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13013 4月27日 晴 良 （26京都3）第2日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 メイショウキトラ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 484＋ 81：54．9 2．4�
815 フミノスナイパー 牡3栗 56 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 480－ 8 〃 クビ 7．7�
23 セントコロナ 牡3栗 56 川島 信二 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 508＋141：55．0クビ 8．2�
714 ダテノハクトラ 牡3芦 56 川田 将雅河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 480－ 21：55．21� 7．6�
24 クイズリングテラス 牝3鹿 54

51 ▲義 英真要海 伸治氏 崎山 博樹 浦河 高野牧場 432－ 61：55．3� 41．1�
816 モズノハナミチ 牡3鹿 56 北村 友一北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 462－ 41：55．93� 106．2	
48 エーデルグランツ 牡3青鹿56 池添 謙一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 492－ 21：56．32� 5．1

12 テイエムゲッタドン 牡3栗 56 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 498± 01：56．51� 17．3�
59 ジョウショーノブシ 牡3鹿 56 水口 優也熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 462＋ 2 〃 アタマ 11．9�
611 パープルセブン 牡3鹿 56 	島 良太中野 銀十氏 境 直行 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 21：56．71 418．8
35 ウインマティーニ 牡3鹿 56 国分 恭介�ウイン 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 456－ 11：57．12� 240．0�
36 クロニクルスカイ 牡3鹿 56 藤田 伸二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 522－ 21：57．42 35．4�
510 ダンツセントール 牡3栗 56 岡田 祥嗣山元 哲二氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 444－ 21：57．61 471．4�
47 ナムラアンバー 牡3黒鹿56 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 528＋ 61：57．91
 22．7�
713 キングウイン 牡3鹿 56 熊沢 重文伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 450＋ 41：58．43 287．1�
612 クリノベンザイテン 牝3栗 54 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 新ひだか タイヘイ牧場 420＋ 22：00．3大差 358．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，892，400円 複勝： 41，937，000円 枠連： 11，462，400円
馬連： 45，219，400円 馬単： 29，897，900円 ワイド： 24，587，400円
3連複： 68，263，600円 3連単： 103，584，000円 計： 346，844，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 200円 � 200円 枠 連（1－8） 910円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 510円 �� 380円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 12，560円

票 数

単勝票数 計 218924 的中 � 72907（1番人気）
複勝票数 計 419370 的中 � 129119（1番人気）� 45482（4番人気）� 46309（3番人気）
枠連票数 計 114624 的中 （1－8） 9348（4番人気）
馬連票数 計 452194 的中 �� 29438（4番人気）
馬単票数 計 298979 的中 �� 10644（6番人気）
ワイド票数 計 245874 的中 �� 12150（4番人気）�� 17490（1番人気）�� 5415（15番人気）
3連複票数 計 682636 的中 ��� 18392（9番人気）
3連単票数 計1035840 的中 ��� 6091（23番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．9―13．3―13．8―13．4―13．1―12．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．5―49．8―1：03．6―1：17．0―1：30．1―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F37．9
1
3
3，14，9，13，2（5，12）8，7，15，1，10，4－16，6－11
3（14，9）（2，13）（7，8）5（1，15）（4，12）6，16，10，11

2
4

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

勝馬の
紹 介

メイショウキトラ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2013．12．23 阪神5着

2011．3．24生 牡3栗 母 イエロージャケット 母母 オペラハナミ 7戦1勝 賞金 9，500，000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〕 クリノベンザイテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月27日まで平地

競走に出走できない。

13014 4月27日 晴 良 （26京都3）第2日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時30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
1：21．7
1：21．5

重
不良

47 ニシノシュロ 牝3青鹿54 A．シュタルケ 西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 488± 01：26．0 5．4�
（独）

59 クレアドール 牝3青鹿54 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480± 01：26．31� 2．0�
36 レッドフェザー 牝3栗 54 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 21：26．51� 5．7�
48 アイリッシュハープ 牝3栗 54 池添 謙一 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B442－101：26．92� 12．5�
815 サダムアリガトウ 牝3鹿 54 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 4 〃 アタマ 7．9�
23 トラディション 牝3栗 54 松山 弘平	ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 4 〃 クビ 18．7

