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13001 4月25日 晴 良 （27京都3）第1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）

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

612 ジンダバイン 牝3黒鹿54 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474－121：54．1 16．0�

816 バイナリーコード 牝3栗 54 C．ルメール �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 474－161：54．63 9．2�
47 デ ィ ア デ ム 牝3黒鹿54 岩田 康誠小林竜太郎氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム B452－ 81：54．92 45．2�
35 トゥルーロマンス 牝3栗 54 川田 将雅飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 462－ 61：55．0クビ 5．4�
510 ノアズアーク 牝3栗 54 小牧 太早野 誠氏 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 428－ 41：55．32 4．8�
24 キ ト ラ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 484± 01：55．4� 87．6	
23 ル ナ ツ ー 牝3鹿 54 太宰 啓介萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 460＋ 21：55．5� 8．0

714 ツジスーパーサクラ 牝3芦 54

51 ▲城戸 義政辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：55．82 22．2�
815 パープルオンリー 牝3黒鹿54 国分 優作中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 B428＋ 21：56．33 29．2�
48 エイユーウォレット 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿笹部 和子氏 浜田多実雄 新冠 上井農場 456 ―1：56．4クビ 139．0
12 ダンツストーン 牝3栗 54 幸 英明山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 下河辺牧場 462＋ 2 〃 クビ 96．0�
59 エレディータ 牝3鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：56．5クビ 145．6�
36 プリミティブライフ 牝3栗 54 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 442± 01：56．71� 171．2�
611 ティッカーコード 牝3栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484 ―1：56．91 2．4�
11 キョウワルナ 牝3黒鹿54 �島 良太�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 452 ― 〃 クビ 194．8�
713 アイノフシギ 牝3栗 54 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 476－ 21：57．53� 374．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，824，900円 複勝： 32，155，100円 枠連： 12，109，400円
馬連： 43，972，500円 馬単： 24，252，900円 ワイド： 27，111，000円
3連複： 62，185，300円 3連単： 78，883，800円 計： 303，494，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 550円 � 310円 � 990円 枠 連（6－8） 800円

馬 連 �� 7，470円 馬 単 �� 15，290円

ワ イ ド �� 2，660円 �� 6，950円 �� 3，920円

3 連 複 ��� 86，850円 3 連 単 ��� 450，320円

票 数

単勝票数 計 228249 的中 � 11380（6番人気）
複勝票数 計 321551 的中 � 15188（6番人気）� 30165（5番人気）� 7807（9番人気）
枠連票数 計 121094 的中 （6－8） 11604（3番人気）
馬連票数 計 439725 的中 �� 4556（26番人気）
馬単票数 計 242529 的中 �� 1189（49番人気）
ワイド票数 計 271110 的中 �� 2652（27番人気）�� 998（45番人気）�� 1782（33番人気）
3連複票数 計 621853 的中 ��� 537（155番人気）
3連単票数 計 788838 的中 ��� 127（815番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．7―13．1―13．2―13．1―12．8―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．6―49．7―1：02．9―1：16．0―1：28．8―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジンダバイン �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Selkirk デビュー 2014．10．14 京都16着

2012．3．4生 牝3黒鹿 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi 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。
※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 アメリカンジュエル号・アルボルデヴィダ号・テイエムジョウネツ号・ミヤジレリゴー号

13002 4月25日 晴 良 （27京都3）第1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）

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 アリエスジューゴー 牡3鹿 56 �島 良太武井 祥久氏 武田 博 むかわ 小林 孝幸 482－ 21：25．4 3．1�
713 ウエスタンラムール 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 440－ 41：25．82� 3．1�
12 スマートゾロ 牡3黒鹿56 福永 祐一大川 徹氏 森 秀行 日高 いとう牧場 462－ 71：26．33 12．8�
48 ストリークライト 牡3黒鹿56 岩田 康誠吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 510－ 4 〃 ハナ 5．8�
815 ヤマイチシンバ 牡3鹿 56 和田 竜二坂本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 競優牧場 500 ―1：26．4クビ 12．7�
23 メイショウゲントク 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 460＋ 41：26．5� 32．5�
36 ウインドファースト 牡3黒鹿56 小牧 太福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 岡田 猛 498－18 〃 ハナ 60．9	
35 アマノジョージア 牡3青 56 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 486＋121：26．71� 65．0

612 ジョーグラファイト 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 高橋 修 494＋ 21：27．12� 363．4�
11 メイショウエボウシ 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 510＋ 21：27．63 271．3�
816 キングカーティス 牡3鹿 56 松山 弘平 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 446－ 21：28．23� 7．6�
510 ニホンピロラプター 牡3鹿 56 岡田 祥嗣小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 436－141：28．3� 334．5�
59 ウォーターセドナ 牡3芦 56 佐藤 友則山岡 良一氏 �島 一歩 新ひだか 増本牧場 514＋ 21：28．51� 17．1�

