１：５０．１	 ７．３�
６９ � サクラロミオ 牡６鹿 ５６ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ５０６＋ ６１：５０．８４ ２２．２�
１１ フィールドルージュ 牡９鹿 ５８ 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 三石 中田 英樹 ５０６＋１８ （競走中止） １３３．０�

（１３頭）
５７ メテオロロジスト 牡４栗 ５７ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ７８，１９７，６００円 複勝： １０９，７５８，０００円 枠連： ６７，０３１，１００円

馬連： ２９５，２０６，９００円 馬単： １８１，４２０，１００円 ワイド： ８９，２９０，３００円

３連複： ３８０，４５５，２００円 ３連単： ８３２，７７２，１００円 計： ２，０３４，１３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（２－８） ３５０円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ４００円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ７２０円 ３ 連 単 ��� ５，１３０円

票 数

単勝票数 計 ７８１９７６ 的中 � １２１４９４（３番人気）
複勝票数 計１０９７５８０ 的中 � １４３５２１（３番人気）� ３６８９４６（１番人気）� ２２３９３２（２番人気）
枠連票数 計 ６７０３１１ 的中 （２－８） １４１６２０（２番人気）
馬連票数 計２９５２０６９ 的中 �� ３２２９５９（２番人気）
馬単票数 計１８１４２０１ 的中 �� ７５６０４（６番人気）
ワイド票数 計 ８９２９０３ 的中 �� ７１０９８（２番人気）�� ４７８３５（５番人気）�� １５３５１６（１番人気）
３連複票数 計３８０４５５２ 的中 ��� ３９２６４３（２番人気）
３連単票数 計８３２７７２１ 的中 ��� １１９８１５（１１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１２．４―１２．３―１２．２―１２．１―１２．０―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．０―３５．４―４７．７―５９．９―１：１２．０―１：２４．０―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ゴルトブリッツ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seeking the Gold

２００７．４．１１生 牡４栗 母 レディブロンド 母母 Wind In Her Hair １０戦４勝 賞金 ７８，７９５，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔出走取消〕 メテオロロジスト号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 フィールドルージュ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

１２０２４ ４月２４日 晴 稍重 （２３京都３）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

８１３ ガ ン ダ ー ラ 牡５栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７０－１０１：３４．８ ３．３�

５７ ティアップゴールド 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４７４＋ ２１：３５．０１� ６．６�
４６ リバーハイランド 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ １３．２�
２２ ユメノキラメキ 牝４栗 ５５ 川島 信二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７０－ ８１：３５．１クビ １５．７�
３４ ゴーゲッター 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５４０－ ２ 〃 アタマ １４．１�
８１４ キングシャーロット 牡４鹿 ５７

５５ △高倉 稜馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 上村 清志 ４６２－ ４１：３５．４１� ４１．１�
３３ フェイズシフト 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６８＋ ８ 〃 ハナ ７０．３�
１１ ドリームカトラス 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介セゾンレースホース	 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ６１：３５．５クビ ４．７

６１０ ミヤジシェンロン 牡４鹿 ５７ 幸 英明曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４４６－ ３１：３５．６� １８．７�
７１１	 エスジーストリーム 牡６青鹿 ５７

５４ ▲国分 優作窪田 滋氏 藤岡 範士 米
Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

５００－ ２１：３５．７� １０．６�
４５ ウィズインライアン 牝５鹿 ５５ 北村 友一内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B４３６＋ ２１：３６．１２
 １０２．６
５８ テーブルスピーチ 牝４栗 ５５ 小牧 太谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４４６－ ４１：３６．２クビ ６．１�
６９ � テーオーエンジェル 牝６栗 ５５ 浜中 俊小笹 公也氏 笹田 和秀 門別 ヤナガワ牧場 ４７４－ ４１：３６．６２
 ９９．６�
７１２ ト ム ト ッ プ 牡７栗 ５７ 渡辺 薫彦半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４６８－ ６１：３９．１大差 １６７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３７，８１４，６００円 複勝： ５９，０７１，３００円 枠連： ３５，３３３，９００円

馬連： １４１，５３３，５００円 馬単： ８２，３７９，０００円 ワイド： ４５，５８６，７００円

３連複： １７３，２２２，７００円 ３連単： ３３３，８９６，８００円 計： ９０８，８３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � ３２０円 枠 連（５－８） ４８０円

馬 連 �� １，４８０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ９５０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ４，４６０円 ３ 連 単 ��� ２１，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３７８１４６ 的中 � ９２８２７（１番人気）
複勝票数 計 ５９０７１３ 的中 � １２０９７５（１番人気）� ５６６４３（５番人気）� ４２１３９（６番人気）
枠連票数 計 ３５３３３９ 的中 （５－８） ５５３３３（１番人気）
馬連票数 計１４１５３３５ 的中 �� ７０９８３（４番人気）
馬単票数 計 ８２３７９０ 的中 �� ２２４３３（７番人気）
ワイド票数 計 ４５５８６７ 的中 �� ２０２２５（４番人気）�� １１７２０（１１番人気）�� １０５４３（１３番人気）
３連複票数 計１７３２２２７ 的中 ��� ２８７０７（１２番人気）
３連単票数 計３３３８９６８ 的中 ��� １１４３８（５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．３―４７．７―５９．６―１：１１．２―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ダ ー ラ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００９．４．２６ 京都９着

２００６．４．２４生 牡５栗 母 グランドグリーン 母母 メタモルフォース ２２戦４勝 賞金 ６２，３７３，０００円
〔発走状況〕 ドリームカトラス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

テーブルスピーチ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 ガンダーラ号の騎手和田竜二は，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５０，０００円。（２番への進路影響）
〔その他〕 ガンダーラ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

トムトップ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。



（２３京都３）第２日 ４月２４日（日曜日） 晴一時雨一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

２７２，０４０，０００円
３，２２０，０００円
１１，０２０，０００円
２，０００，０００円
２５，７２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，９１５，５００円
５，６０１，８００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
３０８，６５３，８００円
４９１，８０５，４００円
２６９，６６３，８００円
１，００３，７２１，３００円
６４１，１４１，２００円
３７２，７４８，９００円
１，３０９，９２３，３００円
２，４０６，８６６，９００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 ６，８０４，５２４，６００円

総入場人員 ２８，９８７名 （有料入場人員 ２７，０４５名）


