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13013 4月22日 晴 良 （30京都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）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

59 ファステンバーグ 牝3青鹿54 岩田 康誠合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 438＋121：13．1 6．9�
34 ブルベアオクラ 牝3鹿 54 松若 風馬 �ブルアンドベア 沖 芳夫 浦河 酒井牧場 438＋ 21：13．73� 169．6�
815 ウォーターシドモア 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 462± 01：14．01� 23．2�
610 ピエナシニスター 牝3栗 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 458＋ 81：14．53 26．1�
35 ナ リ ッ シ ュ 牝3栗 54 藤懸 貴志�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 506 ― 〃 クビ 56．1	
46 テイエムオーラコ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 長浜 秀昭 460＋ 21：14．6クビ 38．4

11 スギノアルテミス 牝3鹿 54 国分 恭介杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 416－ 21：14．7� 42．2�
47 グランシェーヌ 牝3黒鹿54 浜中 俊間宮 秀直氏 佐々木晶三 浦河 富田牧場 434＋ 41：14．8� 36．4�
713 ビーアマルフィ 牝3芦 54

53 ☆小崎 綾也馬場 祥晃氏 牧田 和弥 日高 日高大洋牧場 418－ 41：15．12 3．9
814 ワンダーアグリコラ 牝3黒鹿54 幸 英明山本 能成氏 沖 芳夫 新ひだか 城地牧場 428－ 41：15．2クビ 186．9�
23 ダズリングジュエル 牝3栗 54 岩崎 翼岡 浩二氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 440± 01：15．41� 270．2�
22 クリノユナチャン 牝3鹿 54 柴田 未崎栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 飛渡牧場 450± 01：15．82� 282．4�
712 タガノデネブ 牝3鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432＋ 21：16．01� 343．0�
611 クローバーレッド 牝3鹿 54 高倉 稜�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 山際 智 456± 0 〃 ハナ 358．4�
58 チカフェンネル 牝3黒鹿54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 栄進牧場 508－ 4 （競走中止） 1．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，000，100円 複勝： 76，046，800円 枠連： 15，608，000円
馬連： 49，011，500円 馬単： 32，250，200円 ワイド： 34，508，600円
3連複： 75，200，900円 3連単： 129，965，800円 計： 437，591，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 400円 � 7，290円 � 1，280円 枠 連（3－5） 4，810円

馬 連 �� 72，350円 馬 単 �� 150，230円

ワ イ ド �� 13，910円 �� 1，210円 �� 25，270円

3 連 複 ��� 221，170円 3 連 単 ��� 2，243，450円

票 数

単勝票数 計 250001 的中 � 28765（3番人気）
複勝票数 計 760468 的中 � 56678（3番人気）� 2535（12番人気）� 15216（6番人気）
枠連票数 計 156080 的中 （3－5） 2513（10番人気）
馬連票数 計 490115 的中 �� 525（46番人気）
馬単票数 計 322502 的中 �� 161（84番人気）
ワイド票数 計 345086 的中 �� 628（44番人気）�� 7610（11番人気）�� 345（59番人気）
3連複票数 計 752009 的中 ��� 255（145番人気）
3連単票数 計1299658 的中 ��� 42（902番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．1―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．5―47．6―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファステンバーグ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2017．10．28 京都15着

2015．4．21生 牝3青鹿 母 ヴィクトリアズワイルドキャット 母母 Flaming Mirage 9戦1勝 賞金 10，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 チカフェンネル号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出走取消馬 マロンパンナ号（疾病〔左前肢跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ハクユウゴールド号

13014 4月22日 晴 良 （30京都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

611 ヴィジャランス 牡3青鹿 56
55 ☆加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 B536－ 41：55．7 5．4�

47 タガノヤマト 牡3栗 56 浜中 俊八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 506± 0 〃 アタマ 2．0�

12 ショウナンバローロ 牡3鹿 56 川田 将雅国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 488＋ 4 〃 ハナ 17．0�
612 ボアヴィスタ 牡3鹿 56 和田 竜二 �シルクレーシング 石坂 正 浦河 笠松牧場 520－ 41：56．02 28．6�
11 ジューングラスミー 牡3鹿 56 岩田 康誠吉川 潤氏 吉村 圭司 浦河 丸幸小林牧場 502 ―1：56．1クビ 22．7�
35 カ ザ ン 牡3鹿 56 武 豊	キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 アタマ 3．5

713 リリーマイスター 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 506－ 41：56．63 42．0�
48 マウロカズマ 牡3鹿 56 国分 優作合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B444－ 6 〃 クビ 278．0�
714 カ タ ギ 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也杉澤 光雄氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 442－ 21：56．7� 76．6
24 テイエムナナイロ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 458＋ 21：56．8クビ 571．5�
816 ライブリテックス 牡3青鹿56 幸 英明加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 488－ 21：57．01� 18．0�
815 ナリタカピリナ 牝3鹿 54 岩崎 翼	オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 482＋ 2 〃 ハナ 26．7�
59 サトノガバナー 牡3青鹿56 国分 恭介 	サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 チャンピオン

ズファーム 472－ 4 〃 ハナ 168．6�
23 キクノドラート �3鹿 56 秋山真一郎菊池 五郎氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 490－ 61：59．2大差 182．2�
36 タイセイクロンヌ 牡3芦 56

55 ☆小崎 綾也田中 成奉氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 512 ―1：59．73 403．9�
510 スナークビシャモン 牡3鹿 56 松山 弘平杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 有限会社

吉田ファーム 496 ―2：03．2大差 41．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，437，000円 複勝： 39，289，800円 枠連： 14，099，000円
馬連： 51，752，900円 馬単： 24，130，300円 ワイド： 35，851，600円
3連複： 73，492，900円 3連単： 90，028，500円 計： 358，082，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 110円 � 200円 枠 連（4－6） 470円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 220円 �� 740円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 計 294370 的中 � 43044（3番人気）
複勝票数 計 392898 的中 � 56951（2番人気）� 150385（1番人気）� 33106（4番人気）
枠連票数 計 140990 的中 （4－6） 23238（2番人気）
馬連票数 計 517529 的中 �� 74962（2番人気）
馬単票数 計 241303 的中 �� 13428（4番人気）
ワイド票数 計 358516 的中 �� 47454（1番人気）�� 10718（7番人気）�� 23100（3番人気）
3連複票数 計 734929 的中 ��� 36161（3番人気）
3連単票数 計 900285 的中 ��� 8591（16番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―13．6―13．6―12．3―12．8―12．9―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―38．3―51．9―1：04．2―1：17．0―1：29．9―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴィジャランス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．11．25 東京14着

2015．4．24生 牡3青鹿 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 ヴィジャランス号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スナークビシャモン号は，「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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 フードゥルブラン号

第３回 京都競馬 第２日



13015 4月22日 晴 良 （30京都3）第2日 第3競走 ��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

36 クインズチャパラ 牝3鹿 54 松若 風馬亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 448 ―1：09．1 11．8�
24 ダイメイスズ 牝3鹿 54 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 430－ 41：09．31� 18．2�
48 シーサイドロマンス 牝3鹿 54 高倉 稜吉田 千津氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 4 〃 ハナ 279．8�
35 ブライトパス 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470－ 21：09．51� 2．2�
612 ラペールノアール 牝3青 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 392＋ 21：09．6� 64．3	
11 ラポートトーク 牝3青鹿54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 458± 01：09．81� 5．5

