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13013 4月21日 晴 稍重 （25京都3）第2日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時00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

11 プラネットスコア 牡3黒鹿56 北村 友一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 464＋101：12．5 23．5�
59 カ ト ラ ス �3芦 56 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 452＋ 21：12．6� 5．4�
24 バルトロメオ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478－ 6 〃 クビ 4．6�
23 	 アスターストーム 牡3鹿 56 秋山真一郎加藤 久枝氏 武田 博 米

Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

470－ 81：12．7クビ 15．9�
815 メイショウオトワカ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 480＋ 2 〃 アタマ 43．8�
713 リージェンシー 牝3鹿 54 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 61：13．23 21．0	
714 ハニーバニー 牝3鹿 54 浜中 俊 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 490＋10 〃 アタマ 19．4�
611 ホシプリエール 牝3栗 54 M．デムーロ永井冨佐子氏 増本 豊 浦河 桑田 正己 498± 01：13．3� 72．4�

（仏）

612	 アンブレスド 牝3栗 54 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 米 MDS
Farms, LLC 466－101：13．4クビ 58．7

510 ドラゴンオサム 牡3鹿 56 和田 竜二大久保和夫氏 山内 研二 新ひだか 三木田牧場 562＋ 4 〃 ハナ 2．6�
36 シゲルカニザ 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 小倉牧場 486＋ 4 〃 クビ 237．9�
47 スズカアルファ 牡3栗 56 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 464＋ 61：14．03� 6．6�
816 リベラリスト 牝3鹿 54 松山 弘平�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 472＋ 61：14．1クビ 30．2�
48 ティティベンケイ 牡3鹿 56 酒井 学田畑 利彦氏 境 直行 浦河 佐々木 恵一 494－ 21：14．42 60．5�
35 ワンダーパラジーノ 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 460 ―1：14．61� 362．5�
12 シゲルミズガメザ 牡3鹿 56 小牧 太森中 蕃氏 加藤 敬二 日高 サンバマウン

テンファーム B492± 01：16．6大差 199．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，446，300円 複勝： 38，451，200円 枠連： 15，619，600円
馬連： 42，166，900円 馬単： 30，913，800円 ワイド： 24，549，700円
3連複： 69，219，300円 3連単： 107，113，900円 計： 346，480，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 650円 � 180円 � 180円 枠 連（1－5） 1，840円

馬 連 �� 5，230円 馬 単 �� 13，980円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 1，660円 �� 520円

3 連 複 ��� 8，410円 3 連 単 ��� 79，930円

票 数

単勝票数 計 184463 的中 � 6186（8番人気）
複勝票数 計 384512 的中 � 11587（8番人気）� 66179（2番人気）� 63232（3番人気）
枠連票数 計 156196 的中 （1－5） 6297（6番人気）
馬連票数 計 421669 的中 �� 5954（17番人気）
馬単票数 計 309138 的中 �� 1632（43番人気）
ワイド票数 計 245497 的中 �� 3466（19番人気）�� 3505（18番人気）�� 12616（4番人気）
3連複票数 計 692193 的中 ��� 6079（24番人気）
3連単票数 計1071139 的中 ��� 989（224番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．1―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．6―46．7―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラネットスコア �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2012．11．10 京都12着

2010．5．9生 牡3黒鹿 母 フラワーウイナー 母母 キャッチザナイト 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルミズガメザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月21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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ニシオキボオト号・ヤマニンプチタルト号・ロケットダッシュ号
（非抽選馬） 4頭 シゲルサジタリアス号・タンティヴィー号・ランドマーキュリー号・レガリアシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13014 4月21日 晴 稍重 （25京都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
1：47．8
1：47．8

重
重

23 メイショウイマワカ 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B550＋ 81：53．2 2．1�
612 トゥヴァビエン 牡3黒鹿56 高田 潤玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 522－ 6 〃 クビ 9．2�
815 ゴールデンヒーロー 牡3鹿 56 幸 英明有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：53．62� 7．1�
816 ターフジェニック 牝3鹿 54 秋山真一郎釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 468－ 81：54．23� 69．7�
59 � ゴールデンステッキ 牡3栗 56 松山 弘平小川 勲氏 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B492＋ 21：55．37 22．7�
611� トゥービーハッピー 牝3鹿 54 C．デムーロ�グランド牧場 角居 勝彦 米 Yoshiyuki Ito 442－ 61：55．51	 12．3	

（伊）

36 � ヒシストーミイ 牝3栗 54 北村 友一阿部 雅英氏 角田 晃一 米 Masa-
ichiro Abe 456＋121：56．56 88．9


35 ワンダーデスタン 牡3青鹿56 太宰 啓介山本 能行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 458＋ 6 〃 ハナ 121．5�
47 � エーシンネクスト 牡3栗 56 浜中 俊�栄進堂 小崎 憲 米

