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13001 4月21日 晴 良 （30京都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

714 クリノアスコット 牝3黒鹿54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 422＋ 81：55．1 4．3�
35 ブルレジーナ 牝3栗 54 浜中 俊髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 442± 01：56．37 8．1�
12 ヴォーティブ 牝3栗 54 幸 英明佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 508－ 41：56．4クビ 24．9�
815 ウォーターレラ 牝3黒鹿54 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 アタマ 1．7�
612 シホノキラメキ 牝3鹿 54 藤岡 康太村瀬 寛紀氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：56．5� 44．3�
47 テイエムアステル 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 494± 01：56．6� 45．1�
713 リ ヴ ォ ル ノ 牝3黒鹿54 北村 友一 	シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 アタマ 15．8

24 タイセイプリマ 牝3黒鹿54 松若 風馬田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 千代田牧場 446 ―1：56．7クビ 58．5�
11 シゲルミズナ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 B494－ 21：56．8� 65．1�
59 ナンゴクユメネット 牝3栗 54 水口 優也渡 義光氏 崎山 博樹 新冠 村上牧場 458± 0 〃 クビ 51．0
36 メイショウルネ 牝3栗 54 城戸 義政松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 472＋ 21：57．65 205．1�
510 エメラルキセキ 牝3青鹿54 酒井 学高橋 勉氏 服部 利之 むかわ 上水牧場 416－ 61：57．8� 240．5�
23 ヴィグランドアテナ 牝3黒鹿54 国分 恭介大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 472－ 61：58．12 48．9�
48 ワンダーアフェット 牝3栗 54 藤懸 貴志山本 能成氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 484 ―1：58．2� 131．9�
611 タマモカプチーノ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 488± 01：58．41� 14．1�
816 メイショウツヅラ 牝3青鹿54 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三栄牧場 436± 01：58．61� 246．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，412，700円 複勝： 42，845，800円 枠連： 11，946，400円
馬連： 42，417，400円 馬単： 23，570，300円 ワイド： 31，889，300円
3連複： 64，862，100円 3連単： 84，358，400円 計： 323，302，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 310円 � 590円 枠 連（3－7） 1，160円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 610円 �� 840円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 6，560円 3 連 単 ��� 23，070円

票 数

単勝票数 計 214127 的中 � 39762（2番人気）
複勝票数 計 428458 的中 � 77237（2番人気）� 33806（3番人気）� 15712（6番人気）
枠連票数 計 119464 的中 （3－7） 7957（4番人気）
馬連票数 計 424174 的中 �� 23009（3番人気）
馬単票数 計 235703 的中 �� 6657（8番人気）
ワイド票数 計 318893 的中 �� 13964（4番人気）�� 9830（6番人気）�� 4137（20番人気）
3連複票数 計 648621 的中 ��� 7411（16番人気）
3連単票数 計 843584 的中 ��� 2650（59番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．8―13．1―13．0―12．9―12．9―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．8―49．9―1：02．9―1：15．8―1：28．7―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．3
1
3
14，15（6，13，16）（1，7）（9，5）（2，3，12）11－（8，4）－10
14，15（6，16）（1，13，5）7（2，12）（11，9）3，4，10－8

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

勝馬の
紹 介

クリノアスコット �
�
父 トワイニング �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．10．29 京都3着

2015．3．26生 牝3黒鹿 母 ツルマルミホ 母母 ラ イ リ ス ト 8戦1勝 賞金 12，150，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピクシーピュール号

13002 4月21日 晴 良 （30京都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

713 ブライトエンパイア 牡3鹿 56 松山 弘平杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 438－ 21：26．5 3．2�
12 ダイメイギンガ 牝3栗 54 M．デムーロ宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 448－14 〃 ハナ 2．1�
36 レ イ デ マ ー 牡3黒鹿56 北村 友一戸佐 眞弓氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 476＋ 21：26．81� 21．0�
23 キタノナシラ �3鹿 56 国分 恭介北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 476－ 61：26．9	 23．9�
48 スマートアイビス 牡3黒鹿56 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 静内山田牧場 496－ 61：27．53	 8．6�
24 コンコルドコンドル 牡3鹿 56 C．ルメール 布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 500＋12 〃 クビ 6．6�
47 ハギノグランデ 牡3鹿 56 藤岡 康太日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B606－ 81：27．6� 66．0	
59 ブ ラ ス ト 牡3芦 56 松若 風馬槙 和美氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 528－ 41：28．02	 227．7

815 カワチノシャモ 牡3青鹿56 川島 信二木村 信彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 落合 一巳 448＋ 41：28．63	 198．3�
714 メイショウコウソク 牡3栗 56 高倉 稜松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 高岸 順一 464＋ 21：28．7	 455．9�
11 ヒルノオークランド 牡3鹿 56 四位 洋文ヒルノ 昆 貢 浦河 谷川牧場 486＋ 21：28．91 183．9�
816 マ ル ヨ カ ナ 牝3栗 54 幸 英明野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 478 ―1：29．0	 83．3�
611
 アメリカンドミンゴ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉澤 克己氏 今野 貞一 米 Queen Of The

