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13001 4月20日 晴 良 （31京都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

12 ノ ー チ ラ ス 牝3栗 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 454－ 21：54．4 7．4�
47 セブンティサン 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 414－ 21：54．61� 11．0�
612 ルプレジール 牝3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 21：54．91� 2．8�
11 ハートウォーミング 牝3青鹿54 浜中 俊ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 41：55．21� 6．2�
713 ハッピーアモーレ 牝3芦 54 北村 友一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 522－ 4 〃 クビ 14．9	
59 ダイヤーズブルーム 牝3鹿 54 松山 弘平吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム B472－ 21：55．3クビ 22．4

510 ベルヴィンカ 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来 �シルクレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 478 ―1：55．93� 67．3�
24 クリノクルミチャン 牝3芦 54 川須 栄彦栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 472＋ 2 〃 クビ 211．9�
23 パ ル メ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 432－ 21：56．43 22．1
611 イ ル マ タ ル 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 同着 22．8�
35 タガノハツコイ 牝3栗 54 福永 祐一八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 2 〃 クビ 4．6�
36 ビ デ ィ ー 牝3黒鹿54 国分 恭介橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 416＋ 21：57．14 294．7�
816 グレースゼット 牝3芦 54 幸 英明�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 510 ―1：57．2� 21．4�
714 ゴールドメファ 牝3栗 54 小牧 太手嶋 美季氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B474＋201：57．41� 141．6�
48 ウォーターヴィラ 牝3芦 54 田中 健窪田 康志氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：57．5� 326．7�
815 ミキノモンテカルロ 牝3鹿 54 古川 吉洋谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 468－ 21：58．24 47．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，955，100円 複勝： 51，395，100円 枠連： 13，595，900円
馬連： 54，046，200円 馬単： 26，363，300円 ワイド： 43，771，900円
3連複： 83，588，200円 3連単： 92，788，500円 計： 394，504，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 270円 � 280円 � 140円 枠 連（1－4） 1，850円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 8，970円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 630円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 42，980円

票 数

単勝票数 計 289551 的中 � 31106（4番人気）
複勝票数 計 513951 的中 � 41389（4番人気）� 39426（5番人気）� 123883（1番人気）
枠連票数 計 135959 的中 （1－4） 5694（6番人気）
馬連票数 計 540462 的中 �� 8486（18番人気）
馬単票数 計 263633 的中 �� 2203（32番人気）
ワイド票数 計 437719 的中 �� 7617（17番人気）�� 18162（6番人気）�� 18785（4番人気）
3連複票数 計 835882 的中 ��� 13589（14番人気）
3連単票数 計 927885 的中 ��� 1565（134番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―13．2―13．0―12．8―12．2―12．7―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―37．1―50．1―1：02．9―1：15．1―1：27．8―1：40．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ノ ー チ ラ ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2019．3．24 中京6着

2016．3．17生 牝3栗 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 2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。
※ミキノモンテカルロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13002 4月20日 晴 良 （31京都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
1：20．3

重
不良

35 アイメイドイット 牝3栗 54 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 21：25．8 8．3�
（独）

23 フォリオール 牡3栗 56 岩田 康誠程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B528－ 21：25．9� 1．7�
11 ワンダークラッシー 牡3鹿 56 川須 栄彦山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 460－181：26．53� 21．0�
12 ヘニーオーザ 牡3鹿 56 藤井勘一郎西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 530－ 2 〃 クビ 4．8�
36 ジュゼッペレオ 牡3栗 56 藤岡 康太石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 462＋ 81：26．92� 222．4�
713 ウェイクール 牡3鹿 56 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 日高 山際 辰夫 522－ 81：27．32� 93．9	
612 スズカシニック 牡3鹿 56 義 英真永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 真壁 信一 470－16 〃 クビ 28．1

510 モ ツ 牝3黒鹿54 岩崎 翼山下 良子氏 石橋 守 浦河 辻 牧場 454＋ 41：27．93� 257．2�
816 ノーブルクロノス 牡3栗 56 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 532 ―1：28．11� 24．3�
47 ヨ イ タ ビ ヲ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 486 ―1：28．2� 89．2
815 ジャングルランブル 牡3鹿 56 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新ひだか 田中 裕之 482－141：28．52 16．6�
611 ゼットセントラル 	3黒鹿56 藤懸 貴志高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 488 ― 〃 ハナ 34．0�
714 ブルベアベージュ 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来 �ブルアンドベア 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 478＋ 8 〃 アタマ 167．4�
59 エーティーキンセイ 牡3鹿 56 高倉 稜荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新冠 川島牧場 478－161：28．7� 68．6�
24 エールジョリー 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新佐伯由加理氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 432－101：29．12� 255．6�
48 ルバクオーリ 牡3青鹿56 福永 祐一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：29．63 11．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，053，000円 複勝： 79，166，200円 枠連： 12，281，100円
馬連： 43，806，800円 馬単： 28，500，900円 ワイド： 35，045，100円
3連複： 64，448，600円 3連単： 96，465，200円 計： 384，766，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 180円 � 110円 � 400円 枠 連（2－3） 560円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，070円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 27，490円