Trackside Farm,
Tenlane Farm &
Liberation Farm

492－ 41：57．03 9．4
713 ツーエムスイフト 牡3鹿 56 水口 優也水谷 昌晃氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 492＋ 11：57．1クビ 643．0�
714 イキイキシンサク 牡3鹿 56 岡田 祥嗣中山 速水氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 488± 01：57．2
 593．6�
12 ヒミノコンドル 牡3鹿 56 酒井 学佐々木八郎氏 境 直行 新冠 須崎牧場 506＋ 41：58．26 42．9�
11 アルスヴィズ 牡3鹿 56 岩田 康誠�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 548 ―1：58．3クビ 4．7�
24 � マイネアラベスク 牝3鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 仏 Mr Slim
Chiboub 436＋11 〃 ハナ 80．5�

510 アイファーサミット 牡3栗 56
53 ▲岩崎 翼中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 386－ 21：59．36 433．7�

48 サンライズバレー 牡3栗 56 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 新冠 隆栄牧場 506± 02：00．25 186．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，499，000円 複勝： 42，326，300円 枠連： 14，520，100円
馬連： 46，734，700円 馬単： 34，356，000円 ワイド： 23，811，100円
3連複： 68，182，100円 3連単： 111，742，400円 計： 365，171，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（2－6） 410円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 310円 �� 280円 �� 490円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 234990 的中 � 90760（1番人気）
複勝票数 計 423263 的中 � 170389（1番人気）� 44819（4番人気）� 52214（2番人気）
枠連票数 計 145201 的中 （2－6） 26514（1番人気）
馬連票数 計 467347 的中 �� 45860（3番人気）
馬単票数 計 343560 的中 �� 24118（3番人気）
ワイド票数 計 238111 的中 �� 19795（3番人気）�� 22455（1番人気）�� 10981（6番人気）
3連複票数 計 681821 的中 ��� 51464（1番人気）
3連単票数 計1117424 的中 ��� 20601（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．8―12．7―12．8―12．6―12．9―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．5―49．2―1：02．0―1：14．6―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4F51．2―3F38．6
1
3
6－3，9，7，15（4，16）12（1，11）（8，13）－10，2（5，14）・（6，3，9）15，12－4（16，7，11）－1，13－8，10－（2，14）－5

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

勝馬の
紹 介

メイショウイマワカ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．12．16 中京5着

2010．3．8生 牡3鹿 母 プロフェシーライツ 母母 ストームザミント 6戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 ツーエムスイフト号の騎手水口優也は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・10番）
〔その他〕 アイファーサミット号・サンライズバレー号は，3コーナーで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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルスヴィズ号・マイネアラベスク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月

21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。
（非抽選馬） 1頭 イノベーション号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 京都競馬 第２日



13015 4月21日 晴 良 （25京都3）第2日 第3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
1：20．5
1：19．0

良
良

24 サダムコーテイ 牡3鹿 56 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 61：23．0 1．6�

816 ディアプリンセス 牝3黒鹿54 岩田 康誠ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 444＋ 41：23．21� 43．1�
12 サンライズウォー 牡3鹿 56 国分 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 41：23．3� 13．3�
59 ハ リ バ ッ ト 牡3青鹿56 柴田 善臣山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 松本 信行 460＋16 〃 クビ 161．7�
612 クリアモーメント 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B442＋ 41：23．4� 36．0�
48 サトノユニコーン 牡3鹿 56 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B466＋12 〃 アタマ 7．5	
713 メイショウカエデ 牝3栗 54 M．デムーロ松本 好雄氏 河内 洋 日高 山際 辰夫 452－121：23．61� 17．7


（仏）

611 メイショウパルフェ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 富田牧場 536 ―1：24．02� 25．6�
818 ブイダッシュ 牝3鹿 54 上村 洋行小林 久義氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 384＋121：24．1クビ 262．5�
714 ア マ ス ト レ 牝3鹿 54 四位 洋文門野 重雄氏 千田 輝彦 新ひだか 原口牧場 428－ 61：24．31� 204．6
36 タガノシェルム 牡3栗 56 幸 英明八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 4 〃 アタマ 109．9�
817 ゴールドカナン 牝3栗 54 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 420－ 21：24．51� 740．5�
23 ニ シ ノ ワ ン 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼西山 茂行氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 394± 01：24．71� 261．5�
47 ブラッキーピサ 牝3鹿 54 和田 竜二市川 義美氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 436－101：24．8� 14．1�
510 ノードブライティア 牝3栗 54 松山 弘平小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 446－ 21：25．01� 177．4�
35 マイネノンノ 牝3栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 428＋ 81：25．21� 31．7�
11 サクラシェンロン 牡3栗 56 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 B502－ 61：26．58 7．2�
715 ブルーキューピット 牡3栗 56 岡田 祥嗣中山 速水氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 476－181：28．110 521．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，747，300円 複勝： 71，738，200円 枠連： 19，131，000円
馬連： 55，650，000円 馬単： 43，928，700円 ワイド： 28，091，200円
3連複： 77，038，100円 3連単： 135，151，500円 計： 456，476，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 580円 � 280円 枠 連（2－8） 2，090円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 870円 �� 380円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 28，670円

