
１２０１３ ４月２５日 晴 稍重 （２２京都３）第２日 第１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 ２５０，０００
２５０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１３ トウショウカズン 牡３鹿 ５６ 田中 博康トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１４＋ ４１：２５．０ ８．４�

２４ ピ ュ ー タ ー 牡３芦 ５６ 武 幸四郎細川祐季子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４１：２５．２１ １００．０�
２３ コーストバンクシア 牡３鹿 ５６ 内田 博幸吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１２－１２１：２５．６２� ６．８�
３６ ドクトルジバゴ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４６４± ０１：２５．８１� １．４�
５９ ティアップエース 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦田中 昇氏 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 ４３６＋ ６１：２６．２２� ２５．７�
６１２ リヴァプールシチー 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 田中 章博 新ひだか 幌村牧場 ４８８ ― 〃 同着 １８６．１�
６１１ ネオジェイズレーヌ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎小林 仁幸氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ４１：２６．４１ ２９．２	
４７ ナムラスパウト 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 原 達也 ４６０－ ２ 〃 クビ ７０．３

８１６ トーセンポインター 牡３鹿 ５６ 小牧 太島川 �哉氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４５４＋ ６ 〃 アタマ １５．６�
４８ ナリタディライト 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 ４７８＋ ４１：２６．６１ １２５．３
１２ ク エ ー サ ー 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 須貝 尚介 新ひだか 服部 牧場 ４８６－１０１：２６．９２ ８０．４�

５１０ ブレードランナー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介松本 兼吉氏 松田 博資 浦河 桑田牧場 ４８８＋ ６ 〃 アタマ １０１．３�
１１ エーシンアリデッド 牡３鹿 ５６ 高田 潤�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４５６± ０１：２７．２１� １９．２�
７１４ シーセラピス 牡３栗 ５６ 大下 智藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４５６－ ８１：２７．３クビ １４６．６�
８１５� ラヴアズギフト 牝３鹿 ５４ 向山 牧 �グリーンファーム 音無 秀孝 米 Jiro Kono ４３４＋１２１：２７．５１� ２３７．９�

（笠松）

３５ ウインザカエデ 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士�田 三郎氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４２２－ ８１：２７．８１� ４９６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４０２，１００円 複勝： ６１，４８４，９００円 枠連： １３，９９８，６００円

普通馬連： ４５，４００，４００円 馬単： ４５，７１０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４３８，６００円

３連複： ７３，７２３，５００円 ３連単： １３５，４２０，６００円 計： ４１８，５７９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ４１０円 � ３，６７０円 � ４３０円 枠 連（２－７） ３，１００円

普通馬連 �� ２１，５００円 馬 単 �� ５４，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７９０円 �� ８１０円 �� ３，９４０円

３ 連 複 ��� ４２，４１０円 ３ 連 単 ��� ３１５，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２０４０２１ 的中 � １９２１３（３番人気）
複勝票数 計 ６１４８４９ 的中 � ４１７５６（２番人気）� ３９０９（１１番人気）� ４０４０９（３番人気）
枠連票数 計 １３９９８６ 的中 （２－７） ３３４０（８番人気）
普通馬連票数 計 ４５４００４ 的中 �� １５５９（３４番人気）
馬単票数 計 ４５７１０５ 的中 �� ６１７（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４３８６ 的中 �� １１２２（３１番人気）�� ７１８７（７番人気）�� １３６８（２９番人気）
３連複票数 計 ７３７２３５ 的中 ��� １２８３（８０番人気）
３連単票数 計１３５４２０６ 的中 ��� ３１７（４６２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１２．０―１２．２―１２．３―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３５．０―４７．２―５９．５―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウカズン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１．２３ 京都５着

２００７．２．１５生 牡３鹿 母 バージントウショウ 母母 タバサトウショウ ４戦１勝 賞金 ６，９５０，０００円
〔騎手変更〕 トーセンポインター号の騎手岩田康誠は，負傷のため小牧太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ウィズインチーフ号・ナリタピュアー号・メイショウテレジア号・ワンダーマイルズ号
（非抽選馬） １頭 ウォーターセオドア号
※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。



１２０１４ ４月２５日 晴 良 （２２京都３）第２日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３１．５

良

良

３５ マイネホコモモラ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４２６＋１４１：３４．７ ７．３�

１１ マチカネドウドウ 牡３青 ５６ 藤岡 佑介細川 益男氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：３４．９１ １５．３�
６１２ アドマイヤツバサ 牡３青鹿５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４４８＋１０１：３５．０� ３．２�
５１０ タツオーカン 牡３栗 ５６ 吉田 豊鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 大島牧場 ５２４－ ６ 〃 アタマ ７．８�
３６ タガノシンシア 牝３黒鹿５４ 池添 謙一八木 良司氏 本田 優 浦河 大北牧場 ４３８－１０ 〃 クビ ６８．２�
１２ トゥーファン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三田所 英子氏 安達 昭夫 新ひだか 下屋敷牧場 ４４０± ０１：３５．２１� １９．５�
６１１ メイショウブソン 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４２６－ ６１：３５．４１� １３１．９	
７１３ タニノロゼット 牝３黒鹿５４ 川田 将雅谷水 雄三氏 吉田 直弘 浦河 カナイシスタッド ４４４－ ８１：３５．６１� ５．３

２４ テイエムキャンドル 牝３栗 ５４

５１ ▲高倉 稜竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 野村 正 ４９２－ ２１：３５．９２ ４９．１�
８１６ ツルマルヒーロー 牡３栗 ５６ 酒井 学鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 信成牧場 ４６８ ―１：３６．８５ １１３．０�
４８ エアジュリアード 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �ラッキーフィールド角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４９２ ―１：３６．９� ３．７
７１５ マイトップイモン 牝３黒鹿５４ 幸 英明井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ３８４± ０１：３７．０� ５６．７�
８１７ ムーンライトペスカ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４３４＋ ２ 〃 アタマ １６８．５�
５９ メインエンジン 牡３栗 ５６

５４ △松山 弘平吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ５００ ―１：３７．１クビ ５１．０�
７１４ エーティーボストン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦荒木 徹氏 木原 一良 日高 門別牧場 ４５０－ ６ 〃 クビ ５４９．０�
４７ サチノトランセンド 牡３鹿 ５６ 岡部 誠佐藤 幸彦氏 武 宏平 日高 碧雲牧場 ４３６ ―１：３７．４１� ２４６．９�

（愛知）

２３ オーミファンタジー 牝３黒鹿５４ 向山 牧岩� 僖澄氏 田所 清広 新ひだか 三石ビクトリーファーム ４５６－ ４ 〃 ハナ ４３７．７�
（笠松）

８１８ オグリピッコロ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志小栗 孝一氏 鹿戸 明 新ひだか 野表 篤夫 ３８８＋ ６１：４０．５大差 ３２９．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，１６３，２００円 複勝： ２４，５０８，７００円 枠連： １４，６３６，６００円

普通馬連： ４３，３５３，１００円 馬単： ３０，７２５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１５９，５００円

３連複： ５９，４６１，５００円 ３連単： ８７，４７３，７００円 計： ２９４，４８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２３０円 � ３９０円 � １４０円 枠 連（１－３） ２，０３０円

普通馬連 �� ４，６２０円 馬 単 �� ８，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７７０円 �� ５１０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ４，７６０円 ３ 連 単 ��� ３９，６３０円

票 数

単勝票数 計 １６１６３２ 的中 � １７４６８（４番人気）
複勝票数 計 ２４５０８７ 的中 � ２６４６０（５番人気）� １２７３４（７番人気）� ６０６４３（１番人気）
枠連票数 計 １４６３６６ 的中 （１－３） ５３３０（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４３３５３１ 的中 �� ６９４０（１６番人気）
馬単票数 計 ３０７２５９ 的中 �� ２８０９（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１５９５ 的中 �� ２４１３（２０番人気）�� ９３７８（４番人気）�� ３８９６（１２番人気）
３連複票数 計 ５９４６１５ 的中 ��� ９２３７（１６番人気）
３連単票数 計 ８７４７３７ 的中 ��� １６２９（１１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．３―１２．０―１２．０―１２．２―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３４．７―４６．７―５８．７―１：１０．９―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．０
３ ５，１０（２，１２）（４，８，１３）－（６，１８）（１１，１７，１４）９（１，３）１５，７，１６ ４ ５，１０（２，１２）１３（４，８）６，１１－１－（１７，７）（９，１４）（３，１８）（１６，１５）

勝馬の
紹 介

マイネホコモモラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００９．９．１３ 阪神２着

２００７．３．１９生 牝３鹿 母 グリークシアター 母母 ダイナアテイカ ５戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔騎手変更〕 アドマイヤツバサ号の騎手岩田康誠は，負傷のため安藤勝己に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オグリピッコロ号は，平成２２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 コバルトインスカイ号・サーベルダンス号
※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。



１２０１５ ４月２５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２２京都３）第２日 第３競走 ��３，１７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２８．４良・良

４５ � タマモサプライズ �５鹿 ６２ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４７８± ０３：３３．８ １０．１�

６９ シースピアー 牡４栗 ５９ 白浜 雄造藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７２± ０３：３４．５４ ４．５�
４６ マッキーガリウム 牡４黒鹿５９ 佐久間寛志薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４６０＋ ２３：３４．７１� １０１．３�
７１１� トップモンジュー 牡６鹿 ６０ 高田 潤横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４３２－ ２ 〃 アタマ ３４．６�
８１３ ゴールドリーズン 牡７鹿 ６２ 西谷 誠�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４６２＋１４３：３６．３１０ １９．９�
３４ マーブルジーン 牡６黒鹿６２ 黒岩 悠下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４８０＋ ６３：３６．４クビ １０４．５�
８１４ サンベルナール 牡６鹿 ６０ 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新冠 斉藤 安行 ４５０－ ２３：３７．７８ １５７．６	
５７ ブルーベレッタ 牡８鹿 ６０ 蓑島 靖典 �ブルーマネジメント小笠 倫弘 三石 加野牧場 B４９６－１０３：３８．０２ ４９．６

１１ ライブリシュロム 牡７栗 ６０ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４９２＋ ２３：３８．７４ １２．５�
５８ テイケイプリオール 牡５黒鹿６２ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４６６－１２ （競走中止） １３．２�
３３ � ビービーライナー 牡５黒鹿６０ 柴田 未崎坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 ４８４－ ６ （競走中止） ４０．４�
７１２ イコールパートナー 牝５栗 ５８ 中村 将之�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２＋ ４ （競走中止） ３．５�
６１０ マルサンリターン 牡５鹿 ６０ 難波 剛健松井三千年氏 目野 哲也 静内 クドウファーム ４８８± ０ （競走中止） ３．４�
２２ テイエムダイアナ 牝４鹿 ５７ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４６４＋ ４ （競走中止） ２１．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，８３６，７００円 複勝： １７，３２０，９００円 枠連： １５，５７１，７００円

普通馬連： ３９，１００，５００円 馬単： ２８，０１１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３５３，１００円

３連複： ５９，０５５，８００円 ３連単： ８３，９４７，４００円 計： ２７２，１９７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２８０円 � １９０円 � ２，１５０円 枠 連（４－６） １，０７０円

普通馬連 �� ２，４１０円 馬 単 �� ６，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� １２，８５０円 �� ８，０７０円

３ 連 複 ��� １２６，７００円 ３ 連 単 ��� ５７３，６５０円

票 数

単勝票数 計 １２８３６７ 的中 � １００２１（４番人気）
複勝票数 計 １７３２０９ 的中 � １６２２９（４番人気）� ３１０８４（３番人気）� １６１２（１３番人気）
枠連票数 計 １５５７１７ 的中 （４－６） １０８３２（３番人気）
普通馬連票数 計 ３９１００５ 的中 �� １１９８５（７番人気）
馬単票数 計 ２８０１１８ 的中 �� ３３１０（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３５３１ 的中 �� ４９４４（５番人気）�� ３０４（６７番人気）�� ４８６（５８番人気）
３連複票数 計 ５９０５５８ 的中 ��� ３４４（１８９番人気）
３連単票数 計 ８３９４７４ 的中 ��� １０８（９３５番人気）

上り １マイル １：４６．９ ４F ５２．３－３F ３９．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
１，５，４－６（９，７）－（１１，１３，１４）
５－６－１１，４，９（７，１）－（１４，１３）