（笠松）

714 フォースター 牡3栗 56 酒井 学中西 功氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 456－ 41：29．24 50．7�
611 ヒカリノカケラ 牡3黒鹿56 国分 優作岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 466 ―1：29．41� 231．8�
24 アイヲトドケマス 牝3鹿 54 小林 徹弥小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 築紫 洋 428± 01：29．72 346．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，081，900円 複勝： 29，833，000円 枠連： 12，928，700円
馬連： 41，062，800円 馬単： 24，052，100円 ワイド： 22，192，900円
3連複： 53，365，700円 3連単： 69，508，900円 計： 275，026，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 140円 � 230円 枠 連（4－7） 410円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 240円 �� 580円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 7，670円

票 数

単勝票数 計 220819 的中 � 56141（2番人気）
複勝票数 計 298330 的中 � 71782（1番人気）� 57476（2番人気）� 24996（5番人気）
枠連票数 計 129287 的中 （4－7） 24420（1番人気）
馬連票数 計 410628 的中 �� 50668（2番人気）
馬単票数 計 240521 的中 �� 15054（2番人気）
ワイド票数 計 221929 的中 �� 27014（1番人気）�� 9100（6番人気）�� 7440（9番人気）
3連複票数 計 533657 的中 ��� 20117（4番人気）
3連単票数 計 695089 的中 ��� 6563（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．4―47．8―1：00．2―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アリエスジューゴー �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2014．10．11 京都6着

2012．4．15生 牡3鹿 母 ラックマイサイド 母母 アストライアー 8戦1勝 賞金 9，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ノウゼンハレン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 京都競馬 第１日



13003 4月25日 晴 良 （27京都3）第1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

611 ニホンピロシナバー 牡3青鹿56 C．ルメール 小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 482－ 22：00．8 10．1�
612 モ ー グ リ 牡3栗 56 岩田 康誠大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 538－102：01．54 6．5�
816 ロイヤルパンプ 牡3栗 56 浜中 俊吉田 哲哉氏 中竹 和也 平取 稲原牧場 528＋ 42：01．81� 9．7�
24 タガノフォーエバー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 528＋ 22：02．01� 2．3�

36 ク ロ ー ザ ー 牡3栗 56 福永 祐一�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432－ 2 〃 クビ 3．8�

11 ラヴィダフェリース 牡3黒鹿56 川田 将雅 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：02．32 9．7

713 コンゴウヒーロー 牡3芦 56

53 ▲義 英真金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 本桐牧場 534－ 62：02．51� 68．2�
510 チョウゴキゲン 牡3黒鹿56 小牧 太丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 508＋ 3 〃 ハナ 132．3�
48 オウケンワールド 牡3芦 56 佐藤 友則福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 500＋ 62：03．03 47．3

（笠松）

59 ウインハインズ 牡3黒鹿56 幸 英明�ウイン 中村 均 新冠 三村 卓也 460＋ 22：03．21� 24．4�
23 カシノサクセス 牡3黒鹿56 水口 優也柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 野坂牧場 452＋ 22：03．3� 438．0�
714 ヤマニントライブ 牡3栗 56

53 ▲	島 克駿土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 470＋ 42：04．15 258．4�
12 ウォーターマハロ 牡3栗 56 柴田 未崎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 494－ 42：04．84 329．2�
35 フィールドメーカー 牡3鹿 56 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 平取 北島牧場 524± 0 〃 クビ 171．5�
47 マ ー レ ー 牝3鹿 54 国分 優作石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 森 政巳 496－ 62：05．43� 141．1�
815 カネトシグランド 牝3栗 54 太宰 啓介兼松 利男氏 大根田裕之 新冠 アサヒ牧場 502－ 62：10．0大差 202．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，817，700円 複勝： 43，939，200円 枠連： 13，682，500円
馬連： 50，798，600円 馬単： 32，030，700円 ワイド： 29，457，500円
3連複： 68，560，600円 3連単： 105，666，300円 計： 371，953，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 300円 � 220円 � 320円 枠 連（6－6） 3，260円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，090円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 52，360円