票 数

単勝票数 計 257473 的中 � 128454（1番人気）
複勝票数 計 717382 的中 � 456684（1番人気）� 12912（9番人気）� 31759（4番人気）
枠連票数 計 191310 的中 （2－8） 6780（7番人気）
馬連票数 計 556500 的中 �� 14074（10番人気）
馬単票数 計 439287 的中 �� 9070（13番人気）
ワイド票数 計 280912 的中 �� 7812（10番人気）�� 20635（3番人気）�� 2504（27番人気）
3連複票数 計 770381 的中 ��� 7343（24番人気）
3連単票数 計1351515 的中 ��� 3479（86番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．0―12．0―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―46．9―58．9―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．1
3 2，16（6，8，10）9（7，13）（5，4）18－12，3（11，17）14－1＝15 4 2，16（6，8）10，9，7（5，4，13）（12，18）（3，11）17，14－1＝15

勝馬の
紹 介

サダムコーテイ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．10．14 京都2着

2010．2．25生 牡3鹿 母 オレンジパラダイス 母母 オレンジシェード 9戦1勝 賞金 14，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーキューピット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月21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。
（非抽選馬） 4頭 シュンケイリ号・ベストブレーン号・ベルエアファルコン号・メイショウゲンナイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13016 4月21日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25京都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 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：28．4良・良

33 シゲルキョクチョウ 牡5鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 482＋ 63：34．0 5．6�
55 ビヨンドマックス 牡7鹿 60 植野 貴也松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 544± 03：34．95 13．7�
11 � タマモユニヴァース 牡7栗 62 北沢 伸也タマモ� 小原伊佐美 新冠 ムラカミファーム 510＋143：35．11� 12．3�
56 メイショウヨウドウ �5黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 23：35．52	 2．7�
79 ユウターチェイサー 牡5栗 60 金子 光希北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 464＋ 43：35．6クビ 5．3�
710 シ ー ラ イ フ 牝5芦 58 小坂 忠士佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 522＋ 83：35．81� 10．8	
68 ボンバルディエーレ �7芦 60 蓑島 靖典吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 472－ 23：36．65 24．7

811 センシズバイオ 牡4栗 59 白浜 雄造バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 518＋ 83：36．81� 12．1�
22 シゲルハッサク 牡4芦 59 黒岩 悠森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 454± 03：41．9大差 152．9�
812 マルカファントム 牡5鹿 60

57 ▲森 一馬河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 450＋ 23：42．11 160．0
67 メイショウブシドウ 牡4青鹿59 高田 潤松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 458＋ 23：48．9大差 16．5�
44 テイエムカミカゼ 牡5栗 60 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 534－ 6 （競走中止） 13．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，374，600円 複勝： 26，290，700円 枠連： 14，459，500円
馬連： 38，880，800円 馬単： 29，274，900円 ワイド： 19，578，000円
3連複： 60，419，900円 3連単： 102，053，300円 計： 308，331，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 470円 � 380円 枠 連（3－5） 570円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 7，350円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 1，560円 �� 3，770円

3 連 複 ��� 20，620円 3 連 単 ��� 125，530円

票 数

単勝票数 計 173746 的中 � 24482（3番人気）
複勝票数 計 262907 的中 � 40082（3番人気）� 13187（9番人気）� 17383（6番人気）
枠連票数 計 144595 的中 （3－5） 18899（2番人気）
馬連票数 計 388808 的中 �� 7012（19番人気）
馬単票数 計 292749 的中 �� 2940（29番人気）
ワイド票数 計 195780 的中 �� 2994（22番人気）�� 3138（21番人気）�� 1254（43番人気）
3連複票数 計 604199 的中 ��� 2163（63番人気）
3連単票数 計1020533 的中 ��� 600（354番人気）
上り 1マイル 1：48．4 4F 52．4－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルキョクチョウ �
�
父 オンファイア �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2010．7．25 小倉1着

2008．3．28生 牡5鹿 母 プ レ ア デ ス 母母 エ チ ケ ッ ト 障害：8戦2勝 賞金 32，300，000円
〔競走中止〕 テイエムカミカゼ号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出走取消馬 オンワードシェルタ号（疾病〔右肩跛行〕のため）・テイエムセイリュウ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 コブラボール号・シャローム号・スマートステージ号・リバーハイランド号
（非抽選馬） 8頭 アサティスボーイ号・サンレイランキング号・サーストンムーン号・シゲルゴユウサン号・ナドレ号・

ニシノラブキング号・ビーアウェイク号・リバーキャッスル号



13017 4月21日 晴 良 （25京都3）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時20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

715 サンライズピーク 牡3黒鹿56 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 498－ 41：48．1 2．5�
11 ト ル ス ト イ 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472± 01：48．2� 2．3�

（仏）

611 ミッキーマンデー 牡3栗 56 和田 竜二三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 472＋16 〃 クビ 16．4�
24 チェイスザゴールド 牡3鹿 56 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 520± 0 〃 アタマ 67．8�
48 ナ ン プ ー 牡3鹿 56 北村 友一蛭川 年明氏 清水 出美 新ひだか 田中 春美 478－ 21：48．83� 202．0�
816 ヒートヘイズ 牡3鹿 56 川島 信二前田 葉子氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 412－ 61：48．9クビ 522．7�
713 デ ィ オ ネ ー 牝3鹿 54 川須 栄彦 	キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 412＋ 61：49．0� 21．3

12 トウカイルーチェ 牡3青鹿56 国分 恭介内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 506－ 4 〃 ハナ 53．9�
510 ラガーライオン 牡3鹿 56 幸 英明奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 �橋本牧場 464－ 21：49．21 22．1�
612 オ ム ニ バ ス 牡3青鹿56 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 81：49．41 66．3
818 ウォーターグローレ 牡3鹿 56 秋山真一郎山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 454－ 41：49．5� 346．9�
59 ウォーシップマーチ 牡3黒鹿56 浜中 俊谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 466 ―1：49．81� 19．7�
47 シゲルコウマザ 牝3芦 54 松岡 正海森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 412± 0 〃 クビ 23．4�
23 メイショウオニグマ 牡3黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 484＋ 41：49．9クビ 57．7�
714 トウケイアメジスト 牝3鹿 54 黒岩 悠木村 信彦氏 今野 貞一 えりも エクセルマネジメント 478＋ 41：50．53� 218．4�
36 シゲルサソリザ 牡3鹿 56 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 井高牧場 436＋ 21：50．71� 191．3�
35 ショウチシマシタ 牝3栗 54 太宰 啓介	イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 506＋ 61：51．97 130．7�
817 ラグリーバニヤン 牡3青鹿56 C．デムーロ 津村 靖志氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 452 ― （競走中止） 13．3�

（伊）

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，605，000円 複勝： 39，854，100円 枠連： 18，946，700円
馬連： 58，540，100円 馬単： 46，239，200円 ワイド： 31，997，700円
3連複： 86，519，600円 3連単： 154，630，700円 計： 461，333，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 120円 � 230円 枠 連（1－7） 210円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 140円 �� 510円 �� 520円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，180円

票 数

単勝票数 計 246050 的中 � 79515（2番人気）
複勝票数 計 398541 的中 � 126391（1番人気）� 106367（2番人気）� 26752（3番人気）
枠連票数 計 189467 的中 （1－7） 69164（1番人気）
馬連票数 計 585401 的中 �� 183301（1番人気）
馬単票数 計 462392 的中 �� 62577（2番人気）
ワイド票数 計 319977 的中 �� 80192（1番人気）�� 12399（3番人気）�� 12075（4番人気）
3連複票数 計 865196 的中 ��� 70977（1番人気）
3連単票数 計1546307 的中 ��� 35984（4番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．0―11．8―12．6―12．6―13．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―34．2―46．0―58．6―1：11．2―1：24．2―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズピーク �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．2．10 京都3着

2010．2．15生 牡3黒鹿 母 アイリーンズハート 母母 フアシネイター 3戦1勝 賞金 8，500，000円
〔競走中止〕 ラグリーバニヤン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ウォーターグローレ号の騎手秋山真一郎は，3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被

害馬：12番）
トルストイ号の騎手M．デムーロは，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。

※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 キングアルフォンス号・クインポルカ号・シゴトガコイビト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13018 4月21日 晴 稍重 （25京都3）第2日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

66 タイセイバスター 牡3鹿 56 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 500＋ 41：52．6 1．5�
22 タガノビリーヴィン 牡3黒鹿56 武 幸四郎八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 486＋ 21：53．02� 22．7�
33 フジノストロング 牡3栗 56 和田 竜二藤井 五三氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：53．1� 10．9�
89 シ ュ ミ ッ ト 牡3芦 56 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 472± 01：53．31� 15．1�
88 カノヤプレジデント �3鹿 56 国分 恭介神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 464＋ 21：53．83 13．6�
77 ハ ー デ ス 牡3青 56 秋山真一郎�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 488－ 41：53．9クビ 30．9	
11 クレスコモア 牡3黒鹿56 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 528＋141：55．07 6．2