票 数

単勝票数 計 250530 的中 � 23868（3番人気）
複勝票数 計 791662 的中 � 49634（3番人気）� 530721（1番人気）� 15907（6番人気）
枠連票数 計 122811 的中 （2－3） 16808（2番人気）
馬連票数 計 438068 的中 �� 63265（2番人気）
馬単票数 計 285009 的中 �� 10878（6番人気）
ワイド票数 計 350451 的中 �� 41215（2番人気）�� 3821（20番人気）�� 10414（8番人気）
3連複票数 計 644486 的中 ��� 12092（10番人気）
3連単票数 計 964652 的中 ��� 2544（74番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイメイドイット �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2018．8．25 札幌5着

2016．6．9生 牝3栗 母 スーパーウーマン 母母 アロングフローラ 8戦1勝 賞金 8，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 ルバクオーリ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月20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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キュロン号
（非抽選馬） 2頭 アラブルテーラー号・サウンドサムデイ号
※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。

第３回 京都競馬 第１日



13003 4月20日 晴 良 （31京都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

612 ヒュミドール 牡3鹿 56 池添 謙一�サンライズ 武 幸四郎 浦河 宮内牧場 476－ 22：02．3 47．5�
714 タカノアンジェラス 牡3青鹿56 古川 吉洋山口多賀司氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 B460± 02：02．51� 4．4�
23 エイシンゴエモン 牡3栗 56 和田 竜二�栄進堂 安田 翔伍 浦河 栄進牧場 492＋ 42：02．6� 6．5�
24 デルマシャンティ 牡3芦 56 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 518± 0 〃 アタマ 4．9�
35 レイジングブレイズ 牡3栗 56 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 4 〃 ハナ 14．1	
48 アマリリステソーロ 牝3青 54 義 英真了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 428＋ 22：02．91� 27．0

816 ル ノ ワ ー ル 牡3栗 56 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 岡田牧場 494－ 8 〃 クビ 3．5�
47 ザプリオレス 牡3鹿 56 福永 祐一村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 508＋ 42：03．0クビ 6．0�
11 サンライズエール 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 464＋ 22：03．21� 54．0
611 ダンツアタッカー 牡3鹿 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 様似 富田 恭司 482－162：03．62� 61．3�
815 リーガルマインド 牡3鹿 56 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 470＋ 22：03．92 25．9�
59 ケントホープ 牡3鹿 56 国分 優作田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 山野牧場 468－ 22：04．85 181．8�
36 ブルーリップグロス 牝3青鹿54 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新冠 村上 進治 492－ 62：05．11� 241．5�
510 オウケンシャトル 牡3黒鹿56 藤井勘一郎福井 明氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 534 ― 〃 クビ 86．5�
12 オルクドール 牝3鹿 54 小牧 太山本 英俊氏 武 幸四郎 日高 下河辺牧場 426－10 〃 ハナ 258．1�
713 リトルフォレスト 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心小林 善一氏 武 英智 千歳 社台ファーム 472－ 42：07．9大差 276．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，328，000円 複勝： 38，387，300円 枠連： 13，401，400円
馬連： 43，871，800円 馬単： 21，456，900円 ワイド： 34，723，500円
3連複： 63，933，100円 3連単： 75，704，200円 計： 316，806，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，750円 複 勝 � 1，130円 � 190円 � 220円 枠 連（6－7） 7，020円

馬 連 �� 14，760円 馬 単 �� 43，960円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 4，430円 �� 660円

3 連 複 ��� 26，800円 3 連 単 ��� 277，190円

票 数

単勝票数 計 253280 的中 � 4263（9番人気）
複勝票数 計 383873 的中 � 6757（10番人気）� 60391（3番人気）� 49243（4番人気）
枠連票数 計 134014 的中 （6－7） 1479（18番人気）
馬連票数 計 438718 的中 �� 2303（32番人気）
馬単票数 計 214569 的中 �� 366（80番人気）
ワイド票数 計 347235 的中 �� 2142（33番人気）�� 1948（37番人気）�� 14368（9番人気）
3連複票数 計 639331 的中 ��� 1789（67番人気）
3連単票数 計 757042 的中 ��� 198（558番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．5―13．1―13．8―13．4―12．7―13．0―13．1―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．4―29．9―43．0―56．8―1：10．2―1：22．9―1：35．9―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．4
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒュミドール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2019．1．13 京都12着