611 ヒロノメビウス 牝3栗 54 国分 優作守内ひろ子氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 452± 01：27．11 43．2�
714 サンレイフレンチ 牝3栗 54 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 408－ 21：27．31� 31．6�
816 スズカシャーマン 牝3芦 54 花田 大昂永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 446－161：28．15 138．9
24 アグネスモバイル 牝3鹿 54 吉田 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 416＋ 61：28．2� 67．3�
612 ディアベビードール 牝3鹿 54 小牧 太ディアレスト 福島 信晴 浦河 南部 功 462＋14 〃 クビ 387．7�
11 タイキラナキラ 牝3黒鹿54 川須 栄彦�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 462＋ 21：28．3クビ 25．8�
35 デルママルコ 牝3黒鹿54 畑端 省吾浅沼 廣幸氏 作田 誠二 千歳 社台ファーム 450＋101：28．51� 424．3�
713 ラヴミニスター 牝3鹿 54 �島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B428＋10 〃 クビ 284．5�
12 シアワセノキセキ 牝3鹿 54 高倉 稜窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 446＋ 21：29．56 302．9�
510 メイショウミノリ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 �川フアーム 438 ―1：31．09 203．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，401，900円 複勝： 67，709，000円 枠連： 12，085，400円
馬連： 46，375，600円 馬単： 35，603，200円 ワイド： 27，575，900円
3連複： 66，470，000円 3連単： 123，498，000円 計： 406，719，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 110円 � 170円 枠 連（4－5） 330円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 240円 �� 490円 �� 240円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 5，930円

票 数

単勝票数 計 274019 的中 � 40450（2番人気）
複勝票数 計 677090 的中 � 74258（2番人気）� 329861（1番人気）� 67814（3番人気）
枠連票数 計 120854 的中 （4－5） 27037（1番人気）
馬連票数 計 463756 的中 �� 59076（2番人気）
馬単票数 計 356032 的中 �� 17560（5番人気）
ワイド票数 計 275759 的中 �� 30903（2番人気）�� 11931（7番人気）�� 31627（1番人気）
3連複票数 計 664700 的中 ��� 53818（1番人気）
3連単票数 計1234980 的中 ��� 15373（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．8―36．5―49．5―1：02．0―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノシュロ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．28 新潟3着

2011．3．22生 牝3青鹿 母 ニシノブラッサム 母母 デユプリシト 8戦1勝 賞金 10，700，000円
※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 カリスマベガ号・ベリーベリータイム号・リンリンクスクス号・ワキノハクリュウ号
※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。

第３回 京都競馬 第２日



13015 4月27日 晴 良 （26京都3）第2日 第3競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走11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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

23 ヨヨギマック 牡3栗 56 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 510± 02：02．1 2．1�
59 シゲルエッチュウ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B442＋ 42：02．2� 20．7�
714 アラートミノル 牡3鹿 56 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 42：02．3� 3．5�
36 キーアシスト 牡3鹿 56 酒井 学北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 B486－ 82：02．72� 6．5�
612 マンオブグァテマラ 牡3芦 56 松山 弘平吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 470－ 82：02．8クビ 31．4�
12 ビーイノベイティブ 牡3鹿 56 E．ペドロサ �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 528－ 42：02．9� 14．3	

（独）

24 ジョーチャーリー 牡3黒鹿56 吉田 豊上田けい子氏 中竹 和也 浦河 バンブー牧場 458－ 8 〃 クビ 190．3

510 サトノミラクル 牡3鹿 56 藤岡 佑介里見 治氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 546－102：03．0クビ 13．9�
11 メイショウダンロ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 436± 02：03．53 17．5�
35 アドマイヤサンダー 牡3芦 56 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 428－ 42：03．6� 176．7
47 タカノワールド 牡3鹿 56 藤田 伸二山口多賀司氏 昆 貢 浦河 アイオイファーム 464－ 22：04．23� 73．6�
713 ヴ ィ ラ ネ ス 牝3栗 54 池添 謙一佐々木主浩氏 中尾 秀正 平取 坂東牧場 488－ 62：04．94 205．6�
816 サンレイレッカー 牡3栗 56 川島 信二永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 468＋ 42：05．21� 298．0�
611 カウガールブルース 牝3栗 54 川須 栄彦吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 472＋ 52：05．62� 128．2�
48 メイケイハリケーン �3鹿 56 熊沢 重文名古屋競馬� 木原 一良 新冠 小泉牧場 470－ 42：05．92 337．4�
815 カシノリデル 牝3栗 54 岡田 祥嗣柏木 務氏 谷 潔 熊本 吉村 功 438－ 82：10．4大差 220．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，633，500円 複勝： 39，955，800円 枠連： 13，086，800円
馬連： 41，415，000円 馬単： 32，600，800円 ワイド： 23，423，600円
3連複： 60，428，000円 3連単： 111，208，200円 計： 345，751，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 260円 � 130円 枠 連（2－5） 630円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 380円 �� 150円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 5，110円