票 数

単勝票数 計 278177 的中 � 21946（6番人気）
複勝票数 計 439392 的中 � 36501（4番人気）� 58419（3番人気）� 33890（5番人気）
枠連票数 計 136825 的中 （6－6） 3251（11番人気）
馬連票数 計 507986 的中 �� 12082（11番人気）
馬単票数 計 320307 的中 �� 3456（24番人気）
ワイド票数 計 294575 的中 �� 8953（10番人気）�� 6902（13番人気）�� 6601（15番人気）
3連複票数 計 685606 的中 ��� 6717（23番人気）
3連単票数 計1056663 的中 ��� 1463（145番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．9―13．5―13．3―13．1―12．8―12．9―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．2―30．1―43．6―56．9―1：10．0―1：22．8―1：35．7―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロシナバー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．11．2 京都8着

2012．5．13生 牡3青鹿 母 ニホンピロルピナス 母母 ニホンピロタイラ 7戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシグランド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月25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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ニホンピロビーム号・メイショウハシダテ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13004 4月25日 晴 良 （27京都3）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30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
1：43．9
1：43．9

良
良

23 レーヌドブリエ 牝3栗 54 佐藤 友則 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 416＋ 21：49．3 4．5�
（笠松）

818 カリテスグレース 牝3黒鹿54 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 468± 0 〃 クビ 11．9�
713 ロイヤルストリート 牝3鹿 54 福永 祐一下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 416－ 21：49．4クビ 2．8�
48 サクラティンクル 牝3鹿 54 和田 竜二�さくらコマース須貝 尚介 新ひだか 谷岡スタット B462± 01：49．82� 33．7	
35 マーシフルハート 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 374－ 41：50．01� 30．7

817 スズカセルリアン 牝3鹿 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 448－ 41：50．1� 26．8�
11 レッドペルル 牝3鹿 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 石坂 正 浦河 大北牧場 468 ― 〃 クビ 5．4�
816 ナムラクロワッサン 牝3鹿 54

51 ▲義 英真奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 476＋121：50．2クビ 171．1
714 レッドメアラス 牝3芦 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 登別 青藍牧場 468＋ 81：50．3� 8．9�
510 ウイングタイガー 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 436± 0 〃 クビ 234．4�
611 モーントバーン 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 424＋ 21：50．4� 179．2�

715 スナークエンジェル 牝3黒鹿54 田中 健杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 432＋101：50．5	 438．7�
59 エイプリルキッス 牝3黒鹿54 酒井 学�G1レーシング 梅田 智之 千歳 社台ファーム 430－101：50．71� 48．3�
612 シーオブラブ 牝3鹿 54 川田 将雅三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 406－ 21：50．8� 10．5�
47 マジックベル 牝3黒鹿54 国分 優作�杵臼牧場 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 484－ 21：51．22� 77．9�
12 スリースパート 牝3黒鹿54 幸 英明永井商事� 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 434－ 4 〃 クビ 321．2�
24 プリマゴールド 牝3鹿 54 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478 ―1：51．3� 24．7�
36 トウバレリーナ 牝3青 54 高倉 稜玉井 宏和氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 450－ 81：51．4クビ 202．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，630，800円 複勝： 41，375，500円 枠連： 16，082，100円
馬連： 51，258，800円 馬単： 28，302，600円 ワイド： 28，199，400円
3連複： 64，967，200円 3連単： 89，854，900円 計： 348，671，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 240円 � 130円 枠 連（2－8） 1，500円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 810円 �� 310円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 16，600円

票 数

単勝票数 計 286308 的中 � 50338（2番人気）
複勝票数 計 413755 的中 � 81432（2番人気）� 32637（6番人気）� 93628（1番人気）
枠連票数 計 160821 的中 （2－8） 8303（6番人気）
馬連票数 計 512588 的中 �� 15540（9番人気）
馬単票数 計 283026 的中 �� 4303（16番人気）
ワイド票数 計 281994 的中 �� 8273（9番人気）�� 26187（1番人気）�� 10619（6番人気）
3連複票数 計 649672 的中 ��� 22183（4番人気）
3連単票数 計 898549 的中 ��� 3924（36番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．0―13．0―13．1―12．6―12．2―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―35．4―48．4―1：01．5―1：14．1―1：26．3―1：37．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヌドブリエ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．10．5 新潟5着

2012．3．25生 牝3栗 母 メジロドーベル 母母 メジロビユーテイー 6戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ウイングタイガー号の騎手三津谷隼人は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



13005 4月25日 晴 良 （27京都3）第1日 第5競走 ��2，200�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
2：10．0
2：10．0

良
良

24 ゼンノブレーメン 牡3鹿 56 和田 竜二大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 476－ 42：14．1 4．5�
12 ドンアルフォンス 牡3黒鹿56 小牧 太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 450－ 2 〃 クビ 5．4�
816 ジュンファイトクン 牡3栗 56 四位 洋文河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 446－ 62：14．31� 80．6�
11 レッドサバス 牡3黒鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 456－ 62：14．4� 3．2�
611 マイネルヘルック 牡3栗 56 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム B432－ 42：14．5� 54．7�
612 マツリダアンバター 牡3黒鹿56 浜中 俊髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 452－ 22：14．71� 4．8	
815 クリノイーソー 牡3鹿 56 �島 良太栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 476＋ 22：14．8クビ 8．5