2016．3．26生 牡3鹿 母 アヴェクトワ 母母 キストゥヘヴン 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リトルフォレスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月20日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ケントホープ号・ダンツアタッカー号・リトルフォレスト号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年

6月20日まで平地競走に出走できない。

13004 4月20日 晴 良 （31京都3）第1日 第4競走 ��1，600�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
1：33．0
1：30．7

良
良

816 ボ マ イ ェ 牡3鹿 56 福永 祐一 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 516＋ 41：34．4 2．5�

23 スリーカナロアー 牡3鹿 56 和田 竜二永井商事� 南井 克巳 平取 二風谷ファーム 510± 0 〃 クビ 1．9�
35 ティーフルムーン 牝3鹿 54 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 422± 01：35．03� 21．3�
36 モズコールズ 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新冠 三村 卓也 402＋ 21：35．42� 87．6�
24 ステップシー 牝3鹿 54 松山 弘平本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 434－101：35．5クビ 89．4�
11 ノーリミッツ 牡3黒鹿56 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 436＋ 41：35．81� 39．6	
47 ム ギ 牝3鹿 54 岩崎 翼山下 良子氏 橋田 満 新冠 村上 欽哉 414－ 8 〃 クビ 259．9

713 オメガダヴィンチ 牡3栗 56 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 21：35．9クビ 9．4�
714 スマートフェイス 牝3鹿 54 藤岡 康太間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 408－12 〃 クビ 156．0�
715 オールドボンバー 牡3栗 56 中谷 雄太リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 桜井牧場 476± 01：36．0� 455．6�
611 ボ ン ベ ー ル 牡3鹿 56 幸 英明木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 458± 01：36．21� 92．0�
510 タイヨウノコマチ 牝3鹿 54 太宰 啓介吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 434－ 81：36．3� 48．4�
612 テイエムブランコ 牡3栗 56 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 512± 0 〃 ハナ 74．3�
817 ラディアントパレス 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来 サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 416－121：36．83 48．9�
59 サイモンシャルール 牝3青鹿54 小牧 太澤田 昭紀氏 笹田 和秀 浦河 秋場牧場 440－ 81：37．11� 218．0�
818 ハートスナッチャー 牡3栗 56 北村 友一 シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540＋ 41：37．73� 24．6�
12 オ イ デ 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心杉澤 光雄氏 武 英智 日高 大江牧場 428－ 21：37．91� 335．3�
48 テイエムウンマカ 牝3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 440－ 41：38．32� 94．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，050，400円 複勝： 45，314，000円 枠連： 14，390，200円
馬連： 47，573，700円 馬単： 30，170，500円 ワイド： 37，721，100円
3連複： 71，599，800円 3連単： 113，530，000円 計： 389，349，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（2－8） 180円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 130円 �� 650円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 3，920円

票 数

単勝票数 計 290504 的中 � 90706（2番人気）
複勝票数 計 453140 的中 � 121924（2番人気）� 177169（1番人気）� 23741（4番人気）
枠連票数 計 143902 的中 （2－8） 60628（1番人気）
馬連票数 計 475737 的中 �� 194983（1番人気）
馬単票数 計 301705 的中 �� 46574（2番人気）
ワイド票数 計 377211 的中 �� 105690（1番人気）�� 11043（7番人気）�� 14897（4番人気）
3連複票数 計 715998 的中 ��� 47883（3番人気）
3連単票数 計1135300 的中 ��� 20952（9番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．6―12．2―12．1―11．8―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．2―34．8―47．0―59．1―1：10．9―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボ マ イ ェ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Distant View デビュー 2019．2．11 東京2着

2016．4．11生 牡3鹿 母 ランウェイスナップ 母母 クリアーパス 5戦1勝 賞金 11，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 オイデ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月20日まで平地競走に出走できない。



13005 4月20日 晴 良 （31京都3）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20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