Night Syndicate 398－121：29．31� 25．7�
510
 ラジオタイソウ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極冨士井直哉氏 森 秀行 米 Royal Oak
Farm, LLC 484± 01：29．83 51．1�

612 サンライズアイドル 牡3鹿 56
53 ▲西村 淳也松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 488 ―1：29．9	 147．5�

35 タガノメビウス 牡3黒鹿56 藤懸 貴志八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 440－ 6 〃 クビ 372．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，134，700円 複勝： 40，011，000円 枠連： 10，322，100円
馬連： 44，235，000円 馬単： 23，584，900円 ワイド： 30，411，700円
3連複： 63，568，000円 3連単： 82，461，200円 計： 319，728，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 420円 枠 連（1－7） 320円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 180円 �� 830円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 7，690円

票 数

単勝票数 計 251347 的中 � 62760（2番人気）
複勝票数 計 400110 的中 � 109836（2番人気）� 114526（1番人気）� 12469（7番人気）
枠連票数 計 103221 的中 （1－7） 24642（1番人気）
馬連票数 計 442350 的中 �� 108458（1番人気）
馬単票数 計 235849 的中 �� 23996（2番人気）
ワイド票数 計 304117 的中 �� 54560（1番人気）�� 7998（11番人気）�� 6183（13番人気）
3連複票数 計 635680 的中 ��� 23549（7番人気）
3連単票数 計 824612 的中 ��� 7773（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．1―47．5―1：00．3―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F39．0
3 ・（8，10）－15（11，13）（2，16）14（7，4）（6，3）－9－1－5＝12 4 8，10－（15，13）2，11，16（7，4）（6，14，3）9－1－5＝12

勝馬の
紹 介

ブライトエンパイア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．11．19 京都2着

2015．2．11生 牡3鹿 母 シャイニングピアス 母母 フォーシングビッド 8戦1勝 賞金 14，650，000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。
（非当選馬） 2頭 ジューンシェイカー号・トウケイゴコウ号

第３回 京都競馬 第１日



13003 4月21日 晴 良 （30京都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

24 トワイライトタイム 牡3青鹿56 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 462± 01：59．8 17．8�
47 クルスデルスール 牡3黒鹿56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 520－ 82：00．86 2．3�
35 メイケイフウジン 牡3芦 56

55 ☆荻野 極名古屋競馬� 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 558＋302：01．43� 16．0�
713 ヒ ダ ル マ 牡3鹿 56 岩田 康誠冨士井直哉氏 森 秀行 新冠 ハクツ牧場 454－ 6 〃 アタマ 16．6�
816 ヨキニハカラエ 牡3鹿 56 M．デムーロ �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 502＋ 42：01．5� 2．7�
510 ショウナンマリブ 牡3芦 56 松若 風馬国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 464－ 22：02．03 8．9	
612 アフラマズダー 牡3鹿 56 藤岡 康太田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 502± 02：02．42� 7．8

11 スリースプリング 牡3青鹿56 幸 英明永井商事� 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 452± 02：02．61� 69．5�
59 アマノブライアン 牡3鹿 56 �島 良太中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 568－ 42：03．66 464．8�
12 ラベンデュラン 牡3鹿 56 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 420－ 22：03．92 329．6
48 エンペラーズベスト 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム B480－ 22：04．32� 190．4�
23 ヤマニンフレッチェ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 486 ―2：04．83 239．7�
36 アッシュバーナム 牡3鹿 56 北村 友一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 522＋122：04．9クビ 332．3�
714 ヴィグランドユウキ 牡3鹿 56 国分 恭介大島 豊彦氏 服部 利之 新ひだか 山田牧場 492－ 82：05．0� 274．5�
611 テイエムカナロア 牡3黒鹿56 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 560＋ 22：06．17 156．5�
815 ベイビーシャンク 牡3鹿 56 荻野 琢真大塚Ry’sCLUB 今野 貞一 浦河 杵臼牧場 416－ 42：06．52� 496．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，638，300円 複勝： 32，363，900円 枠連： 9，583，700円
馬連： 44，427，300円 馬単： 23，636，900円 ワイド： 28，135，300円
3連複： 62，022，500円 3連単： 81，867，200円 計： 306，675，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 430円 � 130円 � 350円 枠 連（2－4） 2，210円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 810円 �� 2，820円 �� 880円

3 連 複 ��� 7，930円 3 連 単 ��� 67，370円

票 数

単勝票数 計 246383 的中 � 11048（7番人気）
複勝票数 計 323639 的中 � 14810（7番人気）� 92329（1番人気）� 19001（6番人気）
枠連票数 計 95837 的中 （2－4） 3356（10番人気）
馬連票数 計 444273 的中 �� 15133（9番人気）
馬単票数 計 236369 的中 �� 3215（22番人気）
ワイド票数 計 281353 的中 �� 9111（9番人気）�� 2458（23番人気）�� 8353（10番人気）
3連複票数 計 620225 的中 ��� 5865（26番人気）
3連単票数 計 818672 的中 ��� 881（176番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―12．2―13．1―12．9―12．4―12．5―12．6―12．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．1―30．3―43．4―56．3―1：08．7―1：21．2―1：33．8―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トワイライトタイム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2017．12．9 阪神7着