44 ローレルベロボーグ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 498＋ 41：57．0大差 19．3�
55 テイエムオオラジャ 牡3鹿 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 新井 昭二 526－ 41：58．49 22．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，446，600円 複勝： 96，931，000円 枠連： 11，106，900円
馬連： 49，388，100円 馬単： 46，635，800円 ワイド： 27，862，900円
3連複： 66，457，600円 3連単： 178，575，300円 計： 505，404，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 340円 � 240円 枠 連（2－6） 1，650円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 470円 �� 290円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 284466 的中 � 157223（1番人気）
複勝票数 計 969310 的中 � 690906（1番人気）� 25996（7番人気）� 42413（4番人気）
枠連票数 計 111069 的中 （2－6） 4980（6番人気）
馬連票数 計 493881 的中 �� 23554（7番人気）
馬単票数 計 466358 的中 �� 19115（8番人気）
ワイド票数 計 278629 的中 �� 14514（6番人気）�� 27027（4番人気）�� 4999（17番人気）
3連複票数 計 664576 的中 ��� 17182（13番人気）
3連単票数 計1785753 的中 ��� 12540（37番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．2―12．3―12．6―13．0―13．3―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．9―35．1―47．4―1：00．0―1：13．0―1：26．3―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．6
1
3
・（1，5）－6－3，7－2，4，8－9
1（5，6）3，7，2，8－9－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイバスター �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．1．14 京都1着

2010．5．4生 牡3鹿 母 レイドフラワー 母母 グ ロ リ エ ラ 3戦2勝 賞金 15，800，000円
〔発走状況〕 クレスコモア号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムオオラジャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月21日まで平

地競走に出走できない。



13019 4月21日 晴 良 （25京都3）第2日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

89 スペルヴィア 牡4黒鹿57 川田 将雅佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526－ 42：28．7 14．2�
22 ランフォージン 牡4黒鹿57 藤田 伸二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 42：29．12� 19．4�
33 ブランクヴァース 牡4黒鹿57 浜中 俊 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500＋ 4 〃 クビ 1．5�
11 スリーロブロイ 牡4鹿 57 太宰 啓介永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 442± 02：29．2� 84．8�
55 	 メイショウテッサイ 牡5鹿 57 小牧 太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 500＋ 42：29．3� 17．5	
810 アドマイヤバラード 牡4栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528＋ 62：29．4� 2．9

78 	 サンライズアポロン 牡5栗 57 松岡 正海松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 492＋ 42：29．82� 82．1�
77 	 フェールボー 牡4鹿 57 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 470＋ 22：30．11
 79．3�
44 	 リッカシェクル 牡4鹿 57 酒井 学立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 B412＋ 6 〃 ハナ 223．0
66 クーガーストリート 牡5青鹿57 C．デムーロ �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 498＋262：31．48 32．0�

（伊）

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，241，600円 複勝： 86，424，400円 枠連： 13，738，200円
馬連： 51，405，400円 馬単： 54，329，700円 ワイド： 28，300，200円
3連複： 69，554，500円 3連単： 233，997，700円 計： 565，991，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 290円 � 280円 � 110円 枠 連（2－8） 1，090円

馬 連 �� 7，640円 馬 単 �� 20，400円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 520円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 48，180円

票 数

単勝票数 計 282416 的中 � 15718（3番人気）
複勝票数 計 864244 的中 � 31192（5番人気）� 33134（3番人気）� 590332（1番人気）
枠連票数 計 137382 的中 （2－8） 9353（4番人気）
馬連票数 計 514054 的中 �� 4971（14番人気）
馬単票数 計 543297 的中 �� 1966（31番人気）
ワイド票数 計 283002 的中 �� 3593（13番人気）�� 13769（5番人気）�� 21344（2番人気）
3連複票数 計 695545 的中 ��� 16752（10番人気）
3連単票数 計2339977 的中 ��� 3585（80番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―11．8―13．3―12．7―12．4―12．4―13．0―12．3―12．0―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．6―37．4―50．7―1：03．4―1：15．8―1：28．2―1：41．2―1：53．5―2：05．5―2：16．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スペルヴィア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．3．17 阪神1着

2009．2．20生 牡4黒鹿 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 7戦2勝 賞金 14，300，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13020 4月21日 晴 稍重 （25京都3）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

815 アンビータブル 牝4青 55 C．デムーロ �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B458－ 21：12．2 13．7�
（伊）

48 シゲルシュサ 牝5鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434± 01：12．3� 11．0�

510 ミヤジガンバレ 牝4鹿 55 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 484－ 21：12．61� 6．3�
59 アポロパレス 牝4鹿 55 岩田 康誠小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 470＋101：12．7� 25．6�
611 ナムラドリーミー 牝5鹿 55 松山 弘平奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 492＋121：13．02 13．8�
816 フリップフロップ 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 哲哉氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