510 アルレーサー 牡3鹿 56 古川 吉洋�エーティー 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B450－ 6 〃 クビ 4．9�
47 オ ル ニ ス 牝3黒鹿54 福永 祐一中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 540＋ 21：09．9クビ 8．7�
818 メイショウイライザ 牝3黒鹿54 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 430－ 4 〃 ハナ 355．2
23 メイショウメイホウ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 466－ 21：10．11� 39．6�
715 リーゼントアイリス 牝3黒鹿54 国分 優作三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 406－ 8 〃 アタマ 140．7�
59 ハンズヘイロー 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太永山 勝敏氏 藤沢 則雄 新ひだか 川端 英幸 476＋14 〃 クビ 344．6�
714 ネ リ チ ャ ギ 牝3栗 54 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 船越牧場 430＋ 81：10．2� 95．2�
816 センターフィールド 牝3青鹿54 四位 洋文中野 秀樹氏 武 英智 新ひだか 坂本 智広 462－ 2 〃 クビ 312．1�
817 アモーレジョディー 牝3栗 54 和田 竜二 �ローレルレーシング 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 434＋ 21：10．3クビ 19．0�
713 アーヴァイン 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 服部 牧場 474－ 41：10．4� 18．7�
611 アイアンナッツ 牝3栗 54 田中 健池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか 原口牧場 406＋ 81：10．61� 704．1�
12 テイエムブルグッコ 牝3青鹿54 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか タイヘイ牧場 442＋ 81：10．7� 347．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，417，000円 複勝： 46，235，200円 枠連： 15，219，400円
馬連： 61，618，200円 馬単： 29，780，900円 ワイド： 41，130，200円
3連複： 84，988，100円 3連単： 98，924，600円 計： 412，313，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 470円 � 470円 � 5，700円 枠 連（2－3） 950円

馬 連 �� 9，950円 馬 単 �� 18，890円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 23，590円 �� 26，090円

3 連 複 ��� 505，880円 3 連 単 ��� 1，749，270円

票 数

単勝票数 計 344170 的中 � 23277（5番人気）
複勝票数 計 462352 的中 � 27248（8番人気）� 27539（7番人気）� 1923（14番人気）
枠連票数 計 152194 的中 （2－3） 12364（4番人気）
馬連票数 計 616182 的中 �� 4799（32番人気）
馬単票数 計 297809 的中 �� 1182（57番人気）
ワイド票数 計 411302 的中 �� 3561（32番人気）�� 447（75番人気）�� 404（77番人気）
3連複票数 計 849881 的中 ��� 126（329番人気）
3連単票数 計 989246 的中 ��� 41（1498番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．6―46．2―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．5
3 9（8，10）5（7，12）1（4，14）（3，15）（2，18）－6，13，16，17，11 4 9（8，10）（5，7，12）（1，4，14）（3，15，18）（2，6）（13，16）17，11

勝馬の
紹 介

クインズチャパラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2015．4．18生 牝3鹿 母 ネ ネ グ ー ス 母母 サンスプリング 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリノルーベンス号・ショウナンバースト号・ソルトドリーム号
（非抽選馬） 1頭 レノカズマ号

13016 4月22日 晴 良 （30京都3）第2日 第4競走 ��
��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

816 アイスストーム 牡3鹿 56 和田 竜二ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 524± 02：01．4 2．3�

715 ピボットポイント 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462－ 22：01．61� 3．1�
713 レーガノミクス 牡3鹿 56 川田 将雅�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 520－ 22：01．81� 12．1�
36 オークヒルロッジ 牡3青鹿56 岩田 康誠宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 514＋ 22：02．01� 20．0�
23 スズカワークシップ 牡3鹿 56 浜中 俊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 464± 0 〃 クビ 23．4	
817 サトノジュウザ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－102：02．1クビ 66．1

818 サトノルーリー 牝3黒鹿54 川島 信二 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 洞	湖 レイクヴィラファーム 404± 02：02．2� 38．0�
612 スズカゼフィール 牡3黒鹿56 秋山真一郎永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472－ 62：02．41� 163．0�
47 ダノンアポロン 牡3鹿 56 松山 弘平�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 490＋ 42：02．61� 12．2
48 スマートレイブン 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 池江 泰寿 新ひだか 静内山田牧場 466－ 62：02．7� 57．9�
12 タガノボンバー 
3鹿 56 岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 462 ―2：02．91 10．9�
611 ピエナルシオル 牝3鹿 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 440 ―2：03．11� 22．0�
714 カ ン ズ 牝3鹿 54 松若 風馬杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 460－ 5 〃 ハナ 204．8�
35 ブルックリン 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 504－ 6 〃 クビ 68．7�
11 ライトブライト 牡3栗 56 小牧 太新井 浩明氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 446＋122：03．2� 355．0�
59 スイートレモネード 牝3鹿 54 四位 洋文 �キャロットファーム 武 英智 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－102：03．41� 110．7�
24 サ イ ン 牡3芦 56 幸 英明�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ B464－ 82：04．99 43．5�
510 タイセイターゲット 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極田中 成奉氏 浜田多実雄 平取 有限会社中
田牧場 482－142：10．3大差 565．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，645，800円 複勝： 43，418，100円 枠連： 16，732，600円
馬連： 58，495，700円 馬単： 29，812，200円 ワイド： 44，352，900円
3連複： 84，532，900円 3連単： 102，257，500円 計： 411，247，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（7－8） 220円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 160円 �� 460円 �� 500円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，660円