2015．3．31生 牡3青鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アッシュバーナム号・ヴィグランドユウキ号・テイエムカナロア号・ベイビーシャンク号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月21日まで平地競走に出走できない。

13004 4月21日 晴 良 （30京都3）第1日 第4競走 ��
��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

12 アンリミット 牝3青鹿54 C．ルメール 前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 466－ 81：21．2 3．1�
816� ラルムドランジュ 牝3青鹿54 川田 将雅�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-

stown Stud 410± 01：21．52 5．9�
47 リュニヴェール 牝3黒鹿54 田中 健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 446－ 2 〃 ハナ 32．2�
36 アプルーヴァル 牡3鹿 56 幸 英明近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 500－14 〃 ハナ 24．8�
715 ナンゴクアイネット 牝3鹿 54 M．デムーロ渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 452－ 41：21．6	 8．8�
24 ロンドンシーズン 牝3鹿 54 岩田 康誠下河辺隆行氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 434± 01：21．81
 2．0	
713 タガノライジン 牡3鹿 56 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456－101：21．9� 66．0

11 ナンヨーオートヌ 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也中村 德也氏 松田 国英 浦河 栄進牧場 484－ 61：22．11
 65．5�
611 ダ ー リ ン グ 牝3青鹿54 藤岡 佑介小林竜太郎氏 佐々木晶三 新冠 スカイビーチステーブル 474－ 61：22．31	 38．8�
612 タガノラヴリー 牝3栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 382－ 21：22．5� 511．3
48 マーティンルナ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 452± 0 〃 アタマ 560．7�
714 コパノロビンソン 牡3黒鹿56 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B432＋ 6 〃 クビ 437．5�
35 ドラゴンダナ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 474＋ 21：22．6	 433．5�
59 ニシノプログレス 牡3青 56 北村 友一西山 茂行氏 橋口 慎介 新冠 村上 欽哉 462＋ 41：22．7クビ 37．4�
510 アオイチャン 牝3鹿 54 国分 恭介内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 432－ 61：22．8	 381．8�
817 ミ ヤ ビ ラ ラ 牝3黒鹿54 小牧 太村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 434－161：22．9	 265．2�
818 サワヤカタイド 牡3青鹿56 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 438－ 6 〃 クビ 240．7�
23 カランドリエ 牝3青鹿 54

51 ▲富田 暁 �サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 366＋ 21：26．9大差 205．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，605，200円 複勝： 39，814，800円 枠連： 11，871，100円
馬連： 51，704，600円 馬単： 27，253，700円 ワイド： 36，993，800円
3連複： 74，422，800円 3連単： 96，584，000円 計： 374，250，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 170円 � 350円 枠 連（1－8） 750円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 370円 �� 960円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 12，230円

票 数

単勝票数 計 356052 的中 � 89561（2番人気）
複勝票数 計 398148 的中 � 87586（2番人気）� 65769（3番人気）� 21893（5番人気）
枠連票数 計 118711 的中 （1－8） 12252（3番人気）
馬連票数 計 517046 的中 �� 51210（3番人気）
馬単票数 計 272537 的中 �� 14876（4番人気）
ワイド票数 計 369938 的中 �� 28386（3番人気）�� 9496（9番人気）�� 6066（15番人気）
3連複票数 計 744228 的中 ��� 13662（10番人気）
3連単票数 計 965840 的中 ��� 5723（35番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―11．6―11．5―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．9―46．5―58．0―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンリミット �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．3．18 中京2着

2015．4．9生 牝3青鹿 母 リミッターブレイク 母母 トロフィーポイント 3戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カランドリエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月21日まで平地競走

に出走できない。



13005 4月21日 晴 良 （30京都3）第1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
1：43．9
1：43．9

良
良

715 インターセクション 牡3栗 56 松山 弘平ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 21：48．0 8．4�

714 ブレイニーラン 牡3鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－ 21：48．32 2．0�
612 メイショウキョウジ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 474－ 61：48．4クビ 4．1�
510 ロードヴォラーレ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 432－ 61：48．5� 11．1�
611 シンハラージャ 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444± 01：48．71� 7．6	
12 ブレークテーラー 牡3黒鹿56 国分 恭介中西 浩一氏 河内 洋 浦河 笠松牧場 422－121：48．8� 330．9

11 アイリッシュビート 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 谷川牧場 418＋ 41：49．11� 327．0�
48 トーセンフレール 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 420＋ 2 〃 クビ 46．4
816 ヒ ナ マ ツ リ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太西尾誠一郎氏 村山 明 日高 下河辺牧場 398－ 21：49．2� 615．5�
713 ダノンテアトロ 牡3鹿 56 幸 英明�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 474＋141：49．3クビ 22．2�
47 エイシンエポカル 牝3黒鹿54 藤岡 康太�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 八田ファーム 450± 01：49．4� 243．5�
818 アナザーパラダイス 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁吉田 晴哉氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 81：49．72 267．2�

35 シーシャンティ 牡3鹿 56 北村 友一谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490 ―1：49．8クビ 14．7�
36 ローズベスト 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 俊房氏 作田 誠二 新ひだか 小河 豊水 446± 01：50．54 573．4�
23 ガ ル ソ ン 牡3青鹿56 松若 風馬寺田 寿男氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 448－ 21：50．6� 217．4�
817 パーフェクトウェイ 牡3鹿 56 国分 優作堂守 貴志氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 508 ― 〃 ハナ 62．6�
59 ア エ ラ ス 牡3鹿 56 岩田 康誠久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 476－ 21：50．81� 83．3�
24 ライブリゴールド 牝3黒鹿54 四位 洋文加藤 哲郎氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 426± 01：51．01� 243．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，547，900円 複勝： 43，932，300円 枠連： 15，236，100円
馬連： 55，874，400円 馬単： 29，122，800円 ワイド： 37，817，500円
3連複： 77，072，900円 3連単： 100，064，100円 計： 393，668，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 150円 � 110円 � 120円 枠 連（7－7） 560円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 280円 �� 400円 �� 240円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 6，640円

票 数

単勝票数 計 345479 的中 � 32886（4番人気）
複勝票数 計 439323 的中 � 58566（3番人気）� 126755（1番人気）� 88766（2番人気）
枠連票数 計 152361 的中 （7－7） 20838（2番人気）
馬連票数 計 558744 的中 �� 62667（2番人気）
馬単票数 計 291228 的中 �� 11576（6番人気）
ワイド票数 計 378175 的中 �� 34298（2番人気）�� 21739（5番人気）�� 43249（1番人気）
3連複票数 計 770729 的中 ��� 61508（1番人気）
3連単票数 計1000641 的中 ��� 10915（15番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―12．3―12．4―12．1―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．6―47．9―1：00．3―1：12．4―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4F47．7―3F35．6
3 12，13，11（6，8）（10，18）（1，2）（14，15）16－（7，5）17，9，4－3 4 12（13，11）（6，8，10，18）（1，2）（14，15）16－（7，5）4－（9，17）3

勝馬の
紹 介

インターセクション �
�
父 Street Cry �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．11．3 京都10着

2015．4．12生 牡3栗 母 ヴァインストリート 母母 Wood Vine 5戦1勝 賞金 8，925，000円

13006 4月21日 晴 良 （30京都3）第1日 第6競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

815 メイショウミライ 牡3栗 56
53 ▲富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 478－ 81：12．1 3．4�

36 セパヌイール 牝3栗 54 松若 風馬レキップモンターニュ 松元 茂樹 新ひだか 藤巻 則弘 440－ 41：12．2� 21．3�
612 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470± 01：12．3クビ 19．6�
23 トラベリング 牡3栗 56 C．ルメール �グリーンファーム高橋 亮 千歳 社台ファーム 488＋ 21：12．4� 4．7�
713 スマートアルタイル 牡3栗 56 M．デムーロ大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 450± 01：12．5� 6．6�
11 クォーターバック 牡3黒鹿56 北村 友一新井 康司氏 安田 隆行 新冠 ヤマタケ牧場 450－101：12．6� 76．0	
59 ヌーディーカラー 牡3鹿 56 浜中 俊吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 468＋ 61：12．91� 3．6

816 ペ ガ ッ ソ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 津島 優治 470－ 41：13．0� 421．5�
510 ダンツチョイス 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 434－ 4 〃 クビ 341．6�
611	 カ ミ ノ コ 牡3青鹿56 岩田 康誠門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 454＋ 21：13．21 12．3
714 タガノプレトリア 牡3鹿 56 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 442－ 2 〃 クビ 12．2�
35 フランシスコダイゴ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 462－ 21：13．41
 45．0�
24 ニシノダンテ 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 482－ 8 〃 クビ 229．8�
12 ラ イ リ ー 牡3黒鹿56 国分 恭介古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 464－ 41：13．72 186．5�
48 ア プ ロ ー ズ 牝3鹿 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 444＋ 61：13．8クビ 191．6�
47 テ ィ カ ル 牡3鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 B506＋ 21：14．43� 105．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，724，700円 複勝： 52，489，900円 枠連： 16，930，900円
馬連： 67，337，900円 馬単： 27，945，000円 ワイド： 43，744，600円
3連複： 85，072，500円 3連単： 98，843，000円 計： 429，088，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 190円 � 520円 � 420円 枠 連（3－8） 3，880円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 8，970円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，370円 �� 3，810円