612 ラクローチェ 牡3鹿 56 幸 英明畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 458 ―2：00．6 2．8�
818 クラヴィーア 牝3栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 22：01．23� 10．0�
816 フェータルイヴ 牝3黒鹿54 藤岡 康太兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 418＋10 〃 ハナ 21．9�
35 レッドレイル 牡3黒鹿56 北村 友一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452＋ 42：01．3� 13．2�
713 ア モ ロ ー サ 牝3栗 54 荻野 琢真�Horse Net 寺島 良 日高 スマイルファーム 438－202：01．4� 98．3�
48 レシプロケイト 牡3栗 56 松山 弘平ゴドルフィン 	島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516± 0 〃 クビ 4．6	
611 ブラックアイドタフ 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新前田 幸治氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458－ 42：01．71� 18．6

36 ナムラテンゲル 牝3栗 54 和田 竜二奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 478 ―2：01．8クビ 78．2�
23 バリエンテドンナ 牝3鹿 54 松若 風馬佐藤 理氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 492－ 22：02．22� 24．5�
714 ダイシンラッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩田 望来大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 404－202：02．3� 222．4
47 マテラブレス 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 村下 明博 490± 02：02．83 220．1�
59 フ ク ヒ コ 牡3青鹿56 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 上山牧場 460± 0 〃 ハナ 189．9�
510 ア サ ケ ボ ス 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田ファーム 452－ 82：03．33 445．2�
11 バラーディスト 牝3黒鹿54 武 豊 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－ 22：03．51� 17．8�
817 オ ニ ー ル 牝3栗 54 藤井勘一郎北畑 忍氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 426－ 42：04．13� 124．8�
12 マイネルリャードフ 牡3栗 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 2 〃 ハナ 30．6�
24 アヴァターラ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 42：04．31
 6．1�
（独）

715� ドリームライクエマ 牝3栗 54 藤岡 佑介ニューワールドレー
シング� 矢作 芳人 愛 Nausicaa

Syndicate 404 ―2：07．4大差 13．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，175，800円 複勝： 45，570，400円 枠連： 15，695，200円
馬連： 57，650，400円 馬単： 26，666，400円 ワイド： 45，657，200円
3連複： 82，655，100円 3連単： 89，832，100円 計： 397，902，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 260円 � 370円 枠 連（6－8） 880円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，230円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 26，560円

票 数

単勝票数 計 341758 的中 � 94791（1番人気）
複勝票数 計 455704 的中 � 103627（1番人気）� 41387（4番人気）� 25543（7番人気）
枠連票数 計 156952 的中 （6－8） 13792（2番人気）
馬連票数 計 576504 的中 �� 25567（4番人気）
馬単票数 計 266664 的中 �� 7435（4番人気）
ワイド票数 計 456572 的中 �� 16836（4番人気）�� 9456（13番人気）�� 7495（18番人気）
3連複票数 計 826551 的中 ��� 8772（16番人気）
3連単票数 計 898321 的中 ��� 2452（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．8―48．3―1：00．7―1：12．9―1：24．9―1：36．8―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7
1
3

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

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

ラクローチェ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2016．5．3生 牡3鹿 母 ウインデンファーレ 母母 リーガルジョイ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ドリームライクエマ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームライクエマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月20日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 フクヒコ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月20日まで平地競走に出走できない。
※オニール号・クラヴィーア号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

13006 4月20日 晴 良 （31京都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

22 パ ド カ ト ル 牡3鹿 56 松若 風馬今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 458＋ 21：12．6 3．4�
59 ダイメイサツキ 牡3黒鹿56 北村 友一宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 492＋ 41：12．81� 36．7�
814 アスカノダイチ 牡3栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 506＋ 21：13．33 5．5�
11 メイショウゼッケイ 牝3栗 54 荻野 琢真松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 410＋ 21：13．4� 15．5�
611 レ サ イ ヤ 牡3黒鹿56 和田 竜二落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 480± 0 〃 ハナ 25．3�
58 ハクサンウェーブ 牡3青鹿56 	島 良太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 	川 啓一 462－ 2 〃 ハナ 116．6�
23 マイネルプリサイス 牡3栗 56 藤井勘一郎 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 478－ 21：13．61� 13．0

46 イチバンヤリ 牡3黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 500＋ 4 〃 ハナ 17．7�
610 スナークスター 
3鹿 56 田中 健杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 448＋ 21：14．13 20．8�
35 ビートマジック 牡3黒鹿56 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 476± 0 〃 アタマ 18．0
713� セイウンコービー 牡3鹿 56 岩田 康誠西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 522＋ 81：15．58 33．6�
34 エイカイキャロル 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 452－ 21：16．03 8．0�

815 タマモクレマチス 牝3鹿 54
51 ▲亀田 温心タマモ	 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 448－ 61：16．21� 98．5�

712 プリンシアルーチェ 牝3鹿 54
51 ▲斎藤 新芳川 貴行氏 安田 隆行 新冠 スカイビーチステーブル 484＋ 81：16．73 8．1�

47 カネコメアサヒ 牡3栗 56 川須 栄彦髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 434－ 41：16．8� 8．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，343，200円 複勝： 49，511，900円 枠連： 16，153，200円
馬連： 62，867，300円 馬単： 28，531，500円 ワイド： 49，529，100円
3連複： 94，234，300円 3連単： 100，970，900円 計： 433，141，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 680円 � 180円 枠 連（2－5） 2，710円

馬 連 �� 6，290円 馬 単 �� 9，710円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 370円 �� 3，000円

3 連 複 ��� 10，730円 3 連 単 ��� 49，690円

票 数

単勝票数 計 313432 的中 � 72115（1番人気）
複勝票数 計 495119 的中 � 102330（1番人気）� 13375（12番人気）� 74357（2番人気）
枠連票数 計 161532 的中 （2－5） 4605（14番人気）
馬連票数 計 628673 的中 �� 7736（22番人気）
馬単票数 計 285315 的中 �� 2202（36番人気）
ワイド票数 計 495291 的中 �� 5889（24番人気）�� 38432（1番人気）�� 3945（40番人気）
3連複票数 計 942343 的中 ��� 6583（31番人気）
3連単票数 計1009709 的中 ��� 1473（132番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―12．5―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．8―47．3―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ド カ ト ル �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．7．29 小倉5着

2016．2．26生 牡3鹿 母 セラフィーヌ 母母 セニョラージェ 8戦2勝 賞金 17，200，000円
〔制裁〕 ダイメイサツキ号の調教師森田直行は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリンシアルーチェ号・カネコメアサヒ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

5月20日まで平地競走に出走できない。



13007 4月20日 晴 良 （31京都3）第1日 第7競走 ��1，400�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 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

68 ピエナミント 牝4鹿 55 武 豊本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 458＋ 41：20．7 4．5�
79 � マジックバローズ 牡4鹿 57 A．シュタルケ 猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 454－ 61：20．8� 5．6�

（独）

22 メジェールスー 牝4鹿 55
52 ▲岩田 望来太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 468－ 61：20．9クビ 6．3�

55 キャッチミーアップ 牝4鹿 55 岡田 祥嗣畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 456＋ 8 〃 クビ 6．2�
710 レディギャング 牝5芦 55 松山 弘平近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 486＋ 61：21．32� 6．6�
33 レンジャックマン 牡5鹿 57 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 450－ 4 〃 ハナ 50．7�
11 ギンコイエレジー 牝4黒鹿55 幸 英明 	フジワラ・ファーム 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466＋ 21：21．4� 4．4

56 � ホウオウサンドラ 牝4栗 55 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 日高 森永牧場 454－181：21．71� 43．0�
812 ハトマークワルツ 牝5栗 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 436－ 2 〃 アタマ 75．9�
44 スーサンドン 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新林 千枝子氏 安田 翔伍 浦河 浦河日成牧場 496＋ 41：21．91	 47．7
67 ド ラ セ ナ 
4黒鹿57 浜中 俊林 正道氏 角居 勝彦 新冠 秋田牧場 464± 01：23．510 13．1�
811� ライブリテックス 牡4青鹿57 国分 優作加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 B494－ 21：24．67 147．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，855，000円 複勝： 42，363，300円 枠連： 12，343，300円
馬連： 56，110，300円 馬単： 25，679，100円 ワイド： 38，013，000円
3連複： 71，633，300円 3連単： 93，696，900円 計： 370，694，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 200円 � 210円 枠 連（6－7） 520円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 470円 �� 610円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 16，640円

票 数

単勝票数 計 308550 的中 � 54714（2番人気）
複勝票数 計 423633 的中 � 82345（1番人気）� 52949（4番人気）� 47551（5番人気）
枠連票数 計 123433 的中 （6－7） 18052（1番人気）
馬連票数 計 561103 的中 �� 30024（3番人気）
馬単票数 計 256791 的中 �� 7346（4番人気）
ワイド票数 計 380130 的中 �� 21504（2番人気）�� 15830（7番人気）�� 12384（12番人気）
3連複票数 計 716333 的中 ��� 15540（14番人気）
3連単票数 計 936969 的中 ��� 4082（50番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―11．2―11．4―11．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．2―45．4―56．8―1：08．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピエナミント �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．9．10 阪神2着

2015．5．9生 牝4鹿 母 スペシャルフロート 母母 ダイイチフローネ 7戦2勝 賞金 19，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライブリテックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月20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。

13008 4月20日 晴 良 （31京都3）第1日 第8競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

69 エクスパートラン 牡4青鹿57 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 454－ 81：52．6 37．1�
11 � ランドヘルメース 牡4鹿 57 藤井勘一郎木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 488＋ 21：52．81	 72．2�
610
 タ ピ ゾ ー 牡5芦 57 A．シュタルケ 大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.