票 数

単勝票数 計 316458 的中 � 105521（1番人気）
複勝票数 計 434181 的中 � 124213（1番人気）� 98250（2番人気）� 41339（3番人気）
枠連票数 計 167326 的中 （7－8） 58178（1番人気）
馬連票数 計 584957 的中 �� 153099（1番人気）
馬単票数 計 298122 的中 �� 39705（1番人気）
ワイド票数 計 443529 的中 �� 89144（1番人気）�� 20997（3番人気）�� 19020（5番人気）
3連複票数 計 845329 的中 ��� 76044（1番人気）
3連単票数 計1022575 的中 ��� 27835（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．8―49．1―1：01．4―1：14．5―1：26．9―1：38．6―1：49．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アイスストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Red Ransom デビュー 2018．1．21 京都7着

2015．5．12生 牡3鹿 母 デザートチル 母母 Storm Song 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 タイセイターゲット号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 サウンドスター号・サンレイポケット号



13017 4月22日 晴 良 （30京都3）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

12 サクラアリュール 牡3栗 56 松山 弘平�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 464± 01：52．7 12．3�
23 エ イ コ ー ン 牡3鹿 56 浜中 俊西森 鶴氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 454＋ 41：52．91� 13．1�
11 サンライズセナ 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 486－ 41：53．11� 46．4�
714 オ ノ リ ス 牡3黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492－ 21：53．31� 4．6�
611 ド ゥ リ ト ル 牡3黒鹿56 福永 祐一大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 486－ 2 〃 クビ 35．2	
36 キタサンヴィクター 牡3鹿 56 岩崎 翼�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 494－ 21：53．4� 29．8

816 メイショウワザシ 牡3栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 522－18 〃 ハナ 20．9�
35 ロイヤルパールス 牡3鹿 56 高倉 稜ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B506＋ 61：53．82� 209．4�
48 アドマイヤキング 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 536＋161：54．11� 13．7
815 テーオーフォース 牡3黒鹿56 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 466－ 81：54．31� 7．4�
612 タガノタイト 牡3鹿 56 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 21：54．83 39．6�
713 ニホンピロレスター 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 480＋ 41：55．0� 116．4�
24 マリアスパン 牝3鹿 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 470－ 61：55．31� 49．2�
510 モズノーブルギフト 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �キャピタル・システム 	島 一歩 日高 目黒牧場 528－ 21：55．83 83．2�
47 エンパイアミライ 牡3黒鹿56 C．ルメール 田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 490－101：55．9� 2．1�
59 テーオールチア 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 470－ 6 〃 同着 101．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，526，800円 複勝： 56，102，000円 枠連： 17，697，800円
馬連： 72，650，800円 馬単： 34，952，100円 ワイド： 52，720，600円
3連複： 109，699，700円 3連単： 122，706，100円 計： 512，055，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 300円 � 380円 � 1，250円 枠 連（1－2） 3，270円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 9，960円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 4，150円 �� 5，640円