3 連 複 ��� 23，500円 3 連 単 ��� 98，570円

票 数

単勝票数 計 367247 的中 � 86128（1番人気）
複勝票数 計 524899 的中 � 89615（2番人気）� 22726（8番人気）� 29929（7番人気）
枠連票数 計 169309 的中 （3－8） 3376（12番人気）
馬連票数 計 673379 的中 �� 9084（23番人気）
馬単票数 計 279450 的中 �� 2336（36番人気）
ワイド票数 計 437446 的中 �� 6611（21番人気）�� 8376（19番人気）�� 2900（31番人気）
3連複票数 計 850725 的中 ��� 2715（59番人気）
3連単票数 計 988430 的中 ��� 727（294番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．8―12．2―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．7―47．9―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウミライ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2017．10．28 京都8着

2015．4．28生 牡3栗 母 メイショウヒミコ 母母 サルガソシー 5戦2勝 賞金 15，500，000円
〔発走状況〕 ダンツチョイス号は，発走地点で蹄鉄検査。発走時刻3分遅延。
※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） 7頭 イイコトズクシ号・エナジーピエトラ号・スーサンドン号・マコトモンジョワ号・メイショウルクール号・

ヤマニンレジスタ号・ラフィングマッチ号



13007 4月21日 晴 良 （30京都3）第1日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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 925，000
925，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

59 ダノンディーヴァ 牝4黒鹿55 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 458－ 21：33．8 6．4�
510� トリリオネア 牡4鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 武 幸四郎 英 Darley 456＋ 61：34．01	 9．6�
12 ラ グ ナ グ 牝5栗 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 484＋ 41：34．1
 16．3�
611� ゴールドハット 牡4黒鹿57 川田 将雅合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 412－ 2 〃 アタマ 2．6�

612� ディープスピリッツ 牡4鹿 57 酒井 学菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 468＋12 〃 同着 299．8�
817 ルタンデュボヌール 牡4黒鹿57 藤岡 康太 	サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B484＋14 〃 クビ 30．5

47 ダイシンカレラ 牡6黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 488－ 41：34．2� 170．4�
816 ア ン セ ム 牡4鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：34．3クビ 4．4�
36 レッドコルディス 牝4黒鹿 55

54 ☆荻野 極 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 476－ 61：34．4
 32．0
23 トーアライジン 牡5芦 57

56 ☆小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 492＋ 61：34．5
 207．0�
713 プ ロ キ シ マ 牝4青 55 北村 友一�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 クビ 26．1�
48 ファンタサイズ 牡5鹿 57 松若 風馬 	社台レースホース高柳 大輔 千歳 社台ファーム 438－ 21：34．71	 172．8�
35 コパノピエール 牡4鹿 57 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B484＋ 2 〃 ハナ 12．2�
24 シンシアズブレス 牝5黒鹿55 浜中 俊 	シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 クビ 32．4�
11 ディヴァインハイツ 牝4鹿 55 松山 弘平 	社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 470－ 21：34．8
 12．5�
714 スズカチャレンジ 牡4鹿 57

54 ▲富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 476－101：35．12 476．7�
815 アンジュシャルマン 牝4鹿 55 幸 英明 	キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：37．5大差 117．0�
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売 得 金
単勝： 39，211，700円 複勝： 52，288，800円 枠連： 18，722，600円
馬連： 73，628，000円 馬単： 30，572，200円 ワイド： 50，077，100円
3連複： 93，955，300円 3連単： 109，466，200円 計： 467，921，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 230円 � 250円 � 470円 枠 連（5－5） 3，330円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，650円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 15，770円 3 連 単 ��� 71，490円

票 数

単勝票数 計 392117 的中 � 48277（3番人気）
複勝票数 計 522888 的中 � 63545（3番人気）� 56604（4番人気）� 25545（7番人気）
枠連票数 計 187226 的中 （5－5） 4355（12番人気）
馬連票数 計 736280 的中 �� 20364（8番人気）
馬単票数 計 305722 的中 �� 3841（18番人気）
ワイド票数 計 500771 的中 �� 13304（8番人気）�� 7796（16番人気）�� 4858（30番人気）
3連複票数 計 939553 的中 ��� 4467（50番人気）
3連単票数 計1094662 的中 ��� 1110（211番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．6―47．4―58．9―1：10．2―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンディーヴァ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．10 京都3着

2014．5．15生 牝4黒鹿 母 ダノンプリマドンナ 母母 ゴーカロライナ 16戦2勝 賞金 27，798，000円

13008 4月21日 晴 良 （30京都3）第1日 第8競走 ��
��2，400�あ ず さ 賞

発走13時55分（番組第9競走を順序変更） （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

44 アルムフォルツァ 牡3黒鹿56 浜中 俊﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450＋ 22：24．9 3．1�

33 トーセンアイトーン 牡3黒鹿56 C．ルメール 島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 446＋ 82：25．11� 3．8�
55 ジ ェ シ ー 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 474－ 22：25．2� 2．2�
66 メイショウロセツ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 484－ 82：25．73 13．1�
22 マサハヤニース 牡3鹿 56 松山 弘平中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 456－ 22：26．76 25．4	
11 オーデットエール 牡3鹿 56 M．デムーロ中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 470－102：34．9大差 8．1