23 ヤマニンロードン 牝3鹿 54 川田 将雅土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 458－ 42：14．9� 13．9�
714 マイネルレオーネ 牡3黒鹿56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 390－ 22：15．0� 215．2�
35 ビップチャーチャン 牝3栗 54

51 ▲義 英真鈴木 邦英氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 418± 02：15．42� 287．1
713 バトルボンネビル 牡3芦 56

53 ▲城戸 義政宮川 秋信氏 森田 直行 浦河 山田 昇史 444± 0 〃 ハナ 422．5�
36 オーダシティー 牡3鹿 56 酒井 学藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 516－122：15．93 387．5�
47 メイショウコルシカ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 444－ 4 〃 アタマ 285．9�
48 トップモーリー 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 森田 直行 新ひだか 飛野牧場 466－ 22：16．0� 20．9�
510 エ イ ジ ヤ 牝3鹿 54 田中 博康MYI馬主組合 今野 貞一 日高 横井 忠幸 422－ 42：17．27 340．8�
59 ロードアンビシャス 牡3栗 56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488－ 8 〃 クビ 21．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，774，400円 複勝： 45，979，500円 枠連： 13，983，500円
馬連： 53，918，100円 馬単： 28，668，500円 ワイド： 29，963，000円
3連複： 70，118，200円 3連単： 100，516，600円 計： 368，921，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 200円 � 1，920円 枠 連（1－2） 370円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 500円 �� 5，260円 �� 6，950円

3 連 複 ��� 26，330円 3 連 単 ��� 87，900円

票 数

単勝票数 計 257744 的中 � 45304（2番人気）
複勝票数 計 459795 的中 � 89612（2番人気）� 65990（4番人気）� 4332（10番人気）
枠連票数 計 139835 的中 （1－2） 28880（1番人気）
馬連票数 計 539181 的中 �� 42181（3番人気）
馬単票数 計 286685 的中 �� 13124（3番人気）
ワイド票数 計 299630 的中 �� 17003（5番人気）�� 1396（34番人気）�� 1053（40番人気）
3連複票数 計 701182 的中 ��� 1997（59番人気）
3連単票数 計1005166 的中 ��� 829（242番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．5―12．6―12．5―12．9―13．2―12．1―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．2―35．7―48．3―1：00．8―1：13．7―1：26．9―1：39．0―1：50．6―2：02．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼンノブレーメン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．11．30 京都6着

2012．5．20生 牡3鹿 母 ウインシンシア 母母 ラッキーダイアリー 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 マイネルレオーネ号の騎手柴田未崎は，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10，000円。（被害馬：7番）

13006 4月25日 晴 良 （27京都3）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時55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

711 モズライジン 牡3芦 56 浜中 俊 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 462－ 61：52．0 28．1�
44 ヒデノインペリアル 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 488－ 21：52．1� 13．7�
69 コ コ 牝3芦 54

51 ▲�島 克駿副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 518＋ 21：53．16 18．3�
812 モルトベーネ 牡3栗 56 松山 弘平三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 452－ 21：53．41� 7．1�
11 アイオシルケン 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 468－ 2 〃 ハナ 60．9�
813 ジュンスパーヒカル 牡3鹿 56 四位 洋文河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 ハナ 5．7	
33 メ ナ ス コ 牡3黒鹿56 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 61：53．82� 97．2

45 ブルースブレイカー 牡3鹿 56 岩田 康誠市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 81：54．01� 20．6�
56 ロングスピーク 牡3鹿 56 和田 竜二 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 562－ 81：54．1クビ 43．2
68 レインボーソング 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466± 01：54．84 25．5�
22 アイファーマグオー 牡3栗 56 �島 良太中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 494＋ 21：55．0� 301．2�
710 ニシオボヌール 牡3黒鹿56 福永 祐一西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 482＋ 81：55．21� 2．2�
57 ゲットクローサー 牝3青鹿54 小牧 太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 512－ 21：56．37 5．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，981，200円 複勝： 45，098，700円 枠連： 18，888，300円
馬連： 64，504，900円 馬単： 37，286，600円 ワイド： 37，726，600円
3連複： 79，994，800円 3連単： 123，239，600円 計： 441，720，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，810円 複 勝 � 590円 � 370円 � 530円 枠 連（4－7） 970円

馬 連 �� 13，010円 馬 単 �� 30，590円

ワ イ ド �� 3，390円 �� 4，860円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 47，200円 3 連 単 ��� 287，290円