Rutherford B490－ 21：52．9� 3．6�
（独）

46 セヴィルロアー 牡5鹿 57 和田 竜二北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 482－ 81：53．0� 15．1�
33 ジョースターライト 牡6青鹿57 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B474＋ 21：53．1� 4．1�
45 アルムチャレンジ 牡5黒鹿57 古川 吉洋﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506＋ 81：53．2クビ 27．8	
22 キングレイスター 牡5鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 B488－ 31：53．52 138．5

57 テイエムヨハネス 牡4栗 57 松山 弘平竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 506± 01：53．71	 6．8�
58 シエラネバダ 牡4芦 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B506± 01：53．8クビ 5．6
712 サトノエメラルド 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 クビ 8．2�
711 ライトブリンガー 牡6栗 57

54 ▲亀田 温心�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B472－ 21：53．9� 318．7�
34 ゴッドスパロウ 牡4鹿 57 浜中 俊中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 530－ 61：54．0� 126．9�
813 マ ン ナ ム 牡4鹿 57 幸 英明永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B492－ 41：54．1クビ 10．0�
814 ル リ ジ オ ン 牡4鹿 57 岩田 康誠�G1レーシング 石坂 公一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498－ 21：55．8大差 35．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，884，500円 複勝： 41，561，500円 枠連： 17，067，000円
馬連： 68，138，900円 馬単： 30，014，500円 ワイド： 45，526，600円
3連複： 90，137，000円 3連単： 105，929，300円 計： 428，259，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，710円 複 勝 � 710円 � 1，220円 � 190円 枠 連（1－6） 10，960円

馬 連 �� 58，220円 馬 単 �� 66，400円

ワ イ ド �� 12，210円 �� 2，880円 �� 3，890円

3 連 複 ��� 110，280円 3 連 単 ��� 581，800円

票 数

単勝票数 計 298845 的中 � 6441（10番人気）
複勝票数 計 415615 的中 � 13348（9番人気）� 7463（11番人気）� 75169（1番人気）
枠連票数 計 170670 的中 （1－6） 1206（24番人気）
馬連票数 計 681389 的中 �� 907（67番人気）
馬単票数 計 300145 的中 �� 339（116番人気）
ワイド票数 計 455266 的中 �� 952（64番人気）�� 4121（32番人気）�� 3026（36番人気）
3連複票数 計 901370 的中 ��� 613（181番人気）
3連単票数 計1059293 的中 ��� 132（1001番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．1―48．6―1：01．0―1：13．2―1：25．9―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エクスパートラン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．9．24 阪神7着

2015．5．14生 牡4青鹿 母 ワイルドゲッツ 母母 ゲラウトマイウエイ 13戦2勝 賞金 15，600，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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。



13009 4月20日 晴 良 （31京都3）第1日 第9競走 ��
��1，800�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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

77 カ リ ボ ー ル 牡3鹿 56 藤井勘一郎大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 480－ 41：47．3 4．2�
44 ダンツキャッスル 牡3鹿 56 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 478＋ 21：47．61� 14．3�
11 ドラウプニル 牡3鹿 56 福永 祐一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 クビ 3．5�
55 ミトノマルーン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 480－101：47．7クビ 8．2�
33 ジャストアジゴロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 448－ 8 〃 アタマ 2．3�
22 クオンタムシフト 牡3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 508＋ 8 〃 アタマ 10．6	
66 プリカジュール 牝3鹿 54 和田 竜二
ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－ 41：48．12� 40．8�
（7頭）

売 得 金
単勝： 34，788，400円 複勝： 32，583，700円 枠連： 発売なし
馬連： 59，545，900円 馬単： 33，590，100円 ワイド： 31，633，800円
3連複： 63，944，300円 3連単： 171，994，100円 計： 428，080，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 250円 � 580円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 880円 �� 340円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 22，910円

票 数

単勝票数 計 347884 的中 � 64912（3番人気）
複勝票数 計 325837 的中 � 56228（3番人気）� 19897（6番人気）
馬連票数 計 595459 的中 �� 13156（13番人気）
馬単票数 計 335901 的中 �� 4670（21番人気）
ワイド票数 計 316338 的中 �� 8647（12番人気）�� 26146（4番人気）�� 10888（11番人気）
3連複票数 計 639443 的中 ��� 13971（12番人気）
3連単票数 計1719941 的中 ��� 5442（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．1―48．8―1：01．2―1：13．0―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ リ ボ ー ル �

父 ジャスタウェイ �


母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．2．17 小倉2着

2016．3．12生 牡3鹿 母 レイズアンドコール 母母 モーリストンベル 3戦2勝 賞金 17，582，000円
※出走取消馬 ロードマイウェイ号（疾病〔感冒〕のため）

13010 4月20日 晴 良 （31京都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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

44 サウンドキアラ 牝4鹿 55 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 448－ 21：32．8 1．4�
77 ドラグーンシチー 牡4鹿 57 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 488－ 21：33．01� 5．5�
55 メイショウグロッケ 牝5鹿 55 藤岡 康太松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 454－101：33．21	 9．0�
66 オールザゴー 牡5鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 21：33．41	 6．6	
33 アドマイヤキズナ 牡6黒鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 462－10 〃 クビ 16．1

11 ユウチェンジ 牡6黒鹿57 松山 弘平�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B500 1：33．61 72．7�
22 テイエムオスカー 牡4黒鹿57 松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 498－ 41：33．81	 39．5�
（7頭）

売 得 金
単勝： 47，490，400円 複勝： 74，440，600円 枠連： 発売なし
馬連： 64，758，100円 馬単： 49，960，400円 ワイド： 33，190，400円
3連複： 67，143，800円 3連単： 244，844，800円 計： 581，828，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 150円 �� 180円 �� 350円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 990円

票 数

単勝票数 計 474904 的中 � 269133（1番人気）
複勝票数 計 744406 的中 � 533435（1番人気）� 72903（2番人気）
馬連票数 計 647581 的中 �� 178051（1番人気）
馬単票数 計 499604 的中 �� 104581（1番人気）
ワイド票数 計 331904 的中 �� 68902（1番人気）�� 48939（3番人気）�� 18134（6番人気）
3連複票数 計 671438 的中 ��� 112308（2番人気）
3連単票数 計2448448 的中 ��� 179054（3番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．0―11．9―11．4―11．6―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．4―47．3―58．7―1：10．3―1：21．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドキアラ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．11．5 京都1着

2015．3．31生 牝4鹿 母 サウンドバリアー 母母 スリーピングインシアトル 11戦3勝 賞金 57，094，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ドラグーンシチー号の騎手和田竜二は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・1番）

追 加 記 事（第 2回阪神競馬第 8日第 2競走）
〔その他〕　　スズカスクリーン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。



13011 4月20日 晴 良 （31京都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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

33 レッドアンシェル 牡5青鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 466－ 81：07．3 2．3�
34 エンゲルヘン 牝5栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 61：07．72� 3．1�
57 ワンアフター 牡6栗 57 松若 風馬薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 468＋ 21：08．02 15．7�
813 ラベンダーヴァレイ 牝6鹿 55 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 アタマ 18．9�
11 エリーティアラ 牝7青鹿55 藤井勘一郎谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 土田農場 476－ 41：08．1	 253．1�
69 レーヴムーン 牡6黒鹿57 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 486＋10 〃 ハナ 40．5	
711 オデュッセウス 
6鹿 57 岩田 康誠ユアストーリー 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 492－ 81：08．31� 24．7

58 ブライティアレディ 牝6青鹿55 A．シュタルケ 小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 428＋ 2 〃 アタマ 31．3�

（独）

45 アイファープリティ 牝6鹿 55 藤岡 佑介中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 454＋ 6 〃 クビ 59．9�
610 イサチルホープ 牡7栗 57 国分 恭介小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 488＋ 21：08．51 17．8
814 ヤマカツグレース 牝5栗 55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 452－ 6 〃 ハナ 15．5�
712 メイケイダイハード 牡4鹿 57 �島 良太名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 536＋ 41：08．6クビ 48．8�
22 キアロスクーロ 
6黒鹿57 武 豊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 502＋ 2 〃 クビ 10．1�
46 ニシノキントウン 牡4黒鹿57 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 452－ 81：08．7	 27．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 75，579，700円 複勝： 90，778，600円 枠連： 65，456，500円
馬連： 233，037，300円 馬単： 92，407，800円 ワイド： 123，918，000円
3連複： 361，371，800円 3連単： 478，039，900円 計： 1，520，589，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 140円 � 310円 枠 連（3－3） 420円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 210円 �� 760円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計 755797 的中 � 253122（1番人気）
複勝票数 計 907786 的中 � 215067（1番人気）� 186194（2番人気）� 51339（7番人気）
枠連票数 計 654565 的中 （3－3） 119080（1番人気）
馬連票数 計2330373 的中 �� 450614（1番人気）
馬単票数 計 924078 的中 �� 92222（1番人気）
ワイド票数 計1239180 的中 �� 188470（1番人気）�� 36606（8番人気）�� 32840（10番人気）
3連複票数 計3613718 的中 ��� 155864（2番人気）
3連単票数 計4780399 的中 ��� 64014（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―10．9―10．9―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―34．3―45．2―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F43．9―3F33．0
3 4，14（3，12）（1，8，10）（6，13）7，2，11，9，5 4 4，14（3，12）（1，8，10）（6，13）（2，7，9）11，5