（6頭）

売 得 金
単勝： 38，244，700円 複勝： 32，122，600円 枠連： 発売なし
馬連： 47，675，700円 馬単： 31，453，300円 ワイド： 24，299，700円
3連複： 55，905，000円 3連単： 163，638，900円 計： 393，339，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 240円 �� 160円 �� 170円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 3，400円

票 数

単勝票数 計 382447 的中 � 96808（2番人気）
複勝票数 計 321226 的中 � 71142（2番人気）� 69574（3番人気）
馬連票数 計 476757 的中 �� 42965（3番人気）
馬単票数 計 314533 的中 �� 14669（7番人気）
ワイド票数 計 242997 的中 �� 21983（4番人気）�� 42697（1番人気）�� 36643（2番人気）
3連複票数 計 559050 的中 ��� 121541（1番人気）
3連単票数 計1636389 的中 ��� 34854（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．6―12．7―12．4―12．1―12．4―12．3―11．8―11．5―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．0―35．6―48．3―1：00．7―1：12．8―1：25．2―1：37．5―1：49．3―2：00．8―2：12．7

コーナー
通過順位

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

2
4
5－（2，6）（1，3）4
5－（2，6，4）3－1

勝馬の
紹 介

アルムフォルツァ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2017．9．24 阪神2着

2015．3．26生 牡3黒鹿 母 タガノスティード 母母 セプテンバーソング 4戦2勝 賞金 17，947，000円
〔調教再審査〕 オーデットエール号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 オーデットエール号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



13009 4月21日 晴 良 （30京都3）第1日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （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

59 キョウワエステル 牝5鹿 55 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 480＋161：13．1 6．8�
611 パワフルヒロコ 牝4黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 446＋ 2 〃 クビ 3．2�
612 ラタンドレス 牝5鹿 55 岩田 康誠 �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 岡田スタツド 480＋ 61：13．31� 4．0�
36 ウインクルチェリー 牝4鹿 55 松若 風馬塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 502＋141：13．72� 19．7�
12 � メイショウヒボタン 牝4栗 55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 454± 0 〃 ハナ 13．9	
35 メイショウカズヒメ 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 480＋ 3 〃 ハナ 102．8

713 ビービーバーレスク 牝4鹿 55 四位 洋文�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 500＋ 81：14．12� 16．0�
816 メモリーフェーブル 牝4栗 55 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 大北牧場 448－ 21：14．41	 37．2�
510 ウィッシュノート 牝4黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B430± 0 〃 アタマ 33．0
11 フォーチュンキセキ 牝4鹿 55 小牧 太山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 456± 01：14．5クビ 61．0�
24 � エーデルワイス 牝4栗 55 藤岡 康太河原 義宏氏 斉藤 崇史 浦河 桑田フアーム 480－121：14．6	 5．7�
23 � ニホンピロハニー 牝4栗 55 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 448± 0 〃 クビ 262．8�
47 オ ル ノ ス 牝5芦 55

52 ▲西村 淳也武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 B462＋ 61：14．7クビ 23．1�
48 � ケアリイカイ 牝4鹿 55 国分 恭介守内ひろ子氏 服部 利之 新冠 高瀬牧場 440± 01：14．8� 57．3�
815 タキオンレディー 牝6栗 55 松山 弘平�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 470＋ 81：15．33 27．0�
714� リッカークイーン 牝5黒鹿55 高倉 稜立花 幸雄氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 434± 01：17．3大差 217．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，799，600円 複勝： 38，434，900円 枠連： 21，330，300円
馬連： 70，852，000円 馬単： 31，126，000円 ワイド： 43，092，200円
3連複： 96，697，400円 3連単： 117，045，100円 計： 448，377，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 130円 � 140円 枠 連（5－6） 570円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 460円 �� 530円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 9，830円

票 数

単勝票数 計 297996 的中 � 34932（4番人気）
複勝票数 計 384349 的中 � 46625（3番人気）� 83434（1番人気）� 75133（2番人気）
枠連票数 計 213303 的中 （5－6） 28887（2番人気）
馬連票数 計 708520 的中 �� 47489（2番人気）
馬単票数 計 311260 的中 �� 8951（5番人気）
ワイド票数 計 430922 的中 �� 22895（2番人気）�� 19154（4番人気）�� 49288（1番人気）
3連複票数 計 966974 的中 ��� 47765（1番人気）
3連単票数 計1170451 的中 ��� 8632（9番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―12．2―12．4―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワエステル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2016．2．27 阪神4着

2013．4．14生 牝5鹿 母 キョウワモンロー 母母 プティットイル 15戦3勝 賞金 25，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカークイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月21日まで平地競
走に出走できない。

13010 4月21日 晴 良 （30京都3）第1日 第10競走 ��
��1，600�

ろ く は ら

六 波 羅 特 別
発走15時00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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