松田牧場 472± 01：13．1� 1．9	
（仏）

23 � シゲルセキニンシャ 牝5青鹿55 秋山真一郎森中 蕃氏 梅内 忍 新冠 中央牧場 470± 01：13．2クビ 345．8

713 カシノラピス 牝4栗 55

52 ▲岩崎 翼柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 436＋ 21：13．3� 660．7�
47 � エイユーラピス 牝4鹿 55 国分 恭介笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 474＋ 4 〃 クビ 23．4�
612 ジプシーマイラブ 牝4黒鹿55 浜中 俊 社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 470－ 21：13．51 6．5�
714� マヤステッラ 牝4鹿 55 酒井 学まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 456＋ 21：13．71	 219．7�
11 メイショウオハツ 牝4黒鹿55 川島 信二松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 492＋ 21：13．91� 145．6�
35 ノ ヴ ェ ッ ロ 牝5黒鹿55 熊沢 重文小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 448＋ 41：14．11 253．8�
12 テイケイフロックス 牝4黒鹿55 川須 栄彦兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 492＋ 2 〃 クビ 30．2�
24 ダブルスパーク 牝4芦 55 松岡 正海吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 454＋ 61：14．31 45．1�
36 イ ー リ ス 牝4栗 55 太宰 啓介 キャロットファーム 岡田 稲男 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 21：14．93� 31．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，710，200円 複勝： 54，610，500円 枠連： 27，297，300円
馬連： 82，742，900円 馬単： 56，823，100円 ワイド： 38，929，400円
3連複： 110，370，900円 3連単： 202，019，700円 計： 607，504，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 410円 � 280円 � 170円 枠 連（4－8） 900円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 10，280円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，090円 �� 680円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 53，420円

票 数

単勝票数 計 347102 的中 � 20024（5番人気）
複勝票数 計 546105 的中 � 29947（6番人気）� 48248（4番人気）� 104582（2番人気）
枠連票数 計 272973 的中 （4－8） 22462（4番人気）
馬連票数 計 827429 的中 �� 12907（18番人気）
馬単票数 計 568231 的中 �� 4082（32番人気）
ワイド票数 計 389294 的中 �� 6314（17番人気）�� 8766（12番人気）�� 14726（5番人気）
3連複票数 計1103709 的中 ��� 11652（21番人気）
3連単票数 計2020197 的中 ��� 2791（160番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．8―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―46．0―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F38．0
3 ・（1，2）10（12，16）（4，6，11，14）15－（3，7，9）8（5，13） 4 ・（1，2）－10，16（12，15）（6，11，14）4（7，9）3，8（5，13）

勝馬の
紹 介

アンビータブル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Wild Again デビュー 2011．7．30 小倉3着

2009．5．17生 牝4青 母 アンビナウン 母母 Rose Park 13戦2勝 賞金 20，900，000円
※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 マリントウショウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13021 4月21日 晴 良 （25京都3）第2日 第9競走 ��
��2，400�あ ず さ 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

55 ペプチドアマゾン 牡3鹿 56 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 468± 02：27．7 2．7�
88 � エーシンマックス 牡3栗 56 酒井 学�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 490－ 42：28．12� 3．1�
11 ニホンピロバロン 牡3栗 56 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 470＋ 22：28．31	 18．7�
66 マイネルサンオペラ 牡3栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 460＋ 2 〃 クビ 11．2�
33 スペキュレイター 牡3鹿 56 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 480－ 22：28．51	 5．4�
77 ティマイドリーム 牡3鹿 56 M．デムーロ田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 B496－ 2 〃 クビ 10．3	

（仏）

44 ウインデスティニー 牡3栗 56 和田 竜二�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 426± 02：28．92� 15．4

22 トレードウィンド 牡3鹿 56 岩田 康誠 H.R.H．プリンセス・ハヤ 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 22：29．11� 15．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 33，137，700円 複勝： 42，006，200円 枠連： 発売なし
馬連： 95，234，700円 馬単： 63，208，100円 ワイド： 34，616，200円
3連複： 104，905，900円 3連単： 278，429，200円 計： 651，538，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 140円 � 350円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 210円 �� 670円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 8，850円

票 数

単勝票数 計 331377 的中 � 99475（1番人気）
複勝票数 計 420062 的中 � 114183（1番人気）� 94172（2番人気）� 19683（8番人気）
馬連票数 計 952347 的中 �� 167748（1番人気）
馬単票数 計 632081 的中 �� 55312（2番人気）
ワイド票数 計 346162 的中 �� 50922（1番人気）�� 11518（9番人気）�� 7145（19番人気）
3連複票数 計1049059 的中 ��� 30497（10番人気）
3連単票数 計2784292 的中 ��� 23225（21番人気）

ハロンタイム 13．3―12．0―11．6―13．0―12．9―12．3―12．4―12．3―12．0―12．4―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．3―36．9―49．9―1：02．8―1：15．1―1：27．5―1：39．8―1：51．8―2：04．2―2：15．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドアマゾン �

父 アグネスタキオン �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．24 阪神2着

2010．3．20生 牡3鹿 母 レッドクローシュ 母母 ターキーレッド 5戦2勝 賞金 19，753，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13022 4月21日 晴 稍重 （25京都3）第2日 第10競走 ��
��1，800�

か み が も

上賀茂ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，24．4．21以降25．4．14まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

44 ロ ン グ ロ ウ 牡6芦 56 M．デムーロ吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 534＋ 21：51．0 2．3�
（仏）

68 エーシンリボルバー 牡5栗 57 幸 英明�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社
吉田ファーム 526＋ 21：51．21� 2．8�

69 マイネルバイカ 牡4鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 486＋ 41：51．3� 10．3�

33 ジョーメテオ 牡7鹿 55 岩田 康誠上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 524＋141：51．51� 8．7�
22 コウユーヒーロー 牡6青 54 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 532＋ 2 〃 クビ 50．3�
711 ミッキーバラード 牡6鹿 54 川須 栄彦野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 534＋ 81：51．81	 32．2	
57 ステキナシャチョウ 牡6鹿 54 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 458± 01：52．01� 59．1

45 ヤマニンシャスール 牡6鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 488＋ 4 〃 クビ 151．3�
710 ダイバーシティ 
8鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム B458－ 41：52．53 225．7
812 グッドカレラ 牡6青 54 四位 洋文杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 518＋ 21：52．71� 38．7�
813 マ マ キ ジ ャ 牝5芦 53 松岡 正海北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 448－ 11：54．19 32．0�
11 セトノメジャー 牡6鹿 55 浜中 俊難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 504＋ 21：54．84 14．0�
56 ポイマンドレース 
7栗 54 酒井 学 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 502－ 61：57．7大差 27．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，587，700円 複勝： 76，895，300円 枠連： 33，435，300円
馬連： 147，211，800円 馬単： 95，797，800円 ワイド： 61，405，300円
3連複： 193，545，000円 3連単： 430，203，800円 計： 1，082，082，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 200円 枠 連（4－6） 240円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 140円 �� 430円 �� 360円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，590円

票 数

単勝票数 計 435877 的中 � 155965（1番人気）
複勝票数 計 768953 的中 � 244190（1番人気）� 219603（2番人気）� 60123（4番人気）
枠連票数 計 334353 的中 （4－6） 102816（1番人気）
馬連票数 計1472118 的中 �� 414680（1番人気）
馬単票数 計 957978 的中 �� 139128（1番人気）
ワイド票数 計 614053 的中 �� 156427（1番人気）�� 27344（5番人気）�� 34557（4番人気）
3連複票数 計1935450 的中 ��� 173612（2番人気）
3連単票数 計4302038 的中 ��� 122932（3番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．8―12．2―11．5―12．0―12．7―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．4―48．6―1：00．1―1：12．1―1：24．8―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロ ン グ ロ ウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2010．1．9 京都1着

2007．3．30生 牡6芦 母 ゴールドティアラ 母母 Bright Tiara 14戦5勝 賞金 68，908，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポイマンドレース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月21日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13023 4月21日 晴 良 （25京都3）第2日 第11競走 ��
��1，600�第44回読売マイラーズカップ（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，24．4．21以降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，24．4．20以前のGⅠ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）

読売新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，344，000円 384，000円 192，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

817 グランプリボス 牡5鹿 57 浜中 俊�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 522＋101：32．6 9．3�
714� サンレイレーザー 牡4鹿 56 和田 竜二永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 520－ 41：32．7	 33．7�
612 ダノンシャーク 牡5鹿 56 C．デムーロ�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 452＋ 4 〃 アタマ 6．1�

（伊）

59 カレンブラックヒル 牡4黒鹿58 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 クビ 2．2�
611 フィフスペトル 牡7鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 01：32．9
 125．6	
510� マジンプロスパー 牡6栗 56 小牧 太佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 512± 0 〃 アタマ 49．6

816 レインボーダリア 牝6栗 55 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 456－ 6 〃 クビ 67．1�
12 ク ラ レ ン ト 牡4栗 56 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 480－ 6 〃 アタマ 5．8�
47 ファイナルフォーム 牡4鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 532＋ 41：33．11 13．6

（仏）

11 � オセアニアボス 牡8青鹿56 国分 恭介�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry
Hill Stud B496－ 2 〃 クビ 166．3�

48 アスカクリチャン 牡6鹿 56 酒井 学栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 500＋ 21：33．2クビ 187．3�
24 カネトシディオス 牡6黒鹿56 藤田 伸二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 452＋ 4 〃 ハナ 140．3�
36 スマートギア 牡8栗 56 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 470＋ 2 〃 ハナ 278．3�
713 シ ル ポ ー ト 牡8鹿 57 松岡 正海河﨑 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 508＋ 41：33．3
 8．9�
35 オースミスパーク 牡8鹿 56 川島 信二�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 472－ 41：33．51� 250．3�
23 ダノンヨーヨー 牡7栗 56 幸 英明�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514± 01：33．6クビ 33．1�
818 エーシンメンフィス 牝5鹿 54 川須 栄彦�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 500－ 81：33．7
 40．4�
715 タイキパーシヴァル 牡5栗 56 川田 将雅�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 508＋ 21：33．8クビ 85．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 194，236，600円 複勝： 282，662，900円 枠連： 144，095，400円
馬連： 765，303，400円 馬単： 414，915，900円 ワイド： 273，629，900円
3連複： 1，093，698，900円 3連単： 2，155，065，400円 計： 5，323，608，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 340円 � 630円 � 210円 枠 連（7－8） 1，500円

