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１２０１３ ４月２２日 曇 良 （２４京都３）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１４ シニスタークイーン 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４２６－ ４１：１２．８ １３．１�

８１５ ナムラアピア 牝３芦 ５４ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム ４７６＋ ２１：１３．０１� １．８�
５１０ サクラルモンド 牡３黒鹿５６ 浜中 俊�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ ７．５�
２４ ペプチドエメラルド 牝３青鹿５４ 武 英智沼川 一彦氏 昆 貢 浦河 杵臼牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ ５１．３�
１１ ツ バ キ 牝３鹿 ５４ 幸 英明白井 岳氏 小野 幸治 日高 白井牧場 ４４８± ０１：１３．１クビ ２９．１�
７１３ ピ ラ ミ ッ ド 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 H.H．シェイク・ハムダン 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０２ ― 〃 アタマ ７．３	
３５ ステップワイズ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太有限会社シルク千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 ４５６＋ ２１：１３．３１� ４６．３

４８ テイエムキュウベエ 牡３栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 ４７８＋ ２１：１３．６１� ４．８�
３６ ホッコーハッピー 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二矢部 幸一氏 大橋 勇樹 浦河 イーストファーム ４６２－１０ 〃 クビ ４３１．２�
５９ ディアザイン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦ディアレスト 山内 研二 安平 ノーザンファーム ４９０± ０１：１３．７� ９１．９
６１２ ワンダービジュー 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 浦河 帰山 清貴 ４１０＋ ６１：１４．０１� ２４７．２�
６１１ シゲルコウギョク 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜森中 蕃氏 田中 章博 平取 船越 伸也 ４６８＋ ４１：１４．１� ２５４．１�
８１６ シャトーエルシド 牝３鹿 ５４ 北村 友一円城 幸男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４１８± ０１：１４．３１ １０２．９�
２３ スズカパートナー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 ４２２＋ ４１：１５．０４ ２５．０�
１２ ニホンピロベリーノ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 ミルファーム ４１０ ―１：１５．３１� ２３１．８�
４７ スリーベルクイン 牝３青鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二永井商事� 加藤 敬二 新冠 村田牧場 ３５６－ ６１：１５．５１� ３１８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０８６，６００円 複勝： ３４，８３８，６００円 枠連： １１，３８５，２００円

馬連： ３９，０１９，３００円 馬単： ２８，７９４，５００円 ワイド： １８，７９８，７００円

３連複： ６１，９３３，３００円 ３連単： ９７，４１２，１００円 計： ３０８，２６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（７－８） ４１０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ８７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� １４，０９０円

票 数

単勝票数 計 １６０８６６ 的中 � ９６９６（５番人気）
複勝票数 計 ３４８３８６ 的中 � ２１０６８（５番人気）� １７００６３（１番人気）� ３５８８３（３番人気）
枠連票数 計 １１３８５２ 的中 （７－８） ２０６８９（１番人気）
馬連票数 計 ３９０１９３ 的中 �� ２８８５９（４番人気）
馬単票数 計 ２８７９４５ 的中 �� ８５０７（８番人気）
ワイド票数 計 １８７９８７ 的中 �� １２３８３（４番人気）�� ４６９２（１２番人気）�� ２０６１７（１番人気）
３連複票数 計 ６１９３３３ 的中 ��� ２６８２７（５番人気）
３連単票数 計 ９７４１２１ 的中 ��� ５１０５（３７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．６―１２．２―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３４．９―４７．１―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シニスタークイーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．１５ 京都３着

２００９．３．２２生 牝３黒鹿 母 フォーリアクイーン 母母 フ ォ ー リ ア ７戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 エトワールセブン号・コイスルオトメ号・テイエムブルーミン号・デルマアメノウズメ号・マーベラスルビー号
（非抽選馬） １頭 アラタマライト号

１２０１４ ４月２２日 曇 良 （２４京都３）第２日 第２競走 ��
��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５９ エアラーテル 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４５４± ０１：５５．２ １．４�

３６ マイネルボンド 牡３青鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B４８８± ０１：５５．６２� ５０．７�
２４ ベストウィッシュ 牡３青鹿５６ 小牧 太 �グリーンファーム 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５６２± ０１：５５．８１� １７．１�
１２ オトコノキズナ 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 ファニーフレンズファーム ４４６＋ ２ 〃 ハナ ７４．０�
８１５ タマモライオン 牡３栗 ５６ 和田 竜二タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 ４５６± ０１：５６．０１� １５．２�
２３ ミッキーマーチ 牡３栗 ５６ 内田 博幸野田みづき氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ５１２－１４１：５６．２１� ５．３	
６１１ インヴェストメント 牡３栗 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 ４９０＋ ２１：５６．５２ １３．７�
３５ サンレイホーム 牡３栗 ５６ 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 ４９６＋１２１：５６．６� ２１７．７�
８１６ ジョウショーサニー 牡３栗 ５６ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B５０８－ ８１：５６．８１ ３１７．２
７１３ スズカゴクウ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４３８± ０１：５６．９� ４４１．７�
５１０ ダイコクイモン 牡３青鹿５６ 岩田 康誠井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ４６２＋ ２１：５７．０� ２１．８�
４８ ナムラジャーナル 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 B４８８－ ６１：５７．１クビ ３８７．０�
１１ ブラッドサクセサー 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬 
社台レースホース荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－ ２１：５７．３１ ２０７．８�

７１４ ヤマカツメビウス 牡３栗 ５６ 川須 栄彦山田 和夫氏 武田 博 浦河 久保 時夫 ５２４ ―１：５７．４� １７３．８�
４７ マイネルソアレ 牡３栗 ５６ 北村 友一 �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 ４６４＋ ２１：５７．６１� ２１０．２�
６１２ ダンツフォワード 牡３栗 ５６ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 ４２６－ ６１：５８．７７ ２９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４１０，６００円 複勝： ８６，４３８，１００円 枠連： １４，２６１，８００円