810 ワンダープチュック 牡4黒鹿57 幸 英明山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 498－ 41：34．4 5．6�
55 ビーカーリー 牝4黒鹿55 松若 風馬馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 B448＋ 21：34．71� 35．2�
22 サウンドバーニング 牡6鹿 57 北村 友一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 422－ 2 〃 アタマ 15．7�
79 エルビッシュ 牝5黒鹿55 川田 将雅吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 アタマ 2．4�
67 サウンドアプローズ 牡6黒鹿57 浜中 俊増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 478－ 41：34．91	 46．9�
33 ヴ ェ ゼ ー ル 牡5栗 57 国分 恭介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 558＋ 21：35．0
 20．1�
44 テ ラ ノ ヴ ァ 牝5芦 55 C．ルメール 	社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 ハナ 2．8

78 アフターミー 牡5鹿 57 藤岡 康太下河�美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 436＋ 41：35．1� 244．9�
811 ピースマインド 牡5鹿 57 小林 徹弥小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B452＋ 41：35．52
 7．5
11 タッチシタイ 牡8栗 57 松山 弘平小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 492＋ 21：35．92
 236．5�
66 � キングカーティス 牡6鹿 57 小崎 綾也 �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 458＋ 21：36．21
 108．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 39，804，400円 複勝： 47，781，200円 枠連： 18，409，900円
馬連： 93，846，200円 馬単： 47，835，400円 ワイド： 45，794，700円
3連複： 119，615，400円 3連単： 219，663，500円 計： 632，750，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 720円 � 350円 枠 連（5－8） 6，150円

馬 連 �� 11，980円 馬 単 �� 16，760円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 880円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 29，510円 3 連 単 ��� 177，740円

票 数

単勝票数 計 398044 的中 � 56813（3番人気）
複勝票数 計 477812 的中 � 67846（3番人気）� 14824（7番人気）� 34499（5番人気）
枠連票数 計 184099 的中 （5－8） 2318（16番人気）
馬連票数 計 938462 的中 �� 6071（21番人気）
馬単票数 計 478354 的中 �� 2140（39番人気）
ワイド票数 計 457947 的中 �� 4385（20番人気）�� 14035（10番人気）�� 3098（27番人気）
3連複票数 計1196154 的中 ��� 3040（49番人気）
3連単票数 計2196635 的中 ��� 896（265番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．3―12．2―11．4―11．3―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．4―48．6―1：00．0―1：11．3―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．4
3 ・（2，3，11）6（1，4，9，10）（5，7）－8 4 ・（2，3，11）（4，10）（1，6，9，7）5－8

勝馬の
紹 介

ワンダープチュック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．9．18 阪神1着

2014．4．12生 牡4黒鹿 母 ウイングドキャット 母母 Winglet 15戦3勝 賞金 56，503，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 エルビッシュ号は，枠内駐立不良〔突進〕。



13011 4月21日 晴 良 （30京都3）第1日 第11競走 ��
��1，200�

ひ こ ね

彦根ステークス
発走15時35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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

510 ナガラフラワー 牝6鹿 55 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 470＋ 41：07．9 9．1�
36 ナンヨーアミーコ 牡5栗 57 岩田 康誠中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 432－ 8 〃 クビ 7．7�
611 ラヴィングアンサー 牡4鹿 57 北村 友一江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 486－101：08．0� 6．0�
47 ハ ウ メ ア 牝4栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 ハナ 3．4�
817 スノーエンジェル 牝6芦 55 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 24．6�
816 アドマイヤナイト 牝6栗 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 442－ 21：08．21	 24．1	
715 ネオスターダム 牡6黒鹿57 小崎 綾也一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492－ 61：08．41 98．1

11 スカイパッション 牝6栗 55 松若 風馬小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 464－ 61：08．5
 49．0�
12 ニシオボヌール �6黒鹿57 太宰 啓介西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 490± 0 〃 クビ 16．7�
23 � クリノハッチャン 牝7鹿 55 国分 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 464＋ 21：08．6クビ 241．7
48 � スズカアーサー 牡9鹿 57 川須 栄彦永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 498＋ 21：08．7� 306．1�
24 オーヴィレール 牝5芦 55 川田 将雅下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 478± 0 〃 クビ 4．2�
714 ト シ ザ キ ミ 牝7鹿 55 酒井 学上村 利幸氏 島 一歩 浦河 浦河小林牧場 488＋ 61：08．8� 270．9�
713 テイエムゲッタドン �7栗 57 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B518－ 2 〃 ハナ 182．9�
59 レッドリーガル 牡6鹿 57 松山 弘平 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B498＋ 2 〃 クビ 21．5�
612 メイショウブイダン 牡7鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 B470＋ 61：09．01	 364．4�
35 スマートグレイス 牝6栗 55 浜中 俊大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 482＋ 21：09．31
 12．4�
818 メイショウスイヅキ 牝5鹿 55 四位 洋文松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 460－ 41：09．51 342．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 68，881，700円 複勝： 97，863，500円 枠連： 54，453，100円
馬連： 244，342，200円 馬単： 94，139，800円 ワイド： 115，226，200円
3連複： 346，687，600円 3連単： 456，926，200円 計： 1，478，520，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 270円 � 240円 � 250円 枠 連（3－5） 1，350円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 7，890円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，190円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 8，390円 3 連 単 ��� 53，080円