票 数

単勝票数 計 236335 的中 � 92071（1番人気）
複勝票数 計 399558 的中 � 136546（1番人気）� 24727（5番人気）� 83018（2番人気）
枠連票数 計 130868 的中 （2－5） 15444（2番人気）
馬連票数 計 414150 的中 �� 25745（4番人気）
馬単票数 計 326008 的中 �� 14720（5番人気）
ワイド票数 計 234236 的中 �� 13122（4番人気）�� 53283（1番人気）�� 7698（8番人気）
3連複票数 計 604280 的中 ��� 42037（2番人気）
3連単票数 計1112082 的中 ��� 16067（12番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．5―12．9―13．6―13．7―13．1―13．0―12．9―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．2―29．7―42．6―56．2―1：09．9―1：23．0―1：36．0―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヨヨギマック �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 サンデーウェル デビュー 2014．2．23 京都13着

2011．2．28生 牡3栗 母 ザペキンハート 母母 コマンディンレイ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノリデル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムマッチョ号
※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27日 晴 良 （26京都3）第2日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11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
1：56．8
1：56．1

良
良

510 リヴィエール 牝3芦 54 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 464＋ 82：00．0 3．3�
24 マイネルプレッジ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 426± 02：00．21� 3．7�

（独）

23 クリノダイコクテン 牡3栃栗56 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 474＋ 22：00．3� 3．0�
817 デクラレーション 牡3栗 56 藤岡 佑介畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 462－ 42：00．83 105．4�
36 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿54 武 幸四郎栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 432± 02：01．22� 94．3�
611 トーワクリステル 牝3鹿 54 武 豊齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 454＋ 2 〃 クビ 10．4	
47 アドミッション �3鹿 56 �島 良太有限会社シルク飯田 雄三 日高 滝本 健二 544＋ 22：01．3クビ 55．5

713 コスモアイオライト 牝3芦 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 宮本 博 浦河 猿橋 義昭 434－ 22：01．51� 41．6�
59 イ ク ラ ト ロ 牡3鹿 56 川島 信二北側 雅司氏 矢作 芳人 日高 目黒牧場 426＋ 22：01．6クビ 70．1
35 テイエムスピリタス 牝3栗 54 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 438＋ 22：01．7	 417．3�
714 ル ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 54 川須 栄彦�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 396＋ 82：02．33� 177．1�
816 プリムヴェール 牝3鹿 54 北村 友一市川 義美氏 安達 昭夫 むかわ 貞広 賢治 450＋ 42：02．83 315．2�
11 トウカイソレイユ 牡3青鹿56 E．ペドロサ 内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 492＋ 22：02．9	 28．4�

（独）

12 オンマイラブ 牝3黒鹿54 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 428－ 2 〃 ハナ 395．3�
818 オリエンタルポピー 牝3鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 440－122：03．1	 9．1�
48 ボーントゥラン 牡3鹿 56

53 ▲義 英真松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 388± 02：03．2	 137．4�
612 ザナイトビフォー 牝3芦 54 国分 恭介�グランド牧場 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 416－ 42：03．83� 392．7�
715 ピエナダイヤ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 486－ 22：04．65 483．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，873，400円 複勝： 32，117，400円 枠連： 14，936，300円
馬連： 42，874，400円 馬単： 30，818，000円 ワイド： 22，218，700円
3連複： 62，212，700円 3連単： 107，988，200円 計： 336，039，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 130円 � 120円 枠 連（2－5） 280円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 200円 �� 190円 �� 170円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 2，010円

票 数

単勝票数 計 228734 的中 � 56176（2番人気）
複勝票数 計 321174 的中 � 65208（3番人気）� 69354（2番人気）� 77082（1番人気）
枠連票数 計 149363 的中 （2－5） 40293（1番人気）
馬連票数 計 428744 的中 �� 46284（3番人気）
馬単票数 計 308180 的中 �� 19233（5番人気）
ワイド票数 計 222187 的中 �� 25782（3番人気）�� 28707（2番人気）�� 35686（1番人気）
3連複票数 計 622127 的中 ��� 119857（1番人気）
3連単票数 計1079882 的中 ��� 39752（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．5―48．8―1：01．0―1：13．3―1：25．2―1：37．1―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．8
1
3
2，3（4，5）10（1，17）－6，7，8，9（11，14）（12，18）13，15，16
2－3，4，10，17，5，6（1，7）－11（13，8）（12，14）9，16，18－15

2
4

2，3，4，5，10（1，17）（7，6）（11，8）9（13，14）12，18－（16，15）・（2，3）（4，10）17（5，7）6－（11，13）1，8，14（12，9）16－18－15
勝馬の
紹 介

リヴィエール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．9．1 函館11着

2011．4．3生 牝3芦 母 プラチナローズ 母母 スギノキューティー 5戦1勝 賞金 8，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムサンビカ号
（非抽選馬） 2頭 セフィーロ号・トーアコシタンタン号
※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。