馬連： ３９，４７０，７００円 馬単： ３７，８９０，４００円 ワイド： ２０，６１５，５００円

３連複： ６３，８４８，４００円 ３連単： １２９，３９１，６００円 計： ４１３，３２７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ５３０円 � ３００円 枠 連（３－５） １，８８０円

馬 連 �� ２，１４０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ４００円 �� ２，９５０円

３ 連 複 ��� ４，２４０円 ３ 連 単 ��� １４，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２１４１０６ 的中 � １２４６１９（１番人気）
複勝票数 計 ８６４３８１ 的中 � ６３７３４５（１番人気）� １３２０８（７番人気）� ２７５１９（４番人気）
枠連票数 計 １４２６１８ 的中 （３－５） ５６００（５番人気）
馬連票数 計 ３９４７０７ 的中 �� １３６２０（７番人気）
馬単票数 計 ３７８９０４ 的中 �� １０８２６（８番人気）
ワイド票数 計 ２０６１５５ 的中 �� ６６８５（９番人気）�� １３９３４（３番人気）�� １５７６（２５番人気）
３連複票数 計 ６３８４８４ 的中 ��� １１１１６（１６番人気）
３連単票数 計１２９３９１６ 的中 ��� ６４９５（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３６．８―４９．９―１：０３．１―１：１６．１―１：２９．２―１：４２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアラーテル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．３．１０ 阪神２着

２００９．４．２８生 牡３栗 母 エアミジェーン 母母 ア リ レ イ ナ ３戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔発走状況〕 ミッキーマーチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非抽選馬） １頭 テイエムアピール号

第３回 京都競馬 第２日



１２０１５ ４月２２日 曇 良 （２４京都３）第２日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

１２ サンマルクイーン 牝３栗 ５４ 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 B４５８－ ４１：３４．９ １２．７�

２４ ザ グ レ ー ス 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４０８－ ４ 〃 ハナ ３．０�

１１ スイートブライアー 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６＋ ８１：３５．１１� １４．４�
７１３ ハッピーアビラ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４４４－ ２ 〃 クビ ３．５�
５１０ ミーシャレヴュー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ４４４－ ２１：３５．３１� １１．１�
４７ ハワイアンウインド 牝３鹿 ５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４１：３５．５１� １７．１	
８１８ タキオンピュール 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４３４ ―１：３５．７１� １９０．１

７１４ ビューティサフラン 牝３黒鹿５４ 北村 友一海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４３６ ―１：３５．９１� ２９．３�
８１７ ジュディソング 牝３栗 ５４ 池添 謙一中辻 明氏 宮 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０＋ ６１：３６．１１� ５．８�
５９ ライングレイス 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ４１４ ― 〃 クビ ４０９．５
２３ ハッピーショット 牝３鹿 ５４ 小牧 太馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B４５４－ ６１：３６．３１ ８１．６�
６１１ サイレンスドリーム 牝３鹿 ５４ N．ピンナ 藤田 浩氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４５０ ―１：３６．６１� ５２．２�

（伊）

４８ マコトアルカディア 牝３鹿 ５４ 国分 恭介尾田左知子氏 矢作 芳人 日高 白井牧場 ４１８＋１２１：３６．８１ １５．３�
３６ ソ ー テ ル ヌ 牝３栗 ５４ 内田 博幸青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４５０ ―１：３６．９� ６６．４�
７１５ ヒ ラ ル ダ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘田所 英子氏 千田 輝彦 日高 天羽牧場 ４５０ ― 〃 クビ １４３．１�
８１６ タマモスターライト 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４０６± ０ 〃 アタマ １４５．８�
３５ タニノユニヴァース 牝３青鹿５４ 藤岡 康太谷水 雄三氏 日吉 正和 安平 ノーザンファーム ４４８ ―１：３７．３２� ２６２．９�
６１２ ア ラ イ シ ュ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４６０ ―１：３９．６大差 ２２９．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，８０９，７００円 複勝： ３４，０４１，１００円 枠連： １４，９７４，３００円

馬連： ４８，０２７，５００円 馬単： ２８，５６３，２００円 ワイド： ２１，１２２，２００円

３連複： ６０，３６３，１００円 ３連単： ８８，０１９，１００円 計： ３１３，９２０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ３３０円 � １５０円 � ３００円 枠 連（１－２） １，０８０円

馬 連 �� ２，４１０円 馬 単 �� ５，８００円

ワ イ ド �� ８００円 �� １，４２０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ６，９００円 ３ 連 単 ��� ３９，３７０円

票 数

単勝票数 計 １８８０９７ 的中 � １１６８０（５番人気）
複勝票数 計 ３４０４１１ 的中 � ２２９７１（５番人気）� ７９０３９（１番人気）� ２５９９６（４番人気）
枠連票数 計 １４９７４３ 的中 （１－２） １０３０９（４番人気）
馬連票数 計 ４８０２７５ 的中 �� １４７２８（６番人気）
馬単票数 計 ２８５６３２ 的中 �� ３６３７（２１番人気）
ワイド票数 計 ２１１２２２ 的中 �� ６５６８（６番人気）�� ３５５１（１８番人気）�� ７９４０（５番人気）
３連複票数 計 ６０３６３１ 的中 ��� ６４５８（２０番人気）
３連単票数 計 ８８０１９１ 的中 ��� １６５０（１１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．９―１：００．０―１：１１．６―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ ２，３（４，８）（７，１０）１（１３，１６）（９，１５，１７）（１４，１８）－（６，５）（１１，１２） ４ ２，３（４，７，８）（１，１０）（１３，１６）（９，１７，１８）－（１５，１４）（６，５）１１＝１２

勝馬の
紹 介

サンマルクイーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１２．１．９ 京都５着

２００９．３．２３生 牝３栗 母 ミスサイベリア 母母 Miss Tobacco ４戦１勝 賞金 ６，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アライシュ号は，平成２４年５月２２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。
（非抽選馬） ３頭 アドマイヤギャラン号・エムオービューティ号・コールミーシュガー号
※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。

１２０１６ ４月２２日 小雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都３）第２日 第４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 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：２８．４良・良