票 数

単勝票数 計 688817 的中 � 60225（5番人気）
複勝票数 計 978635 的中 � 91377（5番人気）� 111270（3番人気）� 101322（4番人気）
枠連票数 計 544531 的中 （3－5） 31155（4番人気）
馬連票数 計2443422 的中 �� 51181（14番人気）
馬単票数 計 941398 的中 �� 8942（34番人気）
ワイド票数 計1152262 的中 �� 26882（11番人気）�� 24727（13番人気）�� 26238（12番人気）
3連複票数 計3466876 的中 ��� 30985（26番人気）
3連単票数 計4569262 的中 ��� 6240（177番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―10．7―11．1―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―33．7―44．8―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．2
3 5－（2，17）7（4，12）（8，13）（10，11，16）14，3，9（6，15）（1，18） 4 5－2，17，7（4，12）8（10，13）11，16（3，14）（6，9，15）（1，18）

勝馬の
紹 介

ナガラフラワー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2014．12．14 阪神1着

2012．3．27生 牝6鹿 母 ガリカローズ 母母 カイロローズ 23戦4勝 賞金 82，168，000円
〔制裁〕 ナガラフラワー号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・12

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エリシェヴァ号・ダイトウキョウ号・ダイメイプリンセス号・ティーエスネオ号・ネオフレグランス号

13012 4月21日 晴 良 （30京都3）第1日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ゼンノワスレガタミ 牡4鹿 57 藤岡 佑介大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 B468＋ 21：52．8 5．9�
24 タ イ ユ ー ル 牡6芦 57 M．デムーロ前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B502－ 41：53．01� 5．5�
35 タスクフォース 牡4鹿 57 北村 友一窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 550＋ 81：53．21� 12．4�
48 ドライバーズハイ 牡5鹿 57 岩田 康誠藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 448－101：53．3� 5．9�
47 オ ク ラ ホ マ 牡4栗 57 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 508－ 41：53．4クビ 2．8�
714	 キーアシスト 牡7鹿 57

54 ▲西村 淳也北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 502－ 21：53．61
 261．9�
510 ロバストミノル 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 492＋ 41：54．13 235．8	
815 ストロベリーキング �7黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 466－ 8 〃 クビ 127．8

12 ホ ノ ル ア 牡4黒鹿57 幸 英明守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 474＋ 61：54．2クビ 136．6�
36 スランジバール 牡9鹿 57

54 ▲富田 暁�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 472－16 〃 クビ 209．5
816	 メイショウタカトラ 牡4黒鹿57 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484－ 41：54．3クビ 18．0�
59 ノーブルサンズ 牝5栗 55

54 ☆荻野 極吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー
クスタツド 448－ 4 〃 クビ 59．4�

611 ヒ ダ ロ マ ン 牝5黒鹿 55
54 ☆小崎 綾也日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 496－121：54．4クビ 55．7�

713 アイアンテーラー 牝4栗 55 松山 弘平中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 464－121：54．71� 15．5�
612 トゥールエッフェル 牝5芦 55 藤岡 康太 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 538－ 21：55．76 54．2�
23 タガノアスワド 牝4黒鹿55 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498－ 41：56．01� 10．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，225，200円 複勝： 62，115，300円 枠連： 32，284，200円
馬連： 114，972，500円 馬単： 45，490，700円 ワイド： 68，245，200円
3連複： 154，660，500円 3連単： 205，024，500円 計： 731，018，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 200円 � 290円 枠 連（1－2） 1，000円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，030円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 24，370円

票 数

単勝票数 計 482252 的中 � 64358（4番人気）
複勝票数 計 621153 的中 � 95061（2番人気）� 84846（3番人気）� 47856（5番人気）
枠連票数 計 322842 的中 （1－2） 25019（3番人気）
馬連票数 計1149725 的中 �� 56547（5番人気）
馬単票数 計 454907 的中 �� 11342（8番人気）
ワイド票数 計 682452 的中 �� 26444（6番人気）�� 16894（11番人気）�� 14241（14番人気）
3連複票数 計1546605 的中 ��� 21702（19番人気）
3連単票数 計2050245 的中 ��� 6099（66番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．4―12．6―12．7―13．0―13．1―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―35．6―48．2―1：00．9―1：13．9―1：27．0―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼンノワスレガタミ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．23 阪神5着

2014．1．26生 牡4鹿 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド 10戦3勝 賞金 36，992，000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 イイコトバカリ号・サンライズレーヴ号・マイネルボルソー号



（30京都3）第1日 4月21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 184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
厩務員出走奨励金

192，140，000円
16，760，000円
1，120，000円
19，900，000円
73，946，500円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
442，230，800円
582，064，000円
221，090，400円
951，313，200円
435，731，000円
555，727，300円
1，294，542，000円
1，815，942，300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 6，298，641，000円

総入場人員 15，882名 （有料入場人員 15，048名）
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