勝馬の
紹 介

レッドアンシェル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．8．20 札幌1着

2014．4．9生 牡5青鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 14戦4勝 賞金 131，696，000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。

13012 4月20日 晴 良 （31京都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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 カ レ ン カ カ 牡5芦 57
54 ▲斎藤 新鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 504＋101：51．7 4．4�

47 マイネルオスカル 牡4栗 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 長谷川浩大 日高 木村牧場 490－ 21：52．23 15．1�

23 エルデュクラージュ �5芦 57 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 498＋101：52．62	 7．5�
35 サザンブリーズ 牡5鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 530＋ 81：52．7	 14．6�
48 ブリーズスズカ 牡6青鹿 57

56 ☆加藤 祥太永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 462－ 21：52．8	 102．1	

713 タマモカトレア 牝4鹿 55 藤岡 佑介タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 480－ 61：52．9クビ 8．9

611 マイネルカイノン 牡4青鹿57 A．シュタルケ �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 504－ 2 〃 クビ 6．0�

（独）

24 テイエムチューハイ 牡5黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B460＋ 61：53．21	 15．3�
59 ヴォカツィオーネ 牝5栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 464－ 41：53．3クビ 114．3
714 グーテンターク 牡4鹿 57 武 豊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492± 01：53．93	 17．9�
510 アスターゴールド 牡5栗 57 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 502＋ 61：54．0	 11．7�
36 キングフォルテ 牡4鹿 57 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 532＋ 2 〃 アタマ 33．6�
816 ナムラヘラクレス 牡5鹿 57 松山 弘平奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 484－ 41：54．63	 5．4�
612 ナリタゴールド �7鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 426± 01：54．7	 31．8�
12 ニホンピロマドン 牡4鹿 57 藤懸 貴志小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 532＋ 51：55．02 207．0�
815
 マイアフェクション 牡5鹿 57 岩崎 翼五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 464－ 21：55．1クビ 122．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，048，100円 複勝： 84，685，200円 枠連： 33，418，200円
馬連： 140，245，300円 馬単： 51，048，800円 ワイド： 93，147，200円
3連複： 212，492，600円 3連単： 230，218，300円 計： 898，303，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 440円 � 280円 枠 連（1－4） 3，300円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 700円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 6，880円 3 連 単 ��� 35，550円

票 数

単勝票数 計 530481 的中 � 95339（1番人気）
複勝票数 計 846852 的中 � 132886（1番人気）� 43781（9番人気）� 76140（4番人気）
枠連票数 計 334182 的中 （1－4） 7847（20番人気）
馬連票数 計1402453 的中 �� 33961（11番人気）
馬単票数 計 510488 的中 �� 6245（17番人気）
ワイド票数 計 931472 的中 �� 19432（13番人気）�� 35818（4番人気）�� 12902（26番人気）
3連複票数 計2124926 的中 ��� 23142（21番人気）
3連単票数 計2302183 的中 ��� 4694（89番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―12．4―12．5―12．4―12．7―12．6―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．3―35．7―48．2―1：00．6―1：13．3―1：25．9―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ レ ン カ カ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．11．19 京都5着

2014．3．22生 牡5芦 母 スプリングチケット 母母 カズミハルコマ 20戦4勝 賞金 57，400，000円
※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。
（非抽選馬） 5頭 アポロテネシー号・カタヨクノテンシ号・スーパーライナー号・フランドル号・マンハッタンロック号
※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。



（31京都3）第1日 4月20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 169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

193，190，000円
19，940，000円
960，000円

19，800，000円
68，346，000円
4，394，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
445，551，600円
675，757，800円
213，802，000円
931，652，000円
444，390，200円
611，876，900円
1，327，181，900円
1，894，014，200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 6，544，226，600円

総入場人員 16，711名 （有料入場人員 15，852名）
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