馬 連 �� 12，880円 馬 単 �� 22，510円

ワ イ ド �� 3，590円 �� 870円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 17，400円 3 連 単 ��� 137，990円

票 数

単勝票数 計1942366 的中 � 165232（5番人気）
複勝票数 計2826629 的中 � 216345（5番人気）� 101044（7番人気）� 439067（2番人気）
枠連票数 計1440954 的中 （7－8） 71031（6番人気）
馬連票数 計7653034 的中 �� 43876（32番人気）
馬単票数 計4149159 的中 �� 13604（58番人気）
ワイド票数 計2736299 的中 �� 18174（32番人気）�� 80721（9番人気）�� 41316（17番人気）
3連複票数 計10936989 的中 ��� 46406（47番人気）
3連単票数 計21550654 的中 ��� 11526（348番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．0―11．7―11．5―12．1―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．1―45．8―57．3―1：09．4―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリボス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．8．14 札幌1着

2008．3．28生 牡5鹿 母 ロージーミスト 母母 ビューティフルベーシック 18戦6勝 賞金 458，259，000円
［他本会外：2戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の24頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）24頭 アウトクラトール号・アドマイヤロイヤル号・アルゴリズム号・アンシェルブルー号・インペリアルマーチ号・

エイシンオスマン号・カラフルデイズ号・キョウワマグナム号・サイオン号・サトノタイガー号・
スズジュピター号・セイクレットレーヴ号・セイリオス号・タマモトッププレイ号・トシギャングスター号・
トップゾーン号・ナニハトモアレ号・ニシノステディー号・パワーストラグル号・ヒストリカル号・
ファインチョイス号・ヘニーハウンド号・マコトナワラタナ号・ミッキーペトラ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13024 4月21日 晴 良 （25京都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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

79 ローゼンケーニッヒ 牡4黒鹿57 C．デムーロ �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 460－ 41：34．6 2．5�
（伊）

710 カピオラニパレス 牡5芦 57 北村 友一横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 512＋ 21：34．7� 12．2�
811 シ ェ ル ビ ー 牡4栗 57 浜中 俊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 508± 01：34．8クビ 2．0�
67 	 キョウエイバサラ 牡5芦 57 岡田 祥嗣田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 518± 01：35．12 12．0�
44 タツストロング 牡4栗 57 松山 弘平鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 494＋ 41：35．2クビ 17．3�
812 メモリーシャルマン 牝4鹿 55 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 502＋ 4 〃 ハナ 44．7	
56 マイネボヌール 牝4青鹿55 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 41：35．41
 56．9�
22 ブルーハーツクライ 牡4栗 57 国分 恭介 
ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 496－ 4 〃 クビ 26．9�
55 フェブムービング 牡6鹿 57 和田 竜二釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 490± 01：35．5� 92．4
68 トップチェッカー 牡5黒鹿57 藤田 伸二吉田 正志氏 長浜 博之 安平 追分ファーム 444－ 41：35．6クビ 196．2�
11 ジョーアカリン 牝5黒鹿55 岩田 康誠上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 438± 01：36．23� 38．2�
33 ホワイトショウフク 牡8芦 57 酒井 学山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 444＋ 21：36．73 390．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，365，600円 複勝： 70，693，700円 枠連： 32，889，800円
馬連： 141，998，200円 馬単： 105，367，400円 ワイド： 58，240，300円
3連複： 183，226，900円 3連単： 484，551，300円 計： 1，131，333，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 170円 � 110円 枠 連（7－7） 1，470円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 350円 �� 130円 �� 280円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 4，170円

票 数

単勝票数 計 543656 的中 � 177969（2番人気）
複勝票数 計 706937 的中 � 171073（2番人気）� 65948（3番人気）� 277912（1番人気）
枠連票数 計 328898 的中 （7－7） 16618（4番人気）
馬連票数 計1419982 的中 �� 69161（5番人気）
馬単票数 計1053674 的中 �� 38073（6番人気）
ワイド票数 計 582403 的中 �� 31392（4番人気）�� 161903（1番人気）�� 42450（2番人気）
3連複票数 計1832269 的中 ��� 261851（1番人気）
3連単票数 計4845513 的中 ��� 85909（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―35．9―48．1―59．9―1：11．6―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローゼンケーニッヒ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．9 京都2着

2009．1．29生 牡4黒鹿 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー 13戦3勝 賞金 42，702，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（25京都3）第2日 4月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 166頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

276，720，000円
5，180，000円
2，620，000円
25，530，000円
61，703，500円
5，200，400円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
526，398，200円
928，884，500円
345，239，800円
1，575，257，000円
1，021，790，400円
651，011，900円
2，183，138，700円
4，573，534，200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 11，805，254，700円

総入場人員 20，846名 （有料入場人員 18，318名）
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