13017 4月27日 晴 良 （26京都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 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：47．8
1：47．8

重
重

33 アスカノロマン 牡3栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484＋ 81：53．0 4．1�

57 メイショウサルーテ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 484＋ 61：53．42� 52．6�
22 アダムズアップル 牡3鹿 56 小牧 太吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 498－ 21：53．61� 6．1�
68 ゴーザトップ 牡3栗 56 幸 英明江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 486＋ 41：53．7� 6．3�
56 ヴァイスヴァーサ 牝3栗 54 A．シュタルケ 伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 442＋ 21：53．9� 9．6�
（独）

45 テーオーイージス 牡3黒鹿56 E．ペドロサ 小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 486－ 2 〃 ハナ 12．9�
（独）

69 スペシャルギフト 牡3栗 56 池添 謙一有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506＋101：54．22 15．0	
11 エクストラゴールド 牡3栗 56 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 510± 01：54．41� 3．7

813 フェイマスエンド 牡3栗 56 川田 将雅有限会社シルク�島 一歩 新冠 中村農場 472－ 61：54．5クビ 18．8�
812 パッシングブリーズ 牡3鹿 56 藤岡 佑介三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470－ 21：54．6� 18．8�
711 アイアムナチュラル 牡3鹿 56 藤田 伸二堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 498± 01：54．81� 38．1
44 テイエムサンキュウ 牝3栗 54

51 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 416＋ 81：56．18 285．3�
710 サトノキングベル 牡3鹿 56 和田 竜二里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 514＋ 81：57．27 49．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，099，900円 複勝： 53，949，600円 枠連： 14，054，000円
馬連： 58，072，300円 馬単： 35，699，200円 ワイド： 32，973，700円
3連複： 81，996，900円 3連単： 130，343，300円 計： 438，188，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 1，260円 � 240円 枠 連（3－5） 1，480円

馬 連 �� 9，840円 馬 単 �� 15，850円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 540円 �� 5，770円

3 連 複 ��� 28，230円 3 連 単 ��� 132，500円

票 数

単勝票数 計 310999 的中 � 60069（2番人気）
複勝票数 計 539496 的中 � 91807（2番人気）� 8560（12番人気）� 64533（3番人気）
枠連票数 計 140540 的中 （3－5） 7026（6番人気）
馬連票数 計 580723 的中 �� 4356（36番人気）
馬単票数 計 356992 的中 �� 1663（61番人気）
ワイド票数 計 329737 的中 �� 2406（38番人気）�� 16387（4番人気）�� 1338（55番人気）
3連複票数 計 819969 的中 ��� 2144（90番人気）
3連単票数 計1303433 的中 ��� 726（433番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―13．0―13．0―12．9―12．6―12．5―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．6―49．6―1：02．5―1：15．1―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスカノロマン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．8．10 小倉4着

2011．5．22生 牡3栗 母 アスカノヒミコ 母母 ティリオブストラッフォード 7戦2勝 賞金 17，300，000円
〔発走状況〕 エクストラゴールド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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27日 晴 良 （26京都3）第2日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：33．0
1：30．7

良
良

33 エリーザベスト 牝3黒鹿54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 502± 01：34．0 7．4�
78 セウアズール 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 402± 01：34．21� 2．6�
22 シュヴァリエ 牝3栗 54 藤田 伸二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 428＋ 2 〃 クビ 24．8�
11 アルトゥーナ 牝3黒鹿54 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 424± 01：34．3� 3．6�
811 ア ル テ 牡3栗 56 藤岡 佑介 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458－ 61：34．4	 4．9	
44 ヴィンテージローズ 牝3栗 54 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 428＋221：34．5クビ 44．8

79 テイエムナデューラ 牝3栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 428± 0 〃 アタマ 213．6�
810 アドマイヤアース 牡3栗 56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 アタマ 20．0�
66 コウエイダイオウ 牡3芦 56 幸 英明西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 シンボリ牧場 458＋ 21：34．6� 113．0
67 カ ッ サ イ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 486＋ 41：34．7� 11．0�

（独）

55 シュシュブリーズ 牝3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450＋ 41：34．9� 27．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，328，900円 複勝： 47，298，000円 枠連： 11，772，700円
馬連： 57，389，800円 馬単： 39，831，600円 ワイド： 25，706，500円
3連複： 71，446，500円 3連単： 153，059，300円 計： 438，833，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 220円 � 150円 � 570円 枠 連（3－7） 1，190円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，520円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 8，200円 3 連 単 ��� 48，460円