3 連 複 ��� 36，180円 3 連 単 ��� 176，510円

票 数

単勝票数 計 455268 的中 � 29453（4番人気）
複勝票数 計 561020 的中 � 54819（4番人気）� 39960（5番人気）� 10351（12番人気）
枠連票数 計 176978 的中 （1－2） 4182（14番人気）
馬連票数 計 726508 的中 �� 11608（17番人気）
馬単票数 計 349521 的中 �� 2631（35番人気）
ワイド票数 計 527206 的中 �� 9661（16番人気）�� 3244（43番人気）�� 2375（52番人気）
3連複票数 計1096997 的中 ��� 2274（106番人気）
3連単票数 計1227061 的中 ��� 504（514番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．9―22．9―35．6―48．8―1：01．1―1：13．6―1：26．7―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サクラアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gulch デビュー 2017．9．18 阪神1着

2015．3．27生 牡3栗 母 シロガネーゼカフェ 母母 Wajna 6戦2勝 賞金 18，942，000円

13018 4月22日 晴 良 （30京都3）第2日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

22 アルジャーノン 牡3栗 56 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 北田 剛 434± 01：33．8 14．6�
33 ロードイヒラニ 牡3青鹿56 C．ルメール �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 462－ 41：34．01� 4．6�
810 アーデルワイゼ 牝3青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 クビ 7．5�
44 シゲルホウレンソウ 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 484－ 61：34．32 8．3�
55 ライトオンキュー 牡3鹿 56 四位 洋文ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋101：34．83 3．3	
66 アトレヴィード 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 450± 01：35．33 2．9

79 ハルキストン 牡3鹿 56 白浜 雄造若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 B436－ 41：35．72� 91．9�
11 オーロスターキス 牝3栗 54 和田 竜二加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 472＋ 41：36．12� 23．1�
78 ツーエムアリエス 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也水谷 昌晃氏 本田 優 新ひだか 水丸牧場 466－ 41：36．73� 78．7
811 モズオラクル 牡3栗 56 小牧 太 �キャピタル・システム 飯田 祐史 新ひだか 野坂牧場 B490－ 41：37．12� 347．9�
67 スカイルーク 牡3鹿 56 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 460－121：37．2クビ 132．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，404，900円 複勝： 37，745，600円 枠連： 10，795，200円
馬連： 56，677，200円 馬単： 30，754，300円 ワイド： 34，394，800円
3連複： 73，744，000円 3連単： 119，728，800円 計： 395，244，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 300円 � 170円 � 190円 枠 連（2－3） 2，500円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，010円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 31，130円

票 数

単勝票数 計 314049 的中 � 17117（6番人気）
複勝票数 計 377456 的中 � 27589（6番人気）� 66518（3番人気）� 52450（4番人気）
枠連票数 計 107952 的中 （2－3） 3345（11番人気）
馬連票数 計 566772 的中 �� 20122（12番人気）
馬単票数 計 307543 的中 �� 4871（22番人気）
ワイド票数 計 343948 的中 �� 12744（11番人気）�� 8416（14番人気）�� 15953（8番人気）
3連複票数 計 737440 的中 ��� 15068（13番人気）
3連単票数 計1197288 的中 ��� 2788（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．8―46．6―58．3―1：10．3―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルジャーノン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．11．25 京都3着

2015．4．24生 牡3栗 母 クラウディーハート 母母 サザンシーラ 7戦2勝 賞金 15，250，000円



13019 4月22日 晴 良 （30京都3）第2日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時20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

68 ワンダーウマス 牡4鹿 57 岩田 康誠山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 B484－ 21：52．2 17．2�
711 マイネルブロッケン 牡4青鹿57 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 B430－ 41：52．52 2．7�
56 ジャストコーズ �5青鹿57 C．ルメール �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500＋ 41：52．81	 4．2�
33 ジョースターライト 牡5青鹿57 幸 英明上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B462± 01：53．12 15．3�
710
 ラ ロ ー デ 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也飯田 正剛氏 松田 国英 米 Chiyoda Farm,
Shizunai B484－ 21：53．31� 136．4	

11 � ウインプルミエ 牝4鹿 55 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B446＋ 4 〃 アタマ 123．0