票 数

単勝票数 計 349812 的中 � 9925（9番人気）
複勝票数 計 450987 的中 � 19439（8番人気）� 34057（5番人気）� 22026（7番人気）
枠連票数 計 188883 的中 （4－7） 15042（5番人気）
馬連票数 計 645049 的中 �� 3840（34番人気）
馬単票数 計 372866 的中 �� 914（74番人気）
ワイド票数 計 377266 的中 �� 2865（33番人気）�� 1983（47番人気）�� 5023（23番人気）
3連複票数 計 799948 的中 ��� 1271（116番人気）
3連単票数 計1232396 的中 ��� 311（644番人気）

ハロンタイム 12．3―11．9―14．0―12．7―12．4―12．2―12．0―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．2―38．2―50．9―1：03．3―1：15．5―1：27．5―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モズライジン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2015．3．8 中山3着

2012．3．24生 牡3芦 母 グランプリオーロラ 母母 ア ン ダ ン テ 3戦2勝 賞金 13，700，000円

追 加 記 事（第 2回阪神競馬第 5日第 2競走）
〔その他〕　　イスパハン号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕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。



13007 4月25日 晴 良 （27京都3）第1日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時25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

79 ムーンクレスト 牡3鹿 56 松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 454＋ 21：33．2 4．3�

22 ベステンダンク 牡3栗 56 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 480－ 4 〃 クビ 7．3�
67 ヴ ェ ネ ト 牡3鹿 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋121：33．41� 2．1�
44 エイシンバッケン 牡3鹿 56 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 480－161：33．71� 20．6�
33 ノーブルルージュ 牝3黒鹿54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 448＋ 2 〃 クビ 16．4	
55 ヤマニンナジャーハ 牝3黒鹿 54

51 ▲	島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 422＋ 21：33．8クビ 36．3

56 
 ネオアトラクション 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 484＋ 6 〃 クビ 6．7�
11 グッドピアス 牝3栗 54 和田 竜二杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 402－ 21：33．9� 337．4�
68 フィールドリアン 牡3黒鹿56 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 460－ 61：34．11 184．6
710 パセンジャーシップ 牝3芦 54 C．ルメール 吉田 哲哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 482－ 61：34．31� 9．5�
812� ネイチャークルーズ 牝3栗 54 佐藤 友則�ホースケア 山中 輝久 日高 下河辺牧場 454－ 71：34．83 203．3�

（笠松） （笠松）

811 ナムラカモン 牡3栗 56 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 452－ 2 〃 クビ 63．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，941，200円 複勝： 45，041，200円 枠連： 15，209，400円
馬連： 67，030，800円 馬単： 37，663，200円 ワイド： 34，522，700円
3連複： 78，868，300円 3連単： 142，963，900円 計： 454，240，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 150円 � 110円 枠 連（2－7） 1，340円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 380円 �� 200円 �� 300円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 計 329412 的中 � 60344（2番人気）
複勝票数 計 450412 的中 � 87520（2番人気）� 66094（3番人気）� 121586（1番人気）
枠連票数 計 152094 的中 （2－7） 8777（5番人気）
馬連票数 計 670308 的中 �� 38561（5番人気）
馬単票数 計 376632 的中 �� 11612（7番人気）
ワイド票数 計 345227 的中 �� 20368（5番人気）�� 50993（1番人気）�� 28322（3番人気）
3連複票数 計 788683 的中 ��� 72882（2番人気）
3連単票数 計1429639 的中 ��� 13640（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．5―46．3―58．3―1：09．8―1：21．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンクレスト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．11．1 京都6着

2012．5．6生 牡3鹿 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 9戦2勝 賞金 25，625，000円
※グッドピアス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13008 4月25日 晴 良 （27京都3）第1日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時55分 （ダート・右）
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

36 ラテンロック 牡4鹿 57 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 506± 01：23．6 5．5�

11 アドマイヤスパーズ 牡5鹿 57 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 490－ 41：23．81� 36．0�
47 	 サトノユニコーン 牡5鹿 57 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B474－ 41：23．9クビ 2．3�
23 	 トウケイアロー 牡4鹿 57 和田 竜二木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 増本牧場 470－ 21：24．0� 7．9�
12 クァンタムギア 牡4黒鹿57 岩田 康誠廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 B472＋ 6 〃 クビ 14．2�
713
 コズミックショア 牝5鹿 55 松山 弘平吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 476＋ 21：24．1� 16．1	
714 ゴーザトップ 牡4栗 57 幸 英明江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 484＋ 41：24．2クビ 30．4