�
�
１－５－４，７，６，９（１１，１３）１４
５－６－１１－９，４－７（１４，１３）－１

勝馬の
紹 介

�タマモサプライズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 カコイーシーズ

２００５．２．２７生 �５鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー 障害：７戦３勝 賞金 ４１，０００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 テイエムダイアナ号は，１周目６号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
マルサンリターン号・イコールパートナー号は，１周目６号障害〔いけ垣〕飛越後，転倒した「テイエムダイアナ」号に触れ，
騎手が落馬したため競走中止。
ビービーライナー号は，２周目３号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
テイケイプリオール号は，２周目３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アンクルトップ号・スリーキセキ号・トップディアマンテ号
（非抽選馬） ３頭 プライドイズハート号・マックスチャンプ号・メジロラスタバン号



１２０１６ ４月２５日 晴 良 （２２京都３）第２日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

４７ トウカイキアーロ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ４９８＋ ２１：５５．２ ８．５�

２４ ディレクシオン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二�ターフ・スポート中尾 秀正 浦河 市川フアーム ４７６－１２１：５５．３� ５．８�
４８ ナンヨースラッガー 牡３芦 ５６ 幸 英明中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ４８８－ ６１：５５．４クビ ５．３�
６１２ ナムラウォーリアー 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 ４５２± ０１：５５．８２� １．９�
２３ コ ン カ ラ ン 牝３栗 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４４６± ０１：５６．１１� ２０．６�
１１ アドマイヤドラマ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム B４７８－ ６１：５６．２� ２７．８�
３６ ジーワンボーイ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊芹澤 精一氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ８ 〃 ハナ ２２１．５	
７１３ シゲルサコン 牡３鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田スタツド ４９８＋ ４１：５６．８３� １７．８

５１０ メタギャラクシー 牡３鹿 ５６ 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 ４７６＋ ２１：５６．９� １０４．０�
７１４ フェスティナレンテ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ４９４ ―１：５７．０クビ ７０．０
３５ スズカマックス 牡３青鹿５６ 向山 牧永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４４０－ ６１：５７．２１� ２３０．７�

（笠松）

１２ シゲルイエヤス 牡３鹿 ５６
５４ △松山 弘平森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 古本 正則 B５００－ ８１：５７．９４ ８３．２�

５９ キングロンコート 牡３鹿 ５６ 岡部 誠小林 久義氏 北出 成人 浦河 大柳ファーム ４７０－ ２１：５８．４３ ２８４．４�
（愛知）

６１１ ジョニーガンバ 牡３芦 ５６ 難波 剛健柳葉 敏郎氏 梅田 智之 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５６＋ ２１：５８．６１� ６２０．９�

８１６	 ルミエールヴェリテ 牝３芦 ５４ 吉田 豊加藤 誠氏 中竹 和也 米 Helen C.
Alexander B４７０＋ ２１：５９．０２� ２３．７�

８１５ ヒミノリュウセイ 牡３栗 ５６ 田中 克典佐々木八郎氏 松永 昌博 浦河 福田牧場 ４８４－ ６１：５９．１� ２８０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４３６，７００円 複勝： ３２，９５６，３００円 枠連： １７，２４６，５００円

普通馬連： ４５，３５８，８００円 馬単： ４１，３３５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８０３，８００円

３連複： ７０，０１８，９００円 ３連単： １１６，３８０，１００円 計： ３６２，５３６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２５０円 � ２７０円 � １９０円 枠 連（２－４） ７３０円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ４，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ４７０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ３，３６０円 ３ 連 単 ��� ２３，４５０円

票 数

単勝票数 計 １８４３６７ 的中 � １７２３３（４番人気）
複勝票数 計 ３２９５６３ 的中 � ３４３６３（３番人気）� ３０９００（４番人気）� ５２７４１（２番人気）
枠連票数 計 １７２４６５ 的中 （２－４） １７５４５（３番人気）
普通馬連票数 計 ４５３５８８ 的中 �� １５４５９（１０番人気）
馬単票数 計 ４１３３５２ 的中 �� ６５９５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８０３８ 的中 �� ７２１５（８番人気）�� １１５４２（４番人気）�� ７７１６（７番人気）
３連複票数 計 ７００１８９ 的中 ��� １５４０８（１２番人気）
３連単票数 計１１６３８０１ 的中 ��� ３６６４（６８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．８―１３．５―１３．８―１３．５―１３．６―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．１―３５．９―４９．４―１：０３．２―１：１６．７―１：３０．３―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．５
１
３
２，１６，４，７（６，８）１２，１０（１，１５）（５，１３）（３，９）１１－１４
２，１６，４（６，８）７（１，１３，１２）３（５，１０，１５）１１（１４，９）

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

勝馬の
紹 介

トウカイキアーロ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１．５ 京都１０着

２００７．４．５生 牡３黒鹿 母 トウカイロータス 母母 トウカイローマン ６戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔騎手変更〕 ジーワンボーイ号の騎手熊沢重文は，第３競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。

シゲルサコン号の騎手岩田康誠は，負傷のため小牧太に変更。
※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。



１２０１７ ４月２５日 晴 良 （２２京都３）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１６ アドマイヤタイシ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６２＋ ２１：４８．９ ２．６�

５１０ マイネルガヴロシュ 牡３青鹿５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４７０－１６１：４９．０� ５．４�

３６ ヘヴンリーヴォイス 牝３黒鹿５４ 池添 謙一吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：４９．６３� ５．２�
７１４ フェアリーレイ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８０－ ２ 〃 クビ ５．４�
２３ ナムラビリオン 牡３鹿 ５６ 田中 克典奈村 信重氏 松永 昌博 日高 賀張三浦牧場 ５０２ ―１：４９．７クビ ８５．２�
１１ ミッキーボンボン 牡３鹿 ５６ 小牧 太三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４６８± ０１：４９．８� １０６．５�
３５ アドマイヤシャープ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ４１：５０．０１ ７．２	
６１２ サンマルグランデラ 牡３黒鹿 ５６