６１０ マーベラスカイザー 牡４栗 ５９ 小坂 忠士笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 ４９０＋ ６３：３６．２ ２．１�

８１４ シゲルジュウヤク 牡４栗 ５９ 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ７．３�
３３ � カワキタトップ 牡６芦 ６０ 金子 光希川島 吉男氏 梅内 忍 三石 木田牧場 ４７８＋ ２３：３６．５２ １１２．８�
１１ � クリノテンペスタ 牡５栗 ６０ 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４７４－ ４３：３６．７１ ３２．８�
６９ オンワードシェルタ 牡６鹿 ６０ 難波 剛健中西 功氏 新川 恵 浦河 オンワード牧場 ５０４± ０３：３７．２３ １９．８�
４５ プライドイズハート 牡８鹿 ６５ 山本 康志三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 B５１４＋１０３：３７．３� １６５．９�
８１３ アドマイヤテンクウ 牡５鹿 ６０ 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２８＋ ４３：３７．４� ２．８�
２２ � ヤマイチコマンド 牡６黒鹿６０ 黒岩 悠坂本 肇氏 鹿戸 明 宮城 佐々木 隆基 ４８２＋ ６３：３７．９３ ３６．８	
７１１ シゲルダイセン 牡６鹿 ６２ 植野 貴也森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４８４－ ４３：３８．２２ ７１．６

５８ マーブルジーン 牡８黒鹿 ６２

５９ ▲森 一馬下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ４９２＋ ４３：３８．４１� ２４５．０�
７１２ テイエムライジン 牡４栗 ５９ 田村 太雅竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４４６± ０３：３８．６１� ５０．８�
４６ エイユーブラッサム 牡５鹿 ６０ 白浜 雄造笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５２－ ２３：３９．８７ １６．１
３４ � アナザースター 牡７黒鹿６０ 林 満明山上 和良氏 田島 良保 静内 畠山牧場 ４６２－ ２３：４０．３３ ２２．９�
５７ マッキーケインズ 牡７栗 ６０ 今村 康成薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４２４－ ４３：４２．２大差 ３２８．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，１９９，３００円 複勝： １９，３８４，３００円 枠連： １５，７５３，１００円

馬連： ３６，０８８，７００円 馬単： ２６，６４９，４００円 ワイド： １５，９８５，３００円

３連複： ５２，７２４，８００円 ３連単： ９６，９５３，８００円 計： ２７８，７３８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １，４３０円 枠 連（６－８） １７０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ３，６９０円 �� ６，６７０円

３ 連 複 ��� ２０，１００円 ３ 連 単 ��� ５０，２５０円

票 数

単勝票数 計 １５１９９３ 的中 � ５９７８３（１番人気）
複勝票数 計 １９３８４３ 的中 � ５９２７３（１番人気）� ２７６６９（３番人気）� ２１５３（１１番人気）
枠連票数 計 １５７５３１ 的中 （６－８） ６９４７９（１番人気）
馬連票数 計 ３６０８８７ 的中 �� ３２４５９（２番人気）
馬単票数 計 ２６６４９４ 的中 �� ２０６６７（３番人気）
ワイド票数 計 １５９８５３ 的中 �� １３８２７（２番人気）�� ９８５（３５番人気）�� ５３９（４５番人気）
３連複票数 計 ５２７２４８ 的中 ��� １９３６（４８番人気）
３連単票数 計 ９６９５３８ 的中 ��� １４２４（１２７番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５１．８－３F ３８．２
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→」
�
�
１４，３（４，１１）５（２，１）８，９，１３，１２，１０＝７，６
１４，３－５（１１，１，１０）（２，９）＝４－（８，１３）－１２－６＝７

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

勝馬の
紹 介

マーベラスカイザー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．７．１０ 阪神９着

２００８．４．２９生 牡４栗 母 マーベラスウーマン 母母 ノンダムール 障害：３戦２勝 賞金 ２４，１００，０００円



１２０１７ ４月２２日 雨 良 （２４京都３）第２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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

１１ タニノシュヴァリエ 牡３青 ５６ 川田 将雅谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 ４８２－ ６２：１９．３ ５．５�

３６ マキハタテノール 牡３鹿 ５６ 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８４± ０２：１９．４� １８．７�
４８ インステイト 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２６＋ ８２：１９．６１� ２．２�
３５ マイネキャスリーン 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ４２：１９．８１� ４２．０�

８１７ マイネルアイザック 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �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 ４４４± ０２：１９．９� ９．７�

４７ ロードギフテッド 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 平取 船越 伸也 ４９２＋ ８２：２０．０� ２９．１	
５１０ ケープホーン 牝３青鹿５４ 横山 典弘吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７８± ０２：２０．２１� ２８．３

７１４ ドウニカナルデショ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦小田切有一氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ８２：２０．３� ４．１�
２３ 	 アンエイディッド 牝３青鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二�大樹ファーム 浅見 秀一 英 Eurostrait
Ltd ４２４＋ ６２：２０．５１� １７２．９�

８１５ ヴィサージュ 牡３栗 ５６ 国分 恭介ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４９４－１２２：２０．６� １１９．２
６１１ ロードバッカス 牡３栗 ５６ N．ピンナ �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム ４６４＋ ６２：２０．７� １３．２�

（伊）

８１６ ガ リ ュ ウ 牡３黒鹿５６ 幸 英明佐々木孝之氏 境 直行 様似 猿倉牧場 ４６６－ ２２：２０．８� １７２．４�
５９ ホッコーファイナル 
３黒鹿５６ 石橋 守矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７２－ ２２：２１．１２ ４５３．８�
２４ プレミアムペスカ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬ユーモード 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６４－ ２２：２１．２� ２３８．７�
６１２ マジョリティシチー 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 曾我 博 ４４８± ０２：２１．４１� ４２０．５�
７１３ ナンヨーウゼン 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士中村 �也氏 山内 研二 浦河 三好牧場 ４３０± ０２：２２．０３� ５４５．３�
１２ サンライズチケット 牡３鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４８０ ― （競走中止） ３６．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２３，３１９，４００円 複勝： ３６，４３０，２００円 枠連： １６，３５９，４００円