24 	 パフュームスター 牝4栗 55

52 ▲義 英真松岡 謙氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 482＋ 41：24．41� 326．7�
612 ロードストーム �4青鹿 57

54 ▲�島 克駿 �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 474± 0 〃 アタマ 158．6�
510 ア バ ン サ ル 牡4栗 57 藤田 伸二今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 504＋ 2 〃 ハナ 14．7
611 サンライズバード 牡5黒鹿57 国分 優作松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 468＋ 41：24．61 26．8�
35 バイオレットムーン 牡5栗 57 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 518－101：24．81� 195．6�
815 ディーセントワーク 牡4黒鹿57 C．ルメール �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 21：24．9クビ 8．6�
59 ピエナトップガン 牡5栗 57 太宰 啓介本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 488＋26 〃 クビ 43．8�
816	 エアカーディナル 牡4鹿 57 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 474－14 〃 ハナ 16．8�
48 ターフジェニック 牝5鹿 55 小林 徹弥柏木 務氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 496＋201：26．8大差 307．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，404，300円 複勝： 52，333，800円 枠連： 22，164，300円
馬連： 76，096，900円 馬単： 37，297，700円 ワイド： 39，861，800円
3連複： 94，402，600円 3連単： 137，892，700円 計： 491，454，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 530円 � 120円 枠 連（1－3） 3，480円

馬 連 �� 9，880円 馬 単 �� 13，990円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 260円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 50，260円

票 数

単勝票数 計 314043 的中 � 45010（2番人気）
複勝票数 計 523338 的中 � 81223（2番人気）� 16018（10番人気）� 151322（1番人気）
枠連票数 計 221643 的中 （1－3） 4936（13番人気）
馬連票数 計 760969 的中 �� 5969（31番人気）
馬単票数 計 372977 的中 �� 1999（47番人気）
ワイド票数 計 398618 的中 �� 3945（30番人気）�� 47630（1番人気）�� 6457（15番人気）
3連複票数 計 944026 的中 ��� 13209（17番人気）
3連単票数 計1378927 的中 ��� 1989（154番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．8―34．6―46．4―58．8―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 1（6，7）（2，3，14）12（4，5，15）（8，10）11，16，13，9 4 ・（1，6）（7，14）（2，3）12（4，15）（5，10）（8，11）16（9，13）

勝馬の
紹 介

ラテンロック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．5．24 京都2着

2011．2．26生 牡4鹿 母 ギガンティア 母母 ベストブート 6戦2勝 賞金 19，000，000円



13009 4月25日 晴 良 （27京都3）第1日 第9競走 ��
��2，200�

ひ ら さ ん

比 良 山 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

89 エーティータラント 牡5芦 57 C．ルメール 荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 502＋ 42：12．1 1．4�
78 マイティースコール 牡7栗 57 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 22：12．42 41．6�
55 	 レイトライザー 牡5黒鹿57 岩田 康誠中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 466＋ 22：12．5クビ 12．4�
810 フォントルロイ 牡6鹿 57 福永 祐一大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 506± 02：12．6
 17．8�
44 レッドルーラー 牡5鹿 57 幸 英明 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488－142：12．7
 7．3�
77 アグリッパーバイオ 牡4黒鹿57 川田 将雅バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438± 02：12．91 4．9	
11 キンショータイム 牡5栗 57 松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 488± 02：13．43 80．1

33 トウケイウイン 牡5黒鹿57 藤田 伸二木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 434－222：14．14 22．2�
22 ランフォージン 牡6黒鹿57 和田 竜二 �社台レースホース高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B448－ 82：14．2� 44．2
（9頭）

66 ビップレボルシオン 牡4鹿 57 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 514＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，083，600円 複勝： 36，146，200円 枠連： 7，988，000円
馬連： 41，088，700円 馬単： 27，887，200円 ワイド： 18，739，800円
3連複： 31，939，500円 3連単： 70，427，200円 計： 261，300，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 460円 � 170円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 280円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 21，830円

票 数

単勝票数 差引計 270836（返還計 66501） 的中 � 145660（1番人気）
複勝票数 差引計 361462（返還計 88310） 的中 � 186258（1番人気）� 8931（8番人気）� 36400（4番人気）
枠連票数 差引計 79880（返還計 59452） 的中 （7－8） 18923（1番人気）
馬連票数 差引計 410887（返還計317696） 的中 �� 9362（10番人気）
馬単票数 差引計 278872（返還計196188） 的中 �� 4557（16番人気）
ワイド票数 差引計 187398（返還計136953） 的中 �� 4509（11番人気）�� 20395（3番人気）�� 1415（26番人気）
3連複票数 差引計 319395（返還計489250） 的中 ��� 4160（17番人気）
3連単票数 差引計 704272（返還計1149573） 的中 ��� 2338（64番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．2―11．7―12．0―12．3―12．1―11．6―11．6―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．3―36．5―48．2―1：00．2―1：12．5―1：24．6―1：36．2―1：47．8―1：59．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーティータラント �
�
父 デュランダル �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2012．10．21 京都7着