票 数

単勝票数 計 323289 的中 � 34630（4番人気）
複勝票数 計 472980 的中 � 54993（4番人気）� 107012（2番人気）� 16388（8番人気）
枠連票数 計 117727 的中 （3－7） 7304（5番人気）
馬連票数 計 573898 的中 �� 32200（6番人気）
馬単票数 計 398316 的中 �� 8324（14番人気）
ワイド票数 計 257065 的中 �� 13672（5番人気）�� 4026（19番人気）�� 3599（22番人気）
3連複票数 計 714465 的中 ��� 6432（32番人気）
3連単票数 計1530593 的中 ��� 2331（167番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．4―12．3―12．0―11．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．2―34．6―46．9―58．9―1：10．6―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリーザベスト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．5 新潟3着

2011．4．13生 牝3黒鹿 母 フ ロ ー レ ス 母母 シジェームサン 9戦2勝 賞金 23，650，000円
〔制裁〕 エリーザベスト号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。



13019 4月27日 晴 良 （26京都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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

77 ジ ェ ラ ル ド �5栗 57 E．ペドロサ �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B474－ 82：24．8 3．6�
（独）

44 クリサンセマム 牡6黒鹿57 武 豊広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 474－ 42：24．9	 2．0�
11 キョウワレイ 牝5鹿 55 酒井 学�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 470＋ 6 〃 クビ 23．9�
33 
 キ ワ ミ 牝5鹿 55 藤岡 佑介�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 446＋ 42：25．22 13．8�
22 マイネルアクロス 牡5黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 2 〃 ハナ 23．1	
88 ダイシンハンター 牡5鹿 57 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 42：25．3� 5．7

89 ビ ッ ク ケ ン 牡5鹿 57 小坂 忠士小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 474－ 22：25．51 33．6�
55 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55

52 ▲義 英真日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 ハナ 10．4�
66 コスモサリー 牝4黒鹿55 幸 英明 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 42：26．24 39．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，185，800円 複勝： 43，168，900円 枠連： 8，760，800円
馬連： 53，019，000円 馬単： 40，691，600円 ワイド： 24，739，500円
3連複： 67，129，200円 3連単： 169，859，100円 計： 435，553，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 110円 � 340円 枠 連（4－7） 310円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，040円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 7，600円

票 数

単勝票数 計 281858 的中 � 62966（2番人気）
複勝票数 計 431689 的中 � 81419（2番人気）� 172188（1番人気）� 18146（7番人気）
枠連票数 計 87608 的中 （4－7） 21041（1番人気）
馬連票数 計 530190 的中 �� 131843（1番人気）
馬単票数 計 406916 的中 �� 37406（3番人気）
ワイド票数 計 247395 的中 �� 45533（1番人気）�� 4761（16番人気）�� 11170（5番人気）
3連複票数 計 671292 的中 ��� 23803（7番人気）
3連単票数 計1698591 的中 ��� 16514（23番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―10．9―12．5―12．4―12．4―12．5―12．8―12．5―12．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．3―22．9―33．8―46．3―58．7―1：11．1―1：23．6―1：36．4―1：48．9―2：01．5―2：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．9
1
3
9－8－6（3，5）（2，7）1，4
9－8，6（3，5）（2，7）（1，4）

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

勝馬の
紹 介

ジ ェ ラ ル ド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2011．12．4 阪神7着

2009．3．11生 �5栗 母 ジェイズジュエリー 母母 アサーション 13戦2勝 賞金 21，300，000円
〔発走状況〕 ジェラルド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 マイネルアクロス号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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27日 晴 良 （26京都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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

610 メイショウツレヅレ 牝5黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 444＋ 41：12．3 1．4�
22 ビ リ オ ネ ア 牝4鹿 55 太宰 啓介間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 436－ 21：12．93� 6．4�
813 マウントフジ 牝6鹿 55 A．シュタルケ �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 432－ 41：13．21� 7．0�
（独）

712� アルティメイト 牝5青鹿55 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 460± 0 〃 アタマ 58．9�
69 ア サ ケ ゴ マ 牝4芦 55 熊沢 重文大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 478－ 21：13．3� 39．8�
711 アルテミシア 牝4鹿 55 和田 竜二岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 468＋ 61：13．51	 219．8	
814 セイントデジタル 牝4栗 55 松山 弘平中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 462－ 81：13．6� 259．5