45 クリノアントニヌス 牡4栗 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 528－ 21：53．4	 25．9�
57 エフハリスト 牡5青鹿57 松山 弘平吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 472± 01：53．61� 7．2�
22 トウカイエクレール 牡5鹿 57 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 480－ 21：53．81 5．0
44 ビービーアヴィド 牡4黒鹿57 秋山真一郎坂東 勝彦氏 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 6 〃 クビ 30．5�
813� メイクミーハッピー 牡4栗 57 松若 風馬大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 448＋ 21：53．9	 215．9�
812 デュパルクカズマ 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436－ 21：54．53	 73．2�
69 セヴィルロアー 牡4鹿 57 川田 将雅北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 476＋ 61：54．6クビ 11．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，582，100円 複勝： 46，782，500円 枠連： 15，947，700円
馬連： 67，240，700円 馬単： 33，165，400円 ワイド： 44，100，400円
3連複： 92，687，900円 3連単： 120，617，600円 計： 453，124，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 390円 � 130円 � 180円 枠 連（6－7） 780円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，360円 �� 330円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 25，220円

票 数

単勝票数 計 325821 的中 � 15120（7番人気）
複勝票数 計 467825 的中 � 21937（7番人気）� 122709（1番人気）� 67668（3番人気）
枠連票数 計 159477 的中 （6－7） 15755（3番人気）
馬連票数 計 672407 的中 �� 20415（9番人気）
馬単票数 計 331654 的中 �� 5225（19番人気）
ワイド票数 計 441004 的中 �� 14617（9番人気）�� 7643（19番人気）�� 38814（2番人気）
3連複票数 計 926879 的中 ��� 21473（11番人気）
3連単票数 計1206176 的中 ��� 3467（88番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―12．3―12．4―12．7―12．8―12．6―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．0―35．3―47．7―1：00．4―1：13．2―1：25．8―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーウマス �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．8．14 新潟5着

2014．5．24生 牡4鹿 母 コーブライミー 母母 イノセントラジー 11戦2勝 賞金 17，300，000円

13020 4月22日 晴 良 （30京都3）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

713 トウカイレーヌ 牝4青 55 古川 吉洋内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 424－ 41：08．4 18．6�
48 スワーヴアーサー 牡5鹿 57 C．ルメール�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 クビ 1．9�
714 パールズベスト 牝4青鹿55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 442± 01：08．5クビ 12．8�
510 アドマイヤジャズ 牡6青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋121：08．6� 16．6�
816 メイショウトキン �5黒鹿57 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 478－ 4 〃 クビ 224．1�
59 ダノンメモリー �5鹿 57 幸 英明�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 528－ 21：08．7� 4．6	
11 サイモンゼーレ 牡5鹿 57 武 豊澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 484－ 2 〃 ハナ 5．8

12 シ グ ル ー ン 牝4栗 55 松若 風馬岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 452－ 81：09．23 20．8�
47 シ ア ン 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 418＋ 2 〃 アタマ 172．2�
612 スズカウルトラ 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 474－12 〃 クビ 264．2
24 ミヤラビランド 牝4鹿 55 菱田 裕二石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 456＋121：09．3� 48．2�
36 キ ク ノ レ レ 牝4黒鹿55 秋山真一郎菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 松田 憲一 458－101：09．51� 103．5�
611 ヨドノベスト 牡4鹿 57 岩田 康誠海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 村上牧場 B448± 01：09．71� 133．0�
23 サウンドドゥイット 牡6鹿 57 浜中 俊増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 454＋ 2 〃 クビ 22．7�
35 プレシャスロード �6青鹿57 和田 竜二山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 458－12 〃 アタマ 45．6�
815	 ベストティアラ 牝5青 55

54 ☆小崎 綾也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 むかわ 上水牧場 500－101：09．8クビ 254．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，888，200円 複勝： 70，910，400円 枠連： 22，957，000円
馬連： 95，146，100円 馬単： 47，097，700円 ワイド： 56，944，600円
3連複： 119，426，100円 3連単： 188，010，300円 計： 641，380，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 300円 � 110円 � 220円 枠 連（4－7） 590円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，020円 �� 400円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 42，790円