2010．6．7生 牡5芦 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 22戦4勝 賞金 80，535，000円
〔競走除外〕 ビップレボルシオン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。

13010 4月25日 晴 良 （27京都3）第1日 第10競走 ��
��1，400�

たちばな

橘 ス テ ー ク ス
発走15時00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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

11 マテンロウハピネス 牡3鹿 56 浜中 俊寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 442－ 41：20．2 4．8�
33 ブラヴィッシモ 牡3鹿 56 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B492－ 2 〃 ハナ 3．3�
44 ブラッククローバー 牡3黒鹿56 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 474－ 4 〃 ハナ 16．4�
710 ナリタスターワン 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 464－ 8 〃 クビ 6．8�
55 ブ リ ク ス ト 牡3黒鹿56 幸 英明 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472－ 21：20．41� 24．8	
56 セカンドテーブル 牡3栗 57 C．ルメール 山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 446＋ 21：20．5	 15．5

22 ロードフェリーチェ 牡3鹿 56 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 436＋ 21：20．71 8．7�
811 ナイトフォックス 牡3鹿 57 川田 将雅石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 21：20．8
 8．3�
79 スノーエンジェル 牝3芦 54 松山 弘平三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 450－ 81：21．01� 14．1
812 アドマイヤスカイ 牡3青鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 430－141：21．42
 18．1�
67 スマートプラネット 牝3鹿 54 酒井 学田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 444－ 21：21．71	 13．6�
68 クリノヤクマン 牡3鹿 56 高倉 稜栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 482＋ 21：21．8
 368．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，217，500円 複勝： 91，240，900円 枠連： 28，402，700円
馬連： 149，043，200円 馬単： 67，811，600円 ワイド： 65，751，800円
3連複： 173，240，200円 3連単： 272，445，600円 計： 902，153，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 140円 � 350円 枠 連（1－3） 1，010円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，430円 �� 840円

3 連 複 ��� 5，960円 3 連 単 ��� 30，270円

票 数

単勝票数 計 542175 的中 � 89412（2番人気）
複勝票数 計 912409 的中 � 130569（2番人気）� 216423（1番人気）� 50089（7番人気）
枠連票数 計 284027 的中 （1－3） 21668（4番人気）
馬連票数 計1490432 的中 �� 113943（1番人気）
馬単票数 計 678116 的中 �� 23762（2番人気）
ワイド票数 計 657518 的中 �� 41903（1番人気）�� 11129（22番人気）�� 19770（8番人気）
3連複票数 計1732402 的中 ��� 21790（16番人気）
3連単票数 計2724456 的中 ��� 6525（81番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．2―11．0―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．2―45．4―56．4―1：07．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 4，6（1，5，7）11（3，10，9）－12（2，8） 4 4，6（1，5，7）11（3，10）（2，9）12－8

勝馬の
紹 介

マテンロウハピネス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Montjeu デビュー 2015．1．25 中京1着

2012．3．6生 牡3鹿 母 レディハピネス 母母 レディパステル 5戦3勝 賞金 43，725，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13011 4月25日 晴 良 （27京都3）第1日 第11競走 ��
��1，600�

にしき

錦 ス テ ー ク ス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

66 カバーストーリー 牡4栗 57 浜中 俊前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 476－ 21：32．0 8．5�
33 トーセンソレイユ 牝5鹿 55 C．ルメール 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 アタマ 2．1�
11 ウインプリメーラ 牝5黒鹿55 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 2 〃 ハナ 2．7�
44 ボンジュールココロ 牝5鹿 55 松山 弘平田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 480＋ 41：32．63� 49．6�
22 ダイナミックガイ 牡5栗 57 幸 英明小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 484－ 61：32．81� 25．8	
77 エルカミーノレアル 牡4鹿 57 岩田 康誠広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 484－ 21：33．01� 16．8

55 メイケイペガスター 牡5青 57 四位 洋文名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 2 〃 ハナ 6．1�
88 アドマイヤビジン 牝4芦 55 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 492＋ 21：33．31	 34．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 59，786，500円 複勝： 65，103，400円 枠連： 発売なし
馬連： 163，592，900円 馬単： 90，934，400円 ワイド： 52，141，100円
3連複： 166，570，800円 3連単： 502，944，700円 計： 1，101，073，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 260円 �� 280円 �� 140円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 6，260円