46 � オーファメイ 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 ハナ 14．8�
45 アポロパレス 牝5鹿 55 藤岡 佑介小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 480－201：13．81	 162．7�
33 スピーディードータ 牝5鹿 55 吉田 豊ホースアディクト小西 一男 日高 坂 牧場 472± 0 〃 ハナ 28．2
57 トップルビー 牝6黒鹿55 
島 良太�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 452－ 2 〃 クビ 32．0�
34 シゲルリンゴ 牝5栗 55 北村 友一森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 458＋ 21：14．01 263．0�
58 エイティグローリー 牝4栗 55 幸 英明前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 424－ 41：14．21	 78．4�
11 � マイスピリット 牝5鹿 55

52 ▲義 英真中島 稔氏 坪 憲章 新冠 オリエント牧場 442＋ 21：15．37 177．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，812，100円 複勝： 109，348，000円 枠連： 14，948，700円
馬連： 66，369，800円 馬単： 54，918，700円 ワイド： 31，714，200円
3連複： 83，660，300円 3連単： 226，136，000円 計： 623，907，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（2－6） 350円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 180円 �� 180円 �� 380円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，420円

票 数

単勝票数 計 368121 的中 � 218347（1番人気）
複勝票数 計1093480 的中 � 756438（1番人気）� 96328（2番人気）� 90381（3番人気）
枠連票数 計 149487 的中 （2－6） 32444（1番人気）
馬連票数 計 663698 的中 �� 132277（1番人気）
馬単票数 計 549187 的中 �� 88179（2番人気）
ワイド票数 計 317142 的中 �� 48480（1番人気）�� 47592（2番人気）�� 16833（4番人気）
3連複票数 計 836603 的中 ��� 113023（1番人気）
3連単票数 計2261360 的中 ��� 117965（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．5―47．8―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツレヅレ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2012．9．16 阪神1着

2009．3．31生 牝5黒鹿 母 メイショウフクヒメ 母母 キタノファンタジー 4戦3勝 賞金 21，400，000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。



13021 4月27日 晴 良 （26京都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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000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

44 ロングリバイバル 牡3鹿 56 小牧 太中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 484－ 22：25．6 24．4�
55 ミッキーデータ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：25．91� 4．0�

（独）

88 コ ル サ ー レ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 484± 02：26．32� 1．7�
11 ヴァンクウィッシュ 牡3青鹿56 和田 竜二前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 62：26．4� 14．6�
22 ナインテイルズ 牡3栗 56 川島 信二岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 472－ 22：27．03� 49．6�
66 ダノンアンビシャス 牡3黒鹿56 武 豊	ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460－ 42：27．1� 4．1

77 ハギノセゾン 牝3青鹿54 川須 栄彦安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 446－ 42：27．73� 142．3�
33 
 キ ン コ バ ン 牡3栗 56 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 464－ 42：27．8� 55．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 41，990，900円 複勝： 106，537，600円 枠連： 発売なし
馬連： 70，513，900円 馬単： 59，867，300円 ワイド： 28，435，900円
3連複： 83，374，000円 3連単： 296，129，200円 計： 686，848，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 290円 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 11，550円

ワ イ ド �� 570円 �� 290円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 26，840円

票 数

単勝票数 計 419909 的中 � 13598（5番人気）
複勝票数 計1065376 的中 � 31840（5番人気）� 106894（3番人気）� 725098（1番人気）
馬連票数 計 705139 的中 �� 14499（10番人気）
馬単票数 計 598673 的中 �� 3827（23番人気）
ワイド票数 計 284359 的中 �� 9979（8番人気）�� 23771（4番人気）�� 50438（2番人気）
3連複票数 計 833740 的中 ��� 45319（5番人気）
3連単票数 計2961292 的中 ��� 8144（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．9―35．5―48．1―1：00．7―1：13．6―1：26．4―1：39．3―1：51．3―2：02．9―2：13．9

コーナー
通過順位

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

2
4
4－1，5（3，7）－2－8，6
4，1，5，3－（2，7）8，6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロングリバイバル 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．25 小倉4着

2011．3．23生 牡3鹿 母 アピールポイント 母母 ペリウィンクル 11戦2勝 賞金 18，103，000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27日 晴 良 （26京都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；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：47．8
1：47．8

重
重

611 ラガートモヒーロ 牡5黒鹿57 藤田 伸二奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 460＋ 41：52．6 21．4�
12 ドレミファドン 牡6黒鹿57 吉田 豊千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム B492－ 8 〃 クビ 8．1�
816 コ ル ー ジ ャ �6鹿 57 池添 謙一野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 B492－ 21：52．7クビ 31．6�
815 ハ ス ラ ー 牡6黒鹿57 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 516－101：52．8	 19．6�
59 ノボリドリーム 牡5鹿 57 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 456＋ 61：52．9	 41．9�
11 
 エーシンスピーダー 牡5栗 57 酒井 学�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC 484± 0 〃 クビ 25．1	
612 コウユーヒーロー 牡7青 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 520＋ 81：53．0クビ 92．4