５４ △松山 弘平相馬 勇氏 鶴留 明雄 新冠 海馬沢 明 ５００＋ ４１：５０．２１� ３４７．８

７１３ キタサンボルケーノ 牡３青 ５６

５３ ▲高倉 稜�大野商事 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５０８－１０ 〃 クビ ２２．９�
４８ サンレイファントム 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４７０－ ６１：５０．３クビ １９６．５
８１７ シェルバレッタ 牝３鹿 ５４ 高橋 亮 �ユートピア牧場 荒川 義之 白老 習志野牧場 ４４６－ １１：５０．４� １７６．０�
４７ メイショウオルフェ 牡３黒鹿５６ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ４９０－１０ 〃 クビ １０１．５�
１２ オーパスクイーン 牝３鹿 ５４ 和田 竜二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４９６－ ２１：５０．６１ ２２．２�
２４ 	 カ ザ ン リ ク 牡３鹿 ５６ 内田 博幸前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４５２＋ ４１：５０．７� ４６．２�
５９ カネトシトキメキ 牝３鹿 ５４ 岡部 誠兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 村下 明博 ４２４－ ２１：５０．９１� ５８２．４�

（愛知）

８１８ ディープドリーム 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲川須 栄彦深見 敏男氏 本田 優 浦河 小林 仁 ４８４＋ ２１：５１．２２ ８９．８�

７１５	 ソ ト ビ ー ト 牝３栗 ５４ 吉田 豊門野 重雄氏 鮫島 一歩 米 Dixiana
Stables Inc ４８０－ ６１：５５．８大差 ２４５．５�

（１７頭）
６１１ シゲルウジヤス 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 酒井 亨 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，６２３，９００円 複勝： ３１，５２３，５００円 枠連： １５，７６１，９００円

普通馬連： ５１，３１９，４００円 馬単： ３６，６８７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８６２，８００円

３連複： ６９，４９５，４００円 ３連単： １０４，０６６，５００円 計： ３４７，３４０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（５－８） ７００円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ４００円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� ７，２５０円

票 数

単勝票数 計 １８６２３９ 的中 � ５６９５８（１番人気）
複勝票数 計 ３１５２３５ 的中 � ８７２８８（１番人気）� ５０５８１（３番人気）� ３１８７９（５番人気）
枠連票数 計 １５７６１９ 的中 （５－８） １６７６７（４番人気）
普通馬連票数 計 ５１３１９４ 的中 �� ５３２４７（２番人気）
馬単票数 計 ３６６８７０ 的中 �� １９２３７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８６２８ 的中 �� １６７９８（２番人気）�� １２２６４（５番人気）�� ８０２４（８番人気）
３連複票数 計 ６９４９５４ 的中 ��� ４０４０７（４番人気）
３連単票数 計１０４０６６５ 的中 ��� １０５９６（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３５．３―４７．８―１：００．９―１：１３．９―１：２５．９―１：３７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．０
３ ２（５，１４）１（８，１８）１６（６，１０）７（１２，９）１３，１７，３－４＝１５ ４ ・（２，５）１４（１，１６，１８，１０）８（６，７）（１２，９）１３（１７，３）－４＝１５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤタイシ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Dubai Millennium デビュー ２００９．１２．２０ 阪神３着

２００７．３．５生 牡３黒鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation ６戦１勝 賞金 １２，１００，０００円
〔出走取消〕 シゲルウジヤス号は，疾病〔背部フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ヘヴンリーヴォイス号の騎手岩田康誠は，負傷のため池添謙一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソトビート号は，平成２２年５月２５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０１８ ４月２５日 晴 良 （２２京都３）第２日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．４
１：３１．５

良

良

１１ ブ イ コ ナ ン 牡３鹿 ５６ 小牧 太藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４８０－ ６１：３４．７ ３５．９�

５７ リバーハイランド 牡３鹿 ５６
５３ ▲高倉 稜後藤 繁樹氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４６８－ ６１：３５．０２ ２１．０�

８１３ ゴールスキー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �社台レースホース池江 泰郎 安平 追分ファーム ４５２－ ４１：３５．１� ４．０�
３４ マスターセイレーン 牝３鹿 ５４ 幸 英明�服部牧場 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 ４５４－ ２１：３５．２クビ １７４．１�
４６ � エーシンウェズン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.

Painter ５１８＋ ６１：３５．３� １．７�
７１２ ナイスミーチュー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７６－ ４ 〃 ハナ ８９．１	
６９ ラブグランデー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４３６＋ ６ 〃 アタマ ２９．９

６１０ ペガサスキングビー 牡３栃栗５６ 武 幸四郎松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４５６－ ２１：３５．５１� １１５．１�
５８ スティールパス 牝３黒鹿５４ 内田 博幸飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４３６＋ ４ 〃 アタマ ３５．４�
２２ スペシャルイモン 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４８０－ ４１：３５．７１� １５８．１
３３ ヘルズキッチン 牝３鹿 ５４ 浜中 俊山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 城地 和義 ４４０± ０１：３５．８クビ ６．２�
４５ グリューネワルト 牝３青鹿５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４５０－１０１：３６．０１� １１．５�
７１１ カンファーネオ 牡３鹿 ５６ 酒井 学楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４６２－ ８１：３６．１クビ ４５１．３�
８１４	 ワイドサンデー 牡３栗 ５６ 向山 牧廣瀬 普氏 大橋 敬永 日高 戸川牧場 ４５８＋ １１：３６．５２� ４１３．２�

（笠松） （笠松）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，７４１，０００円 複勝： ３８，１５４，２００円 枠連： １４，７９９，５００円

普通馬連： ５７，６２６，８００円 馬単： ４９，６７２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５４４，４００円

３連複： ７８，０４５，４００円 ３連単： １５３，５４０，７００円 計： ４４４，１２４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５９０円 複 勝 � ５６０円 � ３８０円 � ２２０円 枠 連（１－５） １０，３２０円

普通馬連 �� １６，７９０円 馬 単 �� ４０，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８３０円 �� １，８９０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ２５，１６０円 ３ 連 単 ��� ２６６，０００円

票 数

単勝票数 計 ２６７４１０ 的中 � ５８８２（８番人気）
複勝票数 計 ３８１５４２ 的中 � １５９１８（６番人気）� ２５１４９（４番人気）� ５４３５９（３番人気）
枠連票数 計 １４７９９５ 的中 （１－５） １０５９（１９番人気）
普通馬連票数 計 ５７６２６８ 的中 �� ２５３３（３２番人気）
馬単票数 計 ４９６７２０ 的中 �� ８９７（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５４４４ 的中 �� １６１５（３２番人気）�� ３３３６（２０番人気）�� ４５２４（１４番人気）
３連複票数 計 ７８０４５４ 的中 ��� ２２９０（５６番人気）
３連単票数 計１５３５４０７ 的中 ��� ４２６（４１８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．９―１２．７―１２．１―１１．５―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．３―４８．０―１：００．１―１：１１．６―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ イ コ ナ ン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．９．２７ 阪神５着