馬連： ５５，４７５，４００円 馬単： ３５，８７０，６００円 ワイド： ２５，１４２，８００円

３連複： ７２，０００，９００円 ３連単： １１７，９７６，４００円 計： ３８２，５７５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １６０円 � ３５０円 � １３０円 枠 連（１－３） ３，０１０円

馬 連 �� ３，７４０円 馬 単 �� ６，２２０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ３１０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ３，１９０円 ３ 連 単 ��� ３０，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２３３１９４ 的中 � ３３８７８（３番人気）
複勝票数 計 ３６４３０２ 的中 � ６１１８０（３番人気）� １９５０３（６番人気）� ９４２５９（１番人気）
枠連票数 計 １６３５９４ 的中 （１－３） ４０１９（１２番人気）
馬連票数 計 ５５４７５４ 的中 �� １０９７６（１３番人気）
馬単票数 計 ３５８７０６ 的中 �� ４２５８（２３番人気）
ワイド票数 計 ２５１４２８ 的中 �� ５４９４（１２番人気）�� ２３５７７（２番人気）�� ４８６３（１３番人気）
３連複票数 計 ７２０００９ 的中 ��� １６６７０（８番人気）
３連単票数 計１１７９７６４ 的中 ��� ２８４９（９０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１３．０―１３．２―１３．６―１３．８―１４．０―１２．７―１１．８―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２４．３―３７．３―５０．５―１：０４．１―１：１７．９―１：３１．９―１：４４．６―１：５６．４―２：０７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．７
１
３
６－（１，８）５，１７（３，１０，１２）（１４，１６）７（１１，１５）（４，１３）－９
６，１（５，８，１７）１６（１０，１２，１４）（３，７）９（１１，１５）－（４，１３）

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

勝馬の
紹 介

タニノシュヴァリエ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１２．３．４ 阪神３着

２００９．２．１１生 牡３青 母 タニノクラリッジ 母母 タニノデザート ４戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔競走中止〕 サンライズチケット号は，競走中に疾病〔右第１指骨粉砕骨折〕を発症し，１コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
※出走取消馬 ダイシンハンター号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。

１２０１８ ４月２２日 雨 稍重 （２４京都３）第２日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

３４ マ ラ ネ ロ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１６－ ８１：２４．１ ６．５�

６１０ キクノストーム 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦菊池 五郎氏 牧田 和弥 浦河 高村牧場 ４６６－ ４１：２４．２� １４６．７�
４７ メイショウゲンブ 牡３鹿 ５６ 北村 友一松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 ４６４－ ２１：２４．３� ７．１�
７１２ ヴァンヌーヴォー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００－ ２１：２４．４クビ ３５．０�
４６ ローレルレジェンド 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ローレルレーシング 吉村 圭司 新冠 協和牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ３．０�
８１５ ジョウショーキング 牡３青鹿５６ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４６０＋ ４１：２４．５� ３．６�
５８ フレイムオブピース 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 	社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４６２＋１０ 〃 アタマ １２．６

２２ ナムラハヤテ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 ４６０－ ６１：２４．６クビ １８．１�
７１３ セトブリッジ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 ４９０＋ ８１：２４．７� ３４．８�
８１４ ストリートハンター 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 	サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９４－ ６ 〃 ハナ ２６．９

（伊）

６１１ ゴールデンウィナー 牡３栗 ５６ 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４６０－ ８１：２５．０１� ２０．６�
３５ カシノインカローズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３０± ０ 〃 クビ ６１．６�
１１ エーシンクルゼ 牡３芦 ５６ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 ４９２－ ４１：２５．１� ２８．７�
２３ メイショウマサシゲ 牡３栗 ５６ 小牧 太松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 新冠橋本牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ １２１．７�
５９ トーホウサターン 牡３青鹿５６ 幸 英明東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４８０＋１０１：２５．３１� １４０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，３３１，０００円 複勝： ４４，５２８，０００円 枠連： １８，６５９，６００円

馬連： ６３，９３８，８００円 馬単： ３４，０７１，４００円 ワイド： ２７，１３８，１００円

３連複： ７７，８４３，０００円 ３連単： １１９，２６３，４００円 計： ４０８，７７３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２４０円 � ３，３４０円 � ２４０円 枠 連（３－６） ５，７４０円

馬 連 �� ４１，９１０円 馬 単 �� ６８，３３０円

ワ イ ド �� １０，６２０円 �� ７３０円 �� １１，７７０円

３ 連 複 ��� ６５，５９０円 ３ 連 単 ��� ４５８，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２３３３１０ 的中 � ２８４２９（３番人気）
複勝票数 計 ４４５２８０ 的中 � ５５６７７（３番人気）� ２７３０（１５番人気）� ５５５８９（４番人気）
枠連票数 計 １８６５９６ 的中 （３－６） ２４００（１９番人気）
馬連票数 計 ６３９３８８ 的中 �� １１２６（７１番人気）
馬単票数 計 ３４０７１４ 的中 �� ３６８（１３１番人気）
ワイド票数 計 ２７１３８１ 的中 �� ６０８（７４番人気）�� ９８１５（６番人気）�� ５４８（７６番人気）
３連複票数 計 ７７８４３０ 的中 ��� ８７６（１６３番人気）
３連単票数 計１１９２６３４ 的中 ��� １９２（９８８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．５―１２．２―１２．２―１２．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．６―３４．１―４６．３―５８．５―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ラ ネ ロ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１１．１１．２０ 京都４着

２００９．２．８生 牡３黒鹿 母 ドリームスキーム 母母 Dream Ticket ５戦２勝 賞金 １５，５００，０００円
〔騎手変更〕 ヴァンヌーヴォー号の騎手武豊は，負傷のため浜中俊に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１２０１９ ４月２２日 雨 稍重 （２４京都３）第２日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

４５ ネ ク タ ル 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４８４－ ８１：５１．８ １．４�

２２ アルディエス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�G１レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム ４４６－ ２１：５２．１１� ７．８�
４４ ヴォーグトルネード 牡３栗 ５６ 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６４± ０ 〃 クビ ２０．５�
１１ コウエイチャンス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６４－ ４ 〃 アタマ ２４．６�
５６ ハイランドジャガー 牡３芦 ５６ 藤岡 康太小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５１４＋１０１：５２．３１� ２５．５�
３３ � リアライズナマステ 牡３栗 ５６ 小牧 太工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

４４４－ ５１：５２．４	 １５３．２	
５７ アズマリュウセイ 牡３黒鹿５６ 国分 優作東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ５００± ０１：５３．３５ ６８．１

８１２ キ ク タ ロ ウ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅国田 正忠氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 ４５６＋ ４１：５３．４� ９．５�
６９ コスモアケルナル 牡３栗 ５６ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム ４８０－ ２１：５３．７１� １３．７�
８１３
 カンタベリーナイト 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４７４－ ４１：５４．１２	 １１８．２
７１０ テイエムオウショウ 牡３栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 ４４０± ０１：５４．９５ ９９．１�
６８ � サウンドガガ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

４６２± ０１：５５．６４ ５１．４�
７１１ テイエムワカタカ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 ４６２＋ ２１：５６．５５ ６１．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，６６０，０００円 複勝： ９３，２５７，６００円 枠連： １５，８７０，５００円

馬連： ５３，６４３，１００円 馬単： ４７，８９３，４００円 ワイド： ２６，９４９，４００円

３連複： ７８，９２５，７００円 ３連単： １７３，６６６，９００円 計： ５２２，８６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ３７０円 枠 連（２－４） ３４０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ４４０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� ４，２６０円

票 数

単勝票数 計 ３２６６００ 的中 � １９４７８４（１番人気）
複勝票数 計 ９３２５７６ 的中 � ６６０６８２（１番人気）� ６０４３４（２番人気）� ２１４４５（６番人気）
枠連票数 計 １５８７０５ 的中 （２－４） ３５０９９（１番人気）
馬連票数 計 ５３６４３１ 的中 �� ９９３５３（１番人気）
馬単票数 計 ４７８９３４ 的中 �� ６８９５９（１番人気）
ワイド票数 計 ２６９４９４ 的中 �� ３６７８８（１番人気）�� １４７５５（５番人気）�� ４２０３（１５番人気）
３連複票数 計 ７８９２５７ 的中 ��� ３２６２５（５番人気）
３連単票数 計１７３６６６９ 的中 ��� ３０１５１（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３５．５―４８．０―１：０１．０―１：１３．４―１：２５．９―１：３８．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネ ク タ ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１２．２．４ 京都１着

２００９．３．１０生 牡３栗 母 ピノシェット 母母 Pink Turtle ３戦２勝 賞金 １５，８００，０００円
〔騎手変更〕 キクタロウ号の騎手武豊は，負傷のため川田将雅に変更。

１２０２０ ４月２２日 曇 稍重 （２４京都３）第２日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

２：２２．６
２：２２．１

良

良

２２ クリサンセマム 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４６８＋１２２：２８．８ ５．３�

８９ ワンダーアームフル 牡７鹿 ５７
５４ ▲水口 優也山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５２６－ ６２：２９．０１� １８．７�

７８ � リッカタキシード 牡５黒鹿５７ 横山 典弘立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４６２＋２０２：２９．２１ ７９．５�
８１０ ロードランパート 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７０± ０ 〃 ハナ ２．５�
１１ � ア ゲ マ リ 牡４栗 ５７ N．ピンナ 橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 惣田 英幸 ５００－ ２２：２９．３	 ４８．４�

（伊）

３３ フェニックスソード 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４７０＋ ２２：２９．５１	 ２０．６	
５５ オールターゲット 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４６４＋ ４２：２９．６	 ３．３

４４ クーガーストリート 牡４青鹿５７ 和田 竜二 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４８４－ ８２：２９．９２ １９．８�
６６ アスールアラテラ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３６－ ６２：３０．１１� ２４．６�
７７ アクアブルーフライ 牡５栗 ５７ 長谷川浩大佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ５０２＋ ４２：３０．２	 ７．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２２，８２４，９００円 複勝： ２８，３３９，７００円 枠連： １２，８３５，４００円

馬連： ４９，５２５，５００円 馬単： ３８，５１４，５００円 ワイド： ２１，９９６，１００円

３連複： ６３，４７８，０００円 ３連単： １５０，１３７，５００円 計： ３８７，６５１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２３０円 � ４１０円 � １，６８０円 枠 連（２－８） ５４０円

馬 連 �� ３，９６０円 馬 単 �� ８，６１０円

ワ イ ド �� １，３３０円 �� ５，０５０円 �� ７，９６０円

３ 連 複 ��� ７７，０６０円 ３ 連 単 ��� ３３１，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２２８２４９ 的中 � ３４４１２（３番人気）
複勝票数 計 ２８３３９７ 的中 � ３９６４０（３番人気）� １８００１（６番人気）� ３７１４（１０番人気）
枠連票数 計 １２８３５４ 的中 （２－８） １７８６５（２番人気）
馬連票数 計 ４９５２５５ 的中 �� ９２４０（１７番人気）
馬単票数 計 ３８５１４５ 的中 �� ３３０４（３０番人気）
ワイド票数 計 ２１９９６１ 的中 �� ４２０４（１８番人気）�� １０５９（３４番人気）�� ６６８（４１番人気）
３連複票数 計 ６３４７８０ 的中 ��� ６０８（９４番人気）
３連単票数 計１５０１３７５ 的中 ��� ３３４（４５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２４．６―３６．６―４９．６―１：０２．３―１：１４．９―１：２８．０―１：４０．６―１：５３．１―２：０５．１―２：１６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．７
１
３
１（４，９）－（２，５）（３，６）８，７－１０
１－（４，９）５，２（３，６）７（８，１０）