714 ギャザーロージズ �7芦 57 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 484－101：53．1	 19．4�

（独）

36 スプリングシーズン 牡6鹿 57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512－ 41：53．41� 2．9�

48 ウエスタンオウジ 牡4鹿 57 国分 優作西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 480－ 41：53．5� 29．9
713 マンボダンサー 牡6鹿 57 川須 栄彦�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 484＋ 2 〃 ハナ 238．0�
510 サンマルデューク 牡5黒鹿57 熊沢 重文相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 498± 0 〃 クビ 129．9�
47 スズカルーセント 牡6鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 510＋ 41：53．71	 13．8�
23 
 ベルサリエーレ 牡4鹿 57 武 豊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita 480± 01：53．91� 2．5�
35 レックスパレード 牡6栗 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム B532－10 〃 ハナ 170．9�
24 アドマイヤジャガー 牡7鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：54．85 282．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，596，400円 複勝： 92，223，500円 枠連： 34，468，800円
馬連： 152，651，200円 馬単： 83，054，600円 ワイド： 63，152，900円
3連複： 205，112，000円 3連単： 351，989，300円 計： 1，031，248，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 440円 � 260円 � 740円 枠 連（1－6） 5，460円

馬 連 �� 7，910円 馬 単 �� 19，010円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 4，570円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 47，920円 3 連 単 ��� 299，970円

票 数

単勝票数 計 485964 的中 � 17934（7番人気）
複勝票数 計 922235 的中 � 54664（5番人気）� 105819（3番人気）� 29729（9番人気）
枠連票数 計 344688 的中 （1－6） 4667（21番人気）
馬連票数 計1526512 的中 �� 14247（24番人気）
馬単票数 計 830546 的中 �� 3226（49番人気）
ワイド票数 計 631529 的中 �� 7321（24番人気）�� 3366（42番人気）�� 5935（25番人気）
3連複票数 計2051120 的中 ��� 3159（112番人気）
3連単票数 計3519893 的中 ��� 866（632番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．0―13．0―12．9―12．7―12．2―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．8―49．8―1：02．7―1：15．4―1：27．6―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラガートモヒーロ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．9．19 阪神4着

2009．4．4生 牡5黒鹿 母 フジタカローズ 母母 ウィンディロマンス 29戦5勝 賞金 83，599，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 レックスパレード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 エーシンスピーダー号の騎手酒井学は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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。

１レース目



13023 4月27日 晴 良 （26京都3）第2日 第11競走 ��
��1，600�第45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，25．4．20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，25．4．19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 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，302，000円 372，000円 186，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

24 ワールドエース 牡5鹿 56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋161：31．4レコード 6．4�
（独）

35 フ ィ エ ロ 牡5青鹿56 武 豊金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 506－ 61：31．61� 2．2�

612 エキストラエンド 牡5鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468－ 21：31．92 4．7�
611 レッドアリオン 牡4鹿 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 476± 01：32．0	 19．0�
36 オースミナイン 牡4鹿 56 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 480＋ 4 〃 クビ 7．1	
510 カ オ ス モ ス 牡4鹿 56 和田 竜二小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 508－121：32．42	 11．5

23 サ ン カ ル ロ 牡8黒鹿56 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 2 〃 クビ 53．7�
59 カシノピカチュウ 牡4鹿 56 松山 弘平柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 490＋101：32．5	 177．3�
47 アドマイヤドバイ 牡4鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 464± 0 〃 ハナ 21．6
714 アクションスター 牡4栗 56 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 21：32．6	 129．1�
48 エールブリーズ 牡4青鹿56 酒井 学 �社台レースホース
島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514± 01：32．7	 30．4�
12 ダノンプログラマー �8青鹿56 E．ペドロサ�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 468＋ 41：32．91 211．2�

（独）

815 コアレスドラード 牡6栗 56 国分 恭介小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 460± 01：33．0	 336．2�
713 ラトルスネーク 牡6黒鹿56 幸 英明吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 508－ 6 〃 クビ 45．2�
11 ラインブラッド 牡8栗 56 藤岡 佑介大澤 繁昌氏 水野 貴広 静内 シンボリ牧場 512＋ 21：33．31� 419．1�
816 サワノパンサー 牡8鹿 56 高倉 稜西田 和子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 568＋101：33．51� 220．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 192，783，800円 複勝： 293，320，600円 枠連： 123，698，900円
馬連： 621，753，300円 馬単： 344，636，000円 ワイド： 220，968，900円
3連複： 923，709，100円 3連単： 1，971，680，300円 計： 4，692，550，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 120円 � 140円 枠 連（2－3） 590円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 390円 �� 570円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 7，930円