２００７．４．６生 牡３鹿 母 ブイルージュ 母母 ハツピーガーランド ８戦２勝 賞金 １６，７００，０００円
〔騎手変更〕 カンファーネオ号の騎手熊沢重文は，第３競走での落馬負傷のため酒井学に変更。

ゴールスキー号の騎手岩田康誠は，負傷のため吉田豊に変更。
※エーシンウェズン号は，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。



１２０１９ ４月２５日 晴 良 （２２京都３）第２日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２２ ク ロ ガ ネ 牡３芦 ５６ 秋山真一郎橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 浦河 笠松牧場 ４７８± ０１：５２．６ ８．７�

５８ タガノジンガロ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９４－ ２１：５２．８１� ９．５�

４６ ツルマルスピリット 牡３青鹿５６ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：５２．９� ３．３�
５９ ビタースウィート 牝３鹿 ５４

５２ △松山 弘平�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４２４± ０ 〃 ハナ １２．５�
２３ メメビーナス 牝３青鹿５４ 佐藤 哲三本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６４± ０１：５３．０� １８．０�
７１２ マジェスティバイオ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一バイオ� 藤原 英昭 平取 清水牧場 ４８４± ０１：５３．５３ ３．２	
４７ アイノグロー 牡３黒鹿５６ 幸 英明礒川 正明氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８８＋ ２１：５３．７１� １９６．２

３４ スーサンストリーム 牡３芦 ５６

５３ ▲高倉 稜林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４３６－ ２１：５４．０１� １３．０�
８１４� ガルビスティー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 愛 Janus Blood-

stock Inc ４９４＋１０１：５４．２� １０．６�
６１１ ゼットチャンプ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４９２＋ ２１：５４．７３ ８９．４
８１５ フーカットザチーズ 牝３芦 ５４ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４２２－ ６１：５５．５５ １６．９�
７１３	 エムオーミサイル 牡３鹿 ５６ 岡部 誠小栗 孝一氏 山中 輝久 むかわ 貞広 賢治 ４６８－ ２１：５５．６クビ ５５８．１�

（笠松） （愛知）

１１ ヤマイチジャパン 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 新ひだか 猪野毛牧場 B４６６－ ２１：５６．０２
 ４２．７�
６１０ ミ ゲ ー ル 牡３黒鹿５６ 田中 博康小林 保一氏 坪 憲章 熊本 吉村 功 ４６２± ０１：５６．４２
 ４７１．９�
３５ ペプチドルパン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊沼川 一彦氏 境 直行 新ひだか 岡田牧場 ４５６－ ７１：５６．６１
 １２０．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，８７６，１００円 複勝： ３９，８７０，８００円 枠連： ２４，０２２，５００円

普通馬連： ７０，６０７，４００円 馬単： ４５，０００，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，９２０，８００円

３連複： ９５，１４８，５００円 ３連単： １４５，９５７，３００円 計： ４７１，４０４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２６０円 � ２９０円 � １６０円 枠 連（２－５） １，６３０円

普通馬連 �� ４，３６０円 馬 単 �� ８，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� ５６０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ４，４６０円 ３ 連 単 ��� ３９，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２２８７６１ 的中 � ２０８８８（３番人気）
複勝票数 計 ３９８７０８ 的中 � ３７７６３（３番人気）� ３１２５１（５番人気）� ８５５２５（２番人気）
枠連票数 計 ２４０２２５ 的中 （２－５） １０８８５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７０６０７４ 的中 �� １１９５６（１８番人気）
馬単票数 計 ４５０００６ 的中 �� ３８０２（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７９２０８ 的中 �� ４６８１（２２番人気）�� １２７５７（３番人気）�� １０１４１（６番人気）
３連複票数 計 ９５１４８５ 的中 ��� １５７５２（９番人気）
３連単票数 計１４５９５７３ 的中 ��� ２７２２（１３４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．６―１２．８―１２．７―１３．３―１３．２―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３６．１―４８．９―１：０１．６―１：１４．９―１：２８．１―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．７
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ガ ネ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００９．６．２８ 札幌３着

２００７．２．２３生 牡３芦 母 ゴールドレリック 母母 Gold Bust １０戦２勝 賞金 １８，３５４，０００円
〔騎手変更〕 ペプチドルパン号の騎手岩田康誠は，負傷のため浜中俊に変更。
※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。



１２０２０ ４月２５日 晴 良 （２２京都３）第２日 第８競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時２５分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

５６ ナリタジャングル 牡４黒鹿５７ 内田 博幸�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ６２：１５．３ ５．９�

４４ サンライズトラスト 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４５６－ ６ 〃 クビ ２．０�
３３ フライングブラック 牡４青鹿５７ 和田 竜二広尾レース� 小崎 憲 浦河 岡部牧場 ４７２＋ ４２：１５．５１� ３．５�
５５ ナムラチェンジ 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４６６＋ ４２：１５．６� ２３．９�
７１０ ユウアールシー 牝５芦 ５５ 岡部 誠�アイテツ 田中 章博 浦河 杵臼牧場 ４８２＋ ４ 〃 アタマ ３３３．７�

（愛知）

７９ � エルプレジデンテ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４５０－１２２：１５．７クビ ６２．５�

１１ � キクノトップラン 牡５芦 ５７ 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 南部 功 ４８０－ ２ 〃 ハナ ４８．９	
８１１ ローズリパブリック 牡４芦 ５７

５５ △松山 弘平 
サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６０± ０ 〃 ハナ １６．７�
６８ ローズバンク 牝４黒鹿５５ 安藤 勝己吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ２ 〃 ハナ １０．５�
２２ メイショウグラード 牡５鹿 ５７ 池添 謙一松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４９０＋ ４２：１６．０２ ６０．２
６７ デイブレイクスベル 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎
協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４７２＋ ４２：１６．２１ ３３．９�
８１２� ハナノカカリチョウ 牡５青鹿５７ 鷹野 宏史池田 實氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４７０－２５２：１６．５１	 ７２．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，０７６，９００円 複勝： ２９，１２３，０００円 枠連： １７，４５７，３００円