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

勝馬の
紹 介

クリサンセマム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Montjeu デビュー ２０１１．３．１９ 阪神９着

２００８．２．２１生 牡４黒鹿 母 ミスペンバリー 母母 Stitching ６戦２勝 賞金 １４，８００，０００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。



１２０２１ ４月２２日 曇 稍重 （２４京都３）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

か み が も

上賀茂ステークス
発走１４時２５分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．４．２３以降２４．４．１５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１３ ローマンレジェンド 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０８＋ ６１：５１．２ ２．４�

８１５ サンライズモール 牡５栗 ５８ 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４８８－ ２１：５１．４１ ６．９�
７１４ メタギャラクシー 牡５鹿 ５４ 佐藤 哲三 �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 B４８８－ ４１：５１．６１� ２９．０�
１１ ナイスミーチュー 牡５鹿 ５５ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５１０－ ４ 〃 ハナ ４．４�
４８ � ヒシパーフェクト 牡６鹿 ５３ 国分 恭介阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Thomas L.

Nichols ４７８＋ ４ 〃 クビ ６０．８�
２４ ミッキーバラード 牡５鹿 ５５ 北村 友一野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 ５４０＋ ４１：５１．９１� ７．９�
６１２ ダノンハラショー 牡５栗 ５４ 川田 将雅�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ４１：５２．１１� ６３．１	
１２ アクティビューティ 牝５芦 ５３ 太宰 啓介
宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５０８－ ６ 〃 ハナ ４９．７�
８１６ サクラブライアンス 牡５黒鹿５６ 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 ４８６＋ ４１：５２．２クビ １４．７�
６１１ エアペイシェンス 牡６栗 ５５ N．ピンナ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４５２± ０１：５２．３	 ４６．０

（伊）

５９ ポーカーフェイス 牡８栗 ５３ 高倉 稜前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６± ０ 〃 クビ ３１２．３�
４７ アキノグローブ 牡５鹿 ５４ 藤岡 康太穐吉 正孝氏 千田 輝彦 新冠 斉藤 安行 ４９２＋ ８１：５２．５１	 ４１．９�
３６ サンヴァンサン 牝５栗 ５２ 国分 優作万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２＋ ６１：５３．１３	 ７５．７�
２３ ハードシーキング 牡８鹿 ５０ 中井 裕二津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５０６＋ ８１：５３．４１� ３５１．９�
５１０ エ ン リ ル 牡４栃栗５５ 川須 栄彦前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４＋ ４１：５３．５� １２．６�
３５ タガノジンガロ 牡５鹿 ５８ 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 ５０６＋ ６１：５３．８１� ２８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，７８５，９００円 複勝： ５７，７８４，３００円 枠連： ２５，８１３，０００円

馬連： １１６，９８９，４００円 馬単： ６３，８７４，４００円 ワイド： ４３，８１４，０００円

３連複： １４１，７８２，４００円 ３連単： ２５３，９７０，０００円 計： ７３８，８１３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � ５２０円 枠 連（７－８） ４８０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，２７０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� ６，０２０円 ３ 連 単 ��� １７，９２０円

票 数

単勝票数 計 ３４７８５９ 的中 � １１７８７８（１番人気）
複勝票数 計 ５７７８４３ 的中 � １４４９５４（１番人気）� ６２３８０（４番人気）� ２１７２３（７番人気）
枠連票数 計 ２５８１３０ 的中 （７－８） ３９９１２（１番人気）
馬連票数 計１１６９８９４ 的中 �� １００２７９（２番人気）
馬単票数 計 ６３８７４４ 的中 �� ３３９０６（２番人気）
ワイド票数 計 ４３８１４０ 的中 �� ３１２５９（２番人気）�� ８１４６（１１番人気）�� ４３６８（３１番人気）
３連複票数 計１４１７８２４ 的中 ��� １７３８７（１５番人気）
３連単票数 計２５３９７００ 的中 ��� １０４６５（３５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１３．２―１２．８―１２．５―１２．３―１２．０―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３７．２―５０．０―１：０２．５―１：１４．８―１：２６．８―１：３８．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローマンレジェンド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１１．１．５ 京都３着

２００８．２．２４生 牡４黒鹿 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend ７戦４勝 賞金 ５０，７０５，０００円
〔騎手変更〕 ヒシパーフェクト号の騎手武豊は，負傷のため国分恭介に変更。
〔その他〕 タガノジンガロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タガノジンガロ号は，平成２４年５月２２日まで出走できない。
※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 チュウワブロッサム号
※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。

１２０２２ ４月２２日 曇 稍重 （２４京都３）第２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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

２４ ガ ン ジ ス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２１：２２．１ ３．６�

６１１ メジャーアスリート 牡３栗 ５７ 和田 竜二�G１レーシング 高木 登 浦河 有限会社
松田牧場 ５００－ ４ 〃 クビ ２９．２�

７１３ ニシノスタイル 牡３鹿 ５６ 小牧 太西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 川上牧場 ４７８＋ ４１：２２．２� ２５．９�
４７ オコレマルーナ 牡３青鹿５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３４－ ４１：２２．３クビ ４．４�
３６ マコトナワラタナ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４３６± ０１：２２．４� １３．０�
３５ タ マ ラ マ 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９６－ ２１：２２．５� ５０．４�
２３ ヒシワイルド 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二阿部雅一郎氏 河内 洋 新冠 飛渡牧場 ４５６－ ２ 〃 アタマ ６０．９	
５１０ ファインチョイス 牝３鹿 ５５ 池添 謙一宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 ４４６＋ ２１：２２．６� ９．９

４８ マコトリヴァーサル 牡３鹿 ５６ 浜中 俊尾田左知子氏 須貝 尚介 様似 出口 繁夫 ５０２＋ ２１：２２．９１� １６．９�
５９ キングオブロー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム ４８０＋ ２ 〃 ハナ １１．３�
６１２ トウケイヘイロー 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 ４７０± ０ 〃 アタマ ４．５