票 数

単勝票数 計1927838 的中 � 237879（3番人気）
複勝票数 計2933206 的中 � 276525（4番人気）� 894213（1番人気）� 559897（2番人気）
枠連票数 計1236989 的中 （2－3） 156478（2番人気）
馬連票数 計6217533 的中 �� 534312（3番人気）
馬単票数 計3446360 的中 �� 121945（6番人気）
ワイド票数 計2209689 的中 �� 135465（3番人気）�� 86009（6番人気）�� 274792（1番人気）
3連複票数 計9237091 的中 ��� 521177（2番人気）
3連単票数 計19716803 的中 ��� 183692（17番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―11．7―11．2―11．4―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―34．9―46．6―57．8―1：09．2―1：20．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．6
3 11（2，10）4，6，5，7，12（9，14）－（1，13）8（3，16）－15 4 11，10，2，4（5，6）（12，7）14（9，13）（1，8）（3，16）15

勝馬の
紹 介

ワールドエース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2011．12．17 阪神1着

2009．2．22生 牡5鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht 8戦4勝 賞金 203，505，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりワールドエース号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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27日 晴 良 （26京都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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

712� サウンドデューク 牡4栗 57 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round
Hill Stud 464± 01：32．5 6．5�

34 タツストロング 牡5栗 57 川須 栄彦原 司郎氏 	島 一歩 日高 坂戸 節子 494± 0 〃 ハナ 18．5�
45 リグヴェーダ 牡4鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 454＋ 21：32．6
 2．0�
33 サンマルクイーン 牝5栗 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 460± 0 〃 クビ 9．2�
814 プレミアムブルー 牡5栗 57 和田 竜二 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 478－181：32．81� 14．7	
57 キネオピューマ 牡5鹿 57 藤田 伸二吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 452－ 2 〃 クビ 11．3

58 マルカファイン 牡5栗 57 北村 友一河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 506± 01：32．9
 23．2�
813 タガノザイオン 牡7鹿 57 武 幸四郎八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 2 〃 クビ 20．8�
711 ヒシガーネット 牝4青鹿 55

52 ▲義 英真阿部 雅英氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 458－ 4 〃 ハナ 11．1
610 ハナノシンノスケ 牡7鹿 57 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 490－ 61：33．11� 245．0�
22 レインフォール 牡5芦 57 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 442－ 41：33．52
 18．5�
46 テ ツ キ セ キ 牡8黒鹿57 畑端 省吾木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442－ 41：33．71� 342．4�
11 � サクラキングオー 牡8栗 57 A．シュタルケ�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 498＋ 41：33．9 32．1�

（独）

69 ウイングリート 牡4鹿 57 E．ペドロサ�ウイン 加用 正 新ひだか 友田牧場 496＋181：34．0
 52．8�
（独）

（14頭）

売 得 金
単勝： 59，341，800円 複勝： 82，280，600円 枠連： 41，376，600円
馬連： 151，843，300円 馬単： 83，681，300円 ワイド： 61，730，400円
3連複： 201，604，000円 3連単： 370，208，200円 計： 1，052，066，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 400円 � 130円 枠 連（3－7） 1，550円

馬 連 �� 7，460円 馬 単 �� 13，590円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 330円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 48，970円

票 数

単勝票数 計 593418 的中 � 71952（2番人気）
複勝票数 計 822806 的中 � 95621（2番人気）� 39631（9番人気）� 229140（1番人気）
枠連票数 計 413766 的中 （3－7） 19730（7番人気）
馬連票数 計1518433 的中 �� 15036（32番人気）
馬単票数 計 836813 的中 �� 4545（54番人気）
ワイド票数 計 617304 的中 �� 6057（35番人気）�� 51740（1番人気）�� 22139（6番人気）
3連複票数 計2016040 的中 ��� 31429（14番人気）
3連単票数 計3702082 的中 ��� 5580（173番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．9―11．5―11．8―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．8―34．2―46．1―57．6―1：09．4―1：20．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サウンドデューク �
�
父 Duke of Marmalade �

�
母父 Diesis デビュー 2012．11．4 京都10着

2010．3．18生 牡4栗 母 Leopard Hunt 母母 Alcando 11戦3勝 賞金 26，750，000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。

４レース目



（26京都3）第2日 4月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

274，630，000円
5，660，000円
2，640，000円
25，380，000円
64，953，500円
4，614，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
566，940，800円
1，009，846，000円
300，651，400円
1，407，497，000円
871，300，200円
587，227，600円
1，975，406，300円
4，115，683，100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 10，834，552，400円

総入場人員 25，126名 （有料入場人員 22，676名）
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