票 数

単勝票数 計 408882 的中 � 17520（6番人気）
複勝票数 計 709104 的中 � 37074（6番人気）� 295618（1番人気）� 59863（4番人気）
枠連票数 計 229570 的中 （4－7） 29885（3番人気）
馬連票数 計 951461 的中 �� 49677（5番人気）
馬単票数 計 470977 的中 �� 6687（16番人気）
ワイド票数 計 569446 的中 �� 30778（5番人気）�� 6555（24番人気）�� 39015（3番人気）
3連複票数 計1194261 的中 ��� 21637（14番人気）
3連単票数 計1880103 的中 ��� 3185（138番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．2―11．0―12．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．2
3 14（6，15）13（2，11）（1，10）9（3，7，8）5，16（4，12） 4 14（15，13，1）6（2，10）（3，11）（8，9）－（7，16）（4，12）－5

勝馬の
紹 介

トウカイレーヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．3 中山6着

2014．4．23生 牝4青 母 トウカイミステリー 母母 タイキミステリー 5戦2勝 賞金 12，500，000円
〔制裁〕 サイモンゼーレ号の騎手武豊は，3コーナーで外側に斜行したことについて平成30年4月28日から平成30年5月6日まで騎

乗停止。（被害馬：7番・5番・8番・9番）



13021 4月22日 晴 良 （30京都3）第2日 第9競走 ��
��2，200�

ひ ら さ ん

比 良 山 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，29．4．22以降30．4．15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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

77 ベイビーステップ 牡4鹿 54 岩田 康誠大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 488± 02：13．8 14．8�
88 ラ ル ク 牝5鹿 53 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454＋ 6 〃 ハナ 2．0�
44 ホットファイヤー 牡5鹿 55 福永 祐一西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 478± 02：13．9� 6．0�
33 � スティルウォーター 牝5黒鹿52 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 414－ 22：14．11	 7．7�
66 メイショウオオゼキ 
8鹿 53 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B494＋ 62：14．31� 154．3�
89 アルメリアブルーム 牝4鹿 53 浜中 俊 	サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 424± 02：14．4� 4．3

11 � ピエナアラシ 牡4鹿 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 482＋ 62：14．61 10．9�
55 タガノシャルドネ 牡4鹿 54 和田 竜二八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440± 02：14．7� 27．9�
22 プティットクルール 牝4黒鹿51 田中 健首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 438＋ 62：14．91	 25．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，783，600円 複勝： 45，561，500円 枠連： 16，450，000円
馬連： 87，849，600円 馬単： 49，642，900円 ワイド： 51，637，800円
3連複： 112，640，000円 3連単： 240，237，800円 計： 651，803，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 300円 � 130円 � 160円 枠 連（7－8） 930円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，130円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 22，180円

票 数

単勝票数 計 477836 的中 � 25686（6番人気）
複勝票数 計 455615 的中 � 27859（6番人気）� 119203（1番人気）� 77115（3番人気）
枠連票数 計 164500 的中 （7－8） 13632（5番人気）
馬連票数 計 878496 的中 �� 52431（6番人気）
馬単票数 計 496429 的中 �� 8693（20番人気）
ワイド票数 計 516378 的中 �� 25382（7番人気）�� 10355（16番人気）�� 57688（2番人気）
3連複票数 計1126400 的中 ��� 36753（8番人気）
3連単票数 計2402378 的中 ��� 7851（80番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．1―12．6―12．5―12．7―11．9―11．9―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．6―37．7―50．3―1：02．8―1：15．5―1：27．4―1：39．3―1：50．7―2：02．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベイビーステップ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2016．10．2 中山9着

2014．4．12生 牡4鹿 母 カルテブランシェ 母母 シェナンドアリバー 16戦3勝 賞金 35，697，000円

13022 4月22日 晴 良 （30京都3）第2日 第10競走 ��
��1，900�

ももやま

桃山ステークス
発走15時00分 （ダート・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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