普通馬連： ６６，８１６，７００円 馬単： ５２，９２２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０２８，１００円

３連複： ８２，６４４，６００円 ３連単： １８０，６８１，１００円 計： ４７６，７５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（４－５） ４５０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３５０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ５６０円 ３ 連 単 ��� ４，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２３０７６９ 的中 � ３１１０６（３番人気）
複勝票数 計 ２９１２３０ 的中 � ４０８７５（３番人気）� ８８６５６（１番人気）� ６０２１１（２番人気）
枠連票数 計 １７４５７３ 的中 （４－５） ２９１４５（２番人気）
普通馬連票数 計 ６６８１６７ 的中 �� ８８７９９（２番人気）
馬単票数 計 ５２９２２４ 的中 �� ２７１４３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０２８１ 的中 �� ２６０２９（２番人気）�� １４２６４（４番人気）�� ４４３６２（１番人気）
３連複票数 計 ８２６４４６ 的中 ��� １１０１０３（１番人気）
３連単票数 計１８０６８１１ 的中 ��� ２８２３３（１０番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１２．０―１３．３―１２．８―１３．２―１３．３―１２．５―１１．６―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２３．５―３５．５―４８．８―１：０１．６―１：１４．８―１：２８．１―１：４０．６―１：５２．２―２：０３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．７
１
３
６，７，１１，１，９，２，３－１０－８，１２－５，４
６，７，１，１１（２，９）（４，３）（１０，８）５－１２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタジャングル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００８．１１．８ 京都８着

２００６．３．１２生 牡４黒鹿 母 コリーナデルナ 母母 ダイナアルテミス １１戦２勝 賞金 １７，４６５，０００円
〔騎手変更〕 ローズバンク号の騎手岩田康誠は，負傷のため安藤勝己に変更。
※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。



１２０２１ ４月２５日 晴 良 （２２京都３）第２日 第９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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

３６ エーシンダックマン 牡３鹿 ５６ 岡部 誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４７８＋ ８１：２０．６ ２２．４�
（愛知）

２３ ケイアイデイジー 牝３芦 ５４ 幸 英明 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田 三千雄 ５１２＋ ２１：２０．７� １６．４�
６１１ パ ド ト ロ ワ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１８－ ２１：２１．２３ ４．９�
４７ ドリームフォワード 牡３栗 ５６ 川田 将雅セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４３４－ ４１：２１．３� ５５．４�
１１ � ケイアイルーラー 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 米 Morihiro

Kameda ４５４－ ４ 〃 クビ ８．６�
８１６ セレスロンディー 牡３青 ５６ 松山 弘平岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４５８± ０１：２１．４クビ ７．３�
７１５� ランリョウオー 牡３黒鹿５４ 藤岡 佑介吉田 和美氏 橋田 満 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４５２－ ２ 〃 ハナ ６．９	
８１８ キングレオポルド 牡３鹿 ５６ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５００－ ２ 〃 アタマ ６．３

５９ ニシノモレッタ 牝３栗 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４７６－ ４ 〃 クビ １０．３�
４８ ホクセツキングオー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ４８２± ０１：２１．６１	 ５７．５�
２４ シ ー マ ー ク 牡３栗 ５６ 吉田 豊 社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５２６± ０１：２１．９２ ３７．１�
６１２ ツルマルライダー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ５２０－ ２ 〃 ハナ １１５．５�
７１４ スリーボストン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４９６－ ６ 〃 アタマ ４８．０�
８１７ ナリタスプリング 牡３青鹿５６ 田中 博康�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４８６＋ ８１：２２．０クビ ８．６�
５１０� ケイアイブリザード 牡３芦 ５６ 酒井 学 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４８６＋ ８１：２３．２７ １２６．６�
７１３ メイショウデイム 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４３６＋ ２１：２５．０大差 ６３．４�
３５ レオプライム 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎�レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４４６± ０１：２６．６１０ ４３．７�
１２ ルクソールシチー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４３６± ０ （競走中止） ２２．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３９，８４９，２００円 複勝： ６９，５２３，３００円 枠連： ４８，６５９，６００円

普通馬連： １６８，７１０，９００円 馬単： ９０，５９１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，４２１，４００円

３連複： ２１９，２２３，７００円 ３連単： ３５８，８７６，１００円 計： １，０５０，８５５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２４０円 複 勝 � ７６０円 � ４６０円 � ２００円 枠 連（２－３） ９，２２０円

普通馬連 �� ２２，２７０円 馬 単 �� ４１，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，４８０円 �� ２，７２０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ５６，５１０円 ３ 連 単 ��� ３９４，１３０円

票 数

単勝票数 計 ３９８４９２ 的中 � １４０５９（９番人気）
複勝票数 計 ６９５２３３ 的中 � ２０５７５（１０番人気）� ３６８５０（８番人気）� １１２０２１（１番人気）
枠連票数 計 ４８６５９６ 的中 （２－３） ３８９６（２９番人気）
普通馬連票数 計１６８７１０９ 的中 �� ５５９１（６４番人気）
馬単票数 計 ９０５９１０ 的中 �� １５９５（１２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５４２１４ 的中 �� ２４５８（６２番人気）�� ５０４０（３３番人気）�� ６６０７（２６番人気）
３連複票数 計２１９２２３７ 的中 ��� ２８６３（１６９番人気）
３連単票数 計３５８８７６１ 的中 ��� ６７２（１１０８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．５―１１．３―１１．４―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．４―４５．７―５７．１―１：０８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンダックマン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２００９．６．２０ 阪神１着

２００７．３．６生 牡３鹿 母 エイシンチタニア 母母 ヴィデオピアノ ９戦３勝 賞金 ４６，８３３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ケイアイルーラー号の騎手岩田康誠は，負傷のため小牧太に変更。

ケイアイブリザード号の騎手熊沢重文は，第３競走での落馬負傷のため酒井学に変更。
〔発走状況〕 ニシノモレッタ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ルクソールシチー号は，競走中に疾病〔右第１指骨開放骨折〕を発症したため３コーナー通過後に競走中止。
〔その他〕 レオプライム号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウデイム号は，平成２２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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エーシンウェズン号
※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。



１２０２２ ４月２５日 晴 良 （２２京都３）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�第１５回アンタレスステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２１．４．２５以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�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２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２１．４．２４以前の
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（ただし２歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１１ ダイシンオレンジ 牡５鹿 ５６ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ４９８－ ４１：４９．７ １４．５�

２３ ナニハトモアレ 牡４黒鹿５６ 藤岡 佑介�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５０６＋１０１：４９．９１� ２４．３�
７１３ フサイチセブン 牡４鹿 ５８ 内田 博幸林 進氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋ ４１：５０．１１� ５．５�
４７ クリールパッション 牡５鹿 ５６ 佐藤 哲三横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４７４－１４１：５０．２� ４７．７�
３５ シルクメビウス 牡４鹿 ５７ 田中 博康有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ７．８�
６１０ タマモクリエイト 牡５鹿 ５６ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５２０± ０ 〃 クビ １３６．１�
４６ ロラパルーザ 牡４鹿 ５６ 吉田 豊�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ５０８± ０ 〃 アタマ ３０．３	
７１２ トランセンド 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０± ０１：５０．５１	 １．６

３４ ドリームサンデー 牡６青 ５６ 池添 謙一ロイヤルファーム� 池江 泰郎 千歳 ロイヤルファーム ５０２± ０ 〃 クビ ７８．７�
１１ マルブツリード 牡７栗 ５６ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ５０６＋１０１：５０．７１� １３３．４
８１５ フサイチピージェイ 牡５鹿 ５６ 小牧 太吉田 千津氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：５０．８� ２７．３�
５８ ピイラニハイウェイ 牡５黒鹿５６ 渡辺 薫彦金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：５０．９クビ ２０４．５�
８１４ ダイショウジェット 牡７鹿 ５６ 和田 竜二馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５５８± ０ 〃 クビ ４５．８�
２２ ウォータクティクス 牡５黒鹿５７ 岡部 誠 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：５２．３９ ２５．８�

（愛知）

５９ ラッシュストリート 
５栗 ５７ 秋山真一郎前田 幸治氏 岡田 稲男 三石 前川 隆則 ４８４－ ７１：５５．６大差 １０４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４０，２３３，９００円 複勝： ２０８，６８６，３００円 枠連： １２７，６３９，０００円

普通馬連： ６０６，７２４，０００円 馬単： ４００，３１８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８０，５９５，６００円

３連複： ８１６，３０３，９００円 ３連単： １，８６５，７３９，７００円 計： ４，３４６，２４１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ３７０円 � ６６０円 � ２１０円 枠 連（２－６） ５，１９０円

普通馬連 �� ８，１１０円 馬 単 �� １９，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９７０円 �� ８７０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� １４，１７０円 ３ 連 単 ��� １２３，６７０円

票 数

単勝票数 計１４０２３３９ 的中 � ７６６７０（４番人気）
複勝票数 計２０８６８６３ 的中 � １４１５９５（４番人気）� ７１３５８（７番人気）� ３１５３９７（２番人気）
枠連票数 計１２７６３９０ 的中 （２－６） １８１６９（１４番人気）
普通馬連票数 計６０６７２４０ 的中 �� ５５２５２（１９番人気）
馬単票数 計４００３１８６ 的中 �� １５２６９（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８０５９５６ 的中 �� ２２１３４（１８番人気）�� ５２７３９（８番人気）�� ２９０８４（１４番人気）
３連複票数 計８１６３０３９ 的中 ��� ４２５１７（３９番人気）
３連単票数 計１８６５７３９７ 的中 ��� １１１３４（２８６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１２．２―１２．３―１２．７―１２．６―１２．６―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２２．８―３５．０―４７．３―１：００．０―１：１２．６―１：２５．２―１：３７．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイシンオレンジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００８．４．５ 阪神８着

２００５．４．１生 牡５鹿 母 アシヤマダム 母母 キヤツトロンシヤン １７戦６勝 賞金 １１９，３３０，０００円
〔騎手変更〕 ピイラニハイウェイ号の騎手熊沢重文は，第３競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。

ダイショウジェット号の騎手岩田康誠は，負傷のため和田竜二に変更。
※出走取消馬 ワンダーアキュート号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２１頭 アートオブウォー号・ウエスタンヒート号・エプソムアーロン号・オセアニアボス号・カネトシツヨシオー号・

カリオンツリー号・キャプテンベガ号・クリーン号・ケイアイライジン号・シビルウォー号・セイクリムズン号・
ダイアナバローズ号・タガノエクリプス号・ダノンカモン号・チャームナデシコ号・トーセンアーチャー号・
ナムラハンター号・ポートラヴ号・マイネルシュピール号・メイショウサライ号・ワキノエクセル号

※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。



１２０２３ ４月２５日 晴 良 （２２京都３）第２日 第１１競走 ��２，０００�
ただす もり

糺 の 森 特 別
発走１６時１０分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

８１０ クーデグレイス 牝４黒鹿５５ 川田 将雅吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４７０－ ４２：００．１ ２．３�

８９ キンショーオトヒメ 牝５栗 ５５ 酒井 学礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４４４± ０ 〃 アタマ ４１．９�
５５ ラインドリーム 牝４黒鹿５５ 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４６８－ ４２：００．２� ７．３�
６６ ハッピーパレード 牝４黒鹿５５ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３２－ ４２：００．３� １８．２�
２２ カ イ ゼ リ ン 牝５青鹿５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４７０± ０ 〃 ハナ ３４．６�
４４ レディービスティー 牝５黒鹿５５ 松山 弘平ビスティーズホース

ユニオン 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４６８－１８ 〃 クビ ３３．９�
１１ レジェンドブルー 牝４鹿 ５５ 浜中 俊平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４３８－ ２２：００．４クビ ５．７	
３３ ボンバルリーナ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 松田 国英 追分 追分ファーム ４９２＋ ２２：００．５� ３．６

７７ カノヤトップレディ 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ５００＋１２ 〃 アタマ １４．７�
７８ プリティダンス 牝６栗 ５５ 藤岡 佑介横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６０－ ８ 〃 クビ ６５．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４４，９３１，２００円 複勝： ５７，５３３，６００円 枠連： ３１，２７２，３００円

普通馬連： １４４，０４３，９００円 馬単： ９７，５９９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，１６３，８００円

３連複： １６１，１１９，２００円 ３連単： ３８２，６０７，０００円 計： ９６３，２７０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ６３０円 � １８０円 枠 連（８－８） ３，６００円

普通馬連 �� ４，１３０円 馬 単 �� ５，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ３３０円 �� ２，６１０円