票 数

単勝票数 計 597865 的中 � 56122（4番人気）
複勝票数 計 651034 的中 � 63437（3番人気）� 245442（1番人気）� 190606（2番人気）
馬連票数 計1635929 的中 �� 119958（4番人気）
馬単票数 計 909344 的中 �� 23638（9番人気）
ワイド票数 計 521411 的中 �� 42773（3番人気）�� 38095（5番人気）�� 128655（1番人気）
3連複票数 計1665708 的中 ��� 239353（2番人気）
3連単票数 計5029447 的中 ��� 58170（19番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．4―11．3―11．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．7―34．0―45．4―56．7―1：08．0―1：19．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．3
3 8－4－（1，7）（2，3）－（5，6） 4 8，4（1，7）（2，3）6，5

勝馬の
紹 介

カバーストーリー 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．7．27 新潟3着

2011．2．7生 牡4栗 母 エンブレイス 母母 ペシェミョン 20戦4勝 賞金 59，228，000円
〔制裁〕 メイケイペガスター号の騎手四位洋文は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

13012 4月25日 晴 良 （27京都3）第1日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

47 キングズウェザー 牡5栗 57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 510± 01：23．6 5．2�
12 パッシングブリーズ 牡4鹿 57 浜中 俊三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 484＋ 41：23．7� 11．5�
48 ヒドゥンブレイド 牡5黒鹿57 岩田 康誠 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 クビ 9．2�
23 	 ベ ッ ク 牡4栗 57 四位 洋文細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 492＋ 21：23．8クビ 2．3�
36 ロードフォワード 牡4青鹿57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 458－ 21：24．12 3．6	
714 ソ ラ ニ ー 牡5黒鹿 57

54 ▲
島 克駿井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 
川 啓一 B494－ 21：24．31� 18．1

59 セトノミッシー 牝5鹿 55 松山 弘平難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B436± 0 〃 クビ 58．8�
11 ハ ヤ ブ サ 牡6鹿 57

54 ▲三津谷隼人西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 470－ 21：24．51 201．3�
815 オーゴンボルト 牡4黒鹿57 酒井 学永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム B514± 01：24．6� 144．9
24 	 エンプレスペスカ 牝4青鹿 55

52 ▲城戸 義政山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 458＋ 4 〃 ハナ 330．8�
35 キ ク タ ロ ウ 牡6鹿 57 小牧 太国田 正忠氏 森田 直行 浦河 杵臼牧場 458＋ 2 〃 ハナ 68．0�
510	 カ ク シ ア ジ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 434＋ 8 〃 同着 129．5�
713 ダテノトライアンフ 牡4栗 57 高倉 稜関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 464－ 21：24．81 197．9�
612 ケンブリッジギルド 牡4栗 57 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 468＋ 21：24．9� 32．0�
611 バルタザール 牡5鹿 57 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 528＋ 81：25．64 130．7�
816 スズカキングダム 牡6鹿 57 水口 優也永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 502－ 21：25．81� 170．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，596，100円 複勝： 54，592，500円 枠連： 30，950，400円
馬連： 115，796，300円 馬単： 59，828，500円 ワイド： 52，242，600円
3連複： 142，707，300円 3連単： 245，440，000円 計： 750，153，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 300円 � 220円 枠 連（1－4） 1，550円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 880円 �� 740円 �� 980円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 28，340円

票 数

単勝票数 計 485961 的中 � 74488（3番人気）
複勝票数 計 545925 的中 � 74964（3番人気）� 43582（5番人気）� 67701（4番人気）
枠連票数 計 309504 的中 （1－4） 15458（5番人気）
馬連票数 計1157963 的中 �� 35068（10番人気）
馬単票数 計 598285 的中 �� 10178（17番人気）
ワイド票数 計 522426 的中 �� 15214（9番人気）�� 18280（8番人気）�� 13479（11番人気）
3連複票数 計1427073 的中 ��� 20038（15番人気）
3連単票数 計2454400 的中 ��� 6277（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．8―34．3―46．1―58．4―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングズウェザー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2012．12．1 阪神3着

2010．3．16生 牡5栗 母 レッツファイト 母母 チャイナオーヒメ 21戦4勝 賞金 41，820，000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） 1頭 シルヴァーグレイス号
（非抽選馬） 3頭 ガンジー号・サトノアビリティ号・ブラボーランサー号



（27京都3）第1日 4月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

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

208，810，000円
2，080，000円
7，600，000円
1，000，000円
18，980，000円
67，242，500円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
416，140，100円
582，839，000円
192，389，300円
918，164，500円
496，016，000円
437，910，200円
1，086，920，500円
1，939，784，200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 6，070，163，800円

総入場人員 17，241名 （有料入場人員 16，071名）
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