（伊）

１２ メイショウヒデタダ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ １１７．１�
８１６ ネオヴァンクル 牡３栗 ５７ 北村 友一小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５０６－ ２１：２３．０� ９９．０�
８１５ キリシマトリオ 牡３黒鹿５６ 幸 英明西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 ４８０＋ ８ 〃 クビ ２６．２�
１１ テイエムハエンカゼ 牡３栗 ５６ 国分 恭介竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５６＋ ６１：２３．３１� ３８６．６�
７１４ メイショウゾンビ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４６４－ ２１：２３．４� ２４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，０５３，３００円 複勝： ７３，４７８，２００円 枠連： ３５，５９１，７００円

馬連： １５７，４１９，８００円 馬単： ８２，６７２，８００円 ワイド： ５５，３６２，３００円

３連複： １９７，４５０，５００円 ３連単： ３３７，２１１，６００円 計： ９８３，２４０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １９０円 � ８３０円 � ５９０円 枠 連（２－６） ８４０円

馬 連 �� ４，６９０円 馬 単 �� ８，２２０円

ワ イ ド �� １，５３０円 �� １，３３０円 �� ５，３２０円

３ 連 複 ��� ２７，４５０円 ３ 連 単 ��� １３３，５１０円

票 数

単勝票数 計 ４４０５３３ 的中 � ９７１６５（１番人気）
複勝票数 計 ７３４７８２ 的中 � １３７４１２（２番人気）� １９６８０（１１番人気）� ２８９８３（８番人気）
枠連票数 計 ３５５９１７ 的中 （２－６） ３１３１５（３番人気）
馬連票数 計１５７４１９８ 的中 �� ２４８１６（１８番人気）
馬単票数 計 ８２６７２８ 的中 �� ７４２９（３２番人気）
ワイド票数 計 ５５３６２３ 的中 �� ９０１１（１７番人気）�� １０４４８（１４番人気）�� ２４９５（６０番人気）
３連複票数 計１９７４５０５ 的中 ��� ５３１０（９４番人気）
３連単票数 計３３７２１１６ 的中 ��� １８６４（４１３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．９―１１．９―１１．４―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．８―４６．７―５８．１―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ジ ス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１２．１．１４ 京都１着

２００９．４．４生 牡３栗 母 ジュメイラビーチ 母母 Adoradancer ４戦２勝 賞金 ３０，９７１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 メイショウゾンビ号の騎手武豊は，負傷のため岩田康誠に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



１２０２３ ４月２２日 曇 稍重 （２４京都３）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�第４３回読売マイラーズカップ（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２３．４．２３以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２３．４．２２以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を
除く）

読売新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ５５，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，３００，０００円 ５，５００，０００円
付 加 賞 １，３５８，０００円 ３８８，０００円 １９４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

８１７ シ ル ポ ー ト 牡７鹿 ５６ 小牧 太河� 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ５００± ０１：３３．２ ６．９�

２３ ダノンシャーク 牡４鹿 ５６ 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４３８± ０１：３３．４１ ８．９�
３６ コスモセンサー 牡５栗 ５６ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５１０± ０１：３３．６１� ９．３�
７１３ ヤマカツハクリュウ 牡５芦 ５６ 川須 栄彦山田 博康氏 松田 博資 浦河 鮫川 啓一 ４８８＋ ２１：３３．７� １５３．２�
４７ レッドデイヴィス 	４鹿 ５６ 安藤 勝己 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８４－ ６ 〃 クビ １１．１�
３５ トウショウフリーク 牡５鹿 ５６ 浜中 俊トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６８± ０１：３３．８� ２５．１	
６１１ フィフスペトル 牡６鹿 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２± ０ 〃 アタマ ８．４

１１ トーセンレーヴ 牡４鹿 ５６ N．ピンナ 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：３３．９クビ ６．４�

（伊）

２４ キングストリート 牡６鹿 ５６ 佐藤 哲三河� 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 B４９０＋ ２ 〃 クビ １４４．８
５９ ミッキードリーム 牡５栗 ５６ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８８＋１２１：３４．０クビ ５７．５�
７１５ ダノンヨーヨー 牡６栗 ５６ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１６－ ２１：３４．３１� １８．０�
６１２ ネオサクセス 牡５鹿 ５６ 川田 将雅秋場 清�氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B４６６－ ４ 〃 クビ ７９．４�
８１８ グランプリボス 牡４鹿 ５８ 内田 博幸�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４９８－１０ 〃 アタマ ２５．３�
８１６
 エイシンアポロン 牡５栗 ５８ 池添 謙一平井 豊光氏 松永 昌博 米 Silk and Scar-

let Syndicate ５１６＋１０１：３４．４� ７．６�
５１０ ドリームバスケット 牡５栗 ５６ 藤岡 佑介セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５０－ ４１：３４．５� ３６．３�
１２ リーチザクラウン 牡６青鹿５６ 藤田 伸二西山 茂行氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１８＋ ４１：３４．６クビ ４５．０�
４８ マルカフェニックス 牡８栗 ５６ 秋山真一郎河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５３２＋ ６１：３４．７� ２０９．４�
７１４ リアルインパクト 牡４鹿 ５８ 岩田 康誠 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１２± ０１：３４．８クビ ６．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６５，７２６，６００円 複勝： ２５０，４０９，６００円 枠連： １７７，８２８，４００円

馬連： ８５９，８２４，４００円 馬単： ３９２，７７２，６００円 ワイド： ２４９，９３２，４００円

３連複： １，１９０，８９０，９００円 ３連単： ２，１１９，０９６，４００円 計： ５，４０６，４８１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２７０円 � ２７０円 � ３００円 枠 連（２－８） １，４７０円

馬 連 �� ３，５６０円 馬 単 �� ６，７５０円

ワ イ ド �� １，３６０円 �� ９６０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ７，９８０円 ３ 連 単 ��� ３６，８７０円