３ 連 複 ��� ７，９１０円 ３ 連 単 ��� ３８，９６０円

票 数

単勝票数 計 ４４９３１２ 的中 � １６００２２（１番人気）
複勝票数 計 ５７５３３６ 的中 � １６３８２４（１番人気）� １５７８３（８番人気）� ８２１６８（４番人気）
枠連票数 計 ３１２７２３ 的中 （８－８） ６４１３（１３番人気）
普通馬連票数 計１４４０４３９ 的中 �� ２５７４０（１４番人気）
馬単票数 計 ９７５９９４ 的中 �� １４１４０（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４１６３８ 的中 �� ７９６８（１５番人気）�� ３７８３８（３番人気）�� ３８０９（２７番人気）
３連複票数 計１６１１１９２ 的中 ��� １５０５１（２６番人気）
３連単票数 計３８２６０７０ 的中 ��� ７２４８（１２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３６．６―４９．０―１：０１．３―１：１３．９―１：２５．５―１：３７．１―１：４８．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クーデグレイス 
�
父 ホワイトマズル 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．７．１３ 函館５着

２００６．５．１２生 牝４黒鹿 母 グレイスルーマー 母母 ディスクジョッキー １６戦３勝 賞金 ８５，７７３，０００円
〔騎手変更〕 レディービスティー号の騎手岩田康誠は，負傷のため松山弘平に変更。
〔制裁〕 ラインドリーム号の騎手幸英明は，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１０，０００円。（８番・３番への進路

影響）
キンショーオトヒメ号の騎手酒井学は，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。（３番・８番への
進路影響）



１２０２４ ４月２５日 晴 良 （２２京都３）第２日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時４０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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１５� ネオフリーダム 牡５鹿 ５７
５４ ▲高倉 稜伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５１４－ ６１：１１．２ ８．２�

２３ マイプラーナ 牝４黒鹿５５ 小牧 太五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４７２＋ ６１：１１．５２ １２．２�
３４ ベストオブミー 牝５栗 ５５ 安藤 勝己飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４５０± ０ 〃 クビ １０．０�
７１３� アグネスイカロス 牡５栗 ５７ 内田 博幸渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 川島牧場 ５００－ ２１：１１．６� ７．３�
４６ ドクターラオウ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５０８± ０１：１１．７� ３．３�
３５ サンライズラッシュ 牡５栗 ５７ 向山 牧松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６８± ０１：１１．８� ３６．５�

（笠松）

５８ インプレッション �８黒鹿５７ 浜中 俊前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４－１０１：１１．９� ５８．５	
２２ キタノアラワシ 牡６鹿 ５７ 池添 謙一河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５１８＋ ２１：１２．０� ３９．３

８１４ ラインオブナイト 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５０２－１０１：１２．１クビ ５９．８�
６１０ サダムテンジン 牝４栗 ５５ 吉田 豊大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４６０－ ４１：１２．４１� ４．７
１１ グロッキーバルボア 牡４鹿 ５７ 和田 竜二飯田 吉哉氏 南井 克巳 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ２１：１２．８２� ７．１�
５９ � エイトサンデー 牡６鹿 ５７ 酒井 学河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５２０－１２ 〃 クビ ２６１．８�
７１２ リーガルスキーム 牡５栗 ５７ 川田 将雅 �キャロットファーム 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４７８＋ ６１：１３．２２� １７．２�
４７ ミキノセレナーデ 牝５鹿 ５５ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ １９１．９�
６１１ エンジェルフェザー 牝６黒鹿５５ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４７６－ ４１：１３．３� ４１２．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６３，２９０，２００円 複勝： ９４，３７２，３００円 枠連： ５１，５３８，７００円

普通馬連： ２１７，６６８，９００円 馬単： １２９，５４２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７７，６４６，３００円

３連複： ２７３，３７５，６００円 ３連単： ５４６，８６４，０００円 計： １，４５４，２９８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ３８０円 � ３６０円 � ３４０円 枠 連（２－８） ３，６００円

普通馬連 �� ５，０００円 馬 単 �� ９，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５９０円 �� １，８９０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ２０，５２０円 ３ 連 単 ��� １０６，２７０円

票 数

単勝票数 計 ６３２９０２ 的中 � ６０９４３（５番人気）
複勝票数 計 ９４３７２３ 的中 � ６６１１２（７番人気）� ６８９２１（６番人気）� ７４９７９（５番人気）
枠連票数 計 ５１５３８７ 的中 （２－８） １０５８６（２１番人気）
普通馬連票数 計２１７６６８９ 的中 �� ３２１６３（２１番人気）
馬単票数 計１２９５４２４ 的中 �� ９７７３（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７７６４６３ 的中 �� １２１１６（２０番人気）�� １００８０（２２番人気）�� １１４０７（２１番人気）
３連複票数 計２７３３７５６ 的中 ��� ９８３６（６９番人気）
３連単票数 計５４６８６４０ 的中 ��� ３７９８（３４６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．５―１２．０―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．７―４６．７―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．５
３ １５－１，１２，１３，５（１０，９，１４）（７，１１）（６，３）－２－４－８ ４ １５－１，１３（５，１２）（９，１４）１０（６，１１）（７，３）－（４，２）８

勝馬の
紹 介

�ネオフリーダム �
�
父 リンドシェーバー �

�
母父 パークリージエント

２００５．４．８生 牡５鹿 母 ベストケーキ 母母 サクラギンガ ８戦２勝 賞金 １７，９００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦０勝］

〔騎手変更〕 リーガルスキーム号の騎手岩田康誠は，負傷のため川田将雅に変更。
※出走取消馬 マイティーストーム号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイグローリアス号
（非抽選馬） ２頭 ウォーターリング号・プライムパレス号
※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。



（２２京都３）第２日 ４月２５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２６１，９７０，０００円
４，２６０，０００円
１８，７５０，０００円
１，７９０，０００円
２５，９４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，４４５，０００円
５，６０９，８００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
４４７，４６１，１００円
７０５，０５７，８００円
３９２，６０４，２００円
１，５５６，７３０，８００円
１，０４８，１１６，８００円
５３２，９３８，２００円
２，０５７，６１６，０００円
４，１６１，５５４，２００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 １０，９０２，０７９，１００円

総入場人員 ２５，９０１名 （有料入場人員 ２４，３３６名）