712 ジュンヴァルカン 牡5鹿 57 岩田 康誠河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526＋ 21：58．0 13．9�
23 ミキノトランペット 牡4鹿 57 武 豊谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 526－ 21：58．21� 13．7�
611 タイセイパルサー 牡5黒鹿57 藤岡 佑介田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488－ 81：58．3� 13．2�
11 	 ソレイユドパリ 牡4栗 57 福永 祐一吉田 千津氏 堀 宣行 米 Stone Farm 520－ 61：58．4クビ 3．5�
22 テルペリオン 牡4栗 57 C．ルメール�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 526－ 21：58．72 2．6�
34 クラウンシャイン 牡6栗 57 四位 洋文�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 480－ 41：58．8� 69．1	
35 ティーポイズン 牡7栗 57 浜中 俊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 514± 01：59．54 64．0

610 ホーリーブレイズ 牡4鹿 57 和田 竜二村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 466＋ 41：59．81
 12．1�
46 フ ァ ド ー グ �7黒鹿57 川田 将雅 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：59．9
 11．6
59 ウインユニファイド 牡6黒鹿57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B522－ 2 〃 ハナ 29．7�
713 タガノヴェローナ 牝4芦 55 国分 恭介八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472± 02：00．0クビ 95．4�
814 ピ ッ ト ボ ス 牡5鹿 57 幸 英明前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 522＋162：00．31
 18．7�
58 タガノグルナ 牡4鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 62：01．78 14．3�
47 オ ル ナ 牡6鹿 57 松若 風馬�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 516＋ 22：01．91� 82．9�
815 メイスンウォー 牡8鹿 57 小崎 綾也梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470－ 22：05．0大差 483．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 54，538，200円 複勝： 73，773，600円 枠連： 33，473，800円
馬連： 146，261，800円 馬単： 60，335，800円 ワイド： 83，810，200円
3連複： 200，138，000円 3連単： 262，290，200円 計： 914，621，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 620円 � 420円 � 370円 枠 連（2－7） 2，030円

馬 連 �� 10，770円 馬 単 �� 19，050円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 3，960円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 49，880円 3 連 単 ��� 260，130円

票 数

単勝票数 計 545382 的中 � 31196（7番人気）
複勝票数 計 737736 的中 � 29829（9番人気）� 46638（6番人気）� 54433（5番人気）
枠連票数 計 334738 的中 （2－7） 12735（8番人気）
馬連票数 計1462618 的中 �� 10522（33番人気）
馬単票数 計 603358 的中 �� 2375（61番人気）
ワイド票数 計 838102 的中 �� 6390（39番人気）�� 5444（45番人気）�� 7655（27番人気）
3連複票数 計2001380 的中 ��� 3009（128番人気）
3連単票数 計2622902 的中 ��� 731（642番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．1―12．1―12．6―13．0―13．3―13．2―12．4―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―17．8―28．9―41．0―53．6―1：06．6―1：19．9―1：33．1―1：45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンヴァルカン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．7．19 中京4着

2013．2．15生 牡5鹿 母 ピンクリップス 母母 マリスターⅡ 12戦5勝 賞金 79，142，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイスンウォー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月22日まで平地競

走に出走できない。

１レース目



13023 4月22日 晴 良 （30京都3）第2日 第11競走 ��
��1，600�第49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，29．4．22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，29．4．21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 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

45 サングレーザー 牡4青鹿57 福永 祐一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 482± 01：31．3レコード 6．8�
69 � モズアスコット 牡4栗 56 C．ルメール �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer

Wind Farm 486－ 21：31．51	 3．5�
34 エアスピネル 牡5栗 56 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478－ 21：31．6
 2．9�
22 ガリバルディ 牡7鹿 56 和田 竜二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 512＋ 61：32．13 152．6�
33 ベルキャニオン 牡7鹿 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498－ 41：32．2クビ 113．0	
814 グァンチャーレ 牡6青鹿56 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 470± 01：32．3� 27．8

58 ロ ジ ク ラ イ 牡5黒鹿56 川田 将雅久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506－ 4 〃 クビ 4．4�
57 � ダッシングブレイズ 牡6栗 56 浜中 俊グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

506－ 61：32．51	 24．4�
610 ブラックムーン 牡6鹿 56 秋山真一郎 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 502＋ 21：32．6
 14．2
46 ムーンクレスト 牡6鹿 56 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 476＋ 61：32．81	 318．9�
711� ピークトラム 牡7黒