票 数

単勝票数 計１６５７２６６ 的中 � １９１９９２（３番人気）
複勝票数 計２５０４０９６ 的中 � ２５１０４６（４番人気）� ２５４４９９（３番人気）� ２１７３４２（７番人気）
枠連票数 計１７７８２８４ 的中 （２－８） ８９５７１（７番人気）
馬連票数 計８５９８２４４ 的中 �� １７８２９８（２０番人気）
馬単票数 計３９２７７２６ 的中 �� ４２９４９（３１番人気）
ワイド票数 計２４９９３２４ 的中 �� ４４５９９（２１番人気）�� ６４８０９（８番人気）�� ５８２９４（９番人気）
３連複票数 計１１９０８９０９ 的中 ��� １１０２１５（２７番人気）
３連単票数 計２１１９０９６４ 的中 ��� ４２４２２（９４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１１．９―１１．３―１１．２―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．９―３４．３―４６．２―５７．５―１：０８．７―１：２０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．７
３ １７，５，２，６（１１，１６）１（８，９，１４，１８）（３，１０）１３，１５，７（４，１２） ４ １７－５（６，２）（１１，１６）１（３，８，９，１８）１４，１３，１０（７，１５）（４，１２）

勝馬の
紹 介

シ ル ポ ー ト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１．２７ 京都３着

２００５．３．２４生 牡７鹿 母 スペランツァ 母母 フ ジ ャ ブ ４４戦１０勝 賞金 ３６７，１６８，０００円
〔騎手変更〕 ドリームバスケット号の騎手武豊は，負傷のため藤岡佑介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２３頭 アンシェルブルー号・イケトップガン号・エーシンハーバー号・オウケンサクラ号・ゴールスキー号・

ジェネラルノブレス号・シゲルソウサイ号・スギノエンデバー号・スプラッシュエンド号・スペシャルハート号・
スマートステージ号・ダンスファンタジア号・ツルマルネオ号・テイエムオオタカ号・ネオヴァンドーム号・
パワーストラグル号・ピースオブパワー号・フォーエバーマーク号・フラガラッハ号・ミキノバンジョー号・
リクエストソング号・ロビンフット号・ロードバリオス号

※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。

１２０２４ ４月２２日 曇 稍重 （２４京都３）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

２２ ア バ ウ ト 牡４栗 ５７ 福永 祐一副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５１２－ ４１：３５．２ ４．６�

７８ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ N．ピンナ 尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５０４－ ２１：３５．４１� ２５．２�
（伊）

７９ ヴ ィ ジ ャ イ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５０８－ ４１：３５．５� ９．２�

８１０ カネトシパサージュ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４７０－ ２１：３５．７１� ５．９�
４４ アグネスサクラ 牝６鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４１：３５．８クビ ４．０�
１１ メイショウスクラム 牡６鹿 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４９８＋ ４１：３５．９	 ４２．９�
５５ パワーエース 牡６鹿 ５７ 小林 徹弥	まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４９６＋ ２１：３６．０	 １２７．９

８１１ ワキノブライアン 
６栗 ５７ 北村 友一脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ １８．９�
３３ � リビングストン 牡６青鹿５７ 横山 典弘 	サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５０６－ ４１：３６．１� ３．３�
６６ カ ミ ダ ノ ミ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸北側 雅司氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６１：３６．４２ １２．４
６７ � スマートスパークル 牡６栗 ５７

５４ ▲水口 優也栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４８６＋ ４１：３８．７大差 ２９０．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４１，３４５，３００円 複勝： ５５，７７０，０００円 枠連： ２８，１７２，０００円

馬連： １２６，７６８，０００円 馬単： ７７，０１９，９００円 ワイド： ４３，５２３，８００円

３連複： １５６，４２１，６００円 ３連単： ３６１，２９４，３００円 計： ８９０，３１４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２００円 � ５６０円 � ３００円 枠 連（２－７） １，５００円

馬 連 �� ５，４３０円 馬 単 �� ９，０２０円

ワ イ ド �� １，７７０円 �� ７１０円 �� ２，２６０円

３ 連 複 ��� １１，５５０円 ３ 連 単 ��� ７０，８２０円

票 数

単勝票数 計 ４１３４５３ 的中 � ７１５３６（３番人気）
複勝票数 計 ５５７７００ 的中 � ８７５８４（３番人気）� ２２５２５（８番人気）� ４７８５３（５番人気）
枠連票数 計 ２８１７２０ 的中 （２－７） １３９４１（９番人気）
馬連票数 計１２６７６８０ 的中 �� １７２４６（２２番人気）
馬単票数 計 ７７０１９９ 的中 �� ６３０６（３６番人気）
ワイド票数 計 ４３５２３８ 的中 �� ５９３７（２３番人気）�� １５９６６（８番人気）�� ４６０８（２８番人気）
３連複票数 計１５６４２１６ 的中 ��� ９９９９（４０番人気）
３連単票数 計３６１２９４３ 的中 ��� ３７６５（２３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１２．７―１２．２―１１．９―１１．７―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．３―４８．０―１：００．２―１：１２．１―１：２３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．０
３ ７，１１，２，８（１，４）１０（５，９）（３，６） ４ ・（７，１１）（２，８）（１，４，１０）９，５，６，３

勝馬の
紹 介

ア バ ウ ト �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１０．１１．２８ 京都４着

２００８．４．７生 牡４栗 母 ビューティフルゴールド 母母 Before Dawn １５戦３勝 賞金 ３７，３９９，０００円
〔発走状況〕 ヴィジャイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※ピルケンハンマー号は，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。

４レース目



（２４京都３）第２日 ４月２２日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９３，３９０，０００円
５，６６０，０００円
３，０１０，０００円
２７，１００，０００円
６３，９２１，０００円
５，６６０，８００円
１，７２８，０００円

勝馬投票券売得金
４５９，５５２，６００円
８１４，６９９，７００円
３８７，５０４，４００円
１，６４６，１９０，６００円
８９４，５８７，１００円
５７０，３８０，６００円
２，２１７，６６２，６００円
４，０４４，３９３，１００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １１，０３４，９７０，７００円

総入場人員 １７，７７５名 （有料入場人員 １６，０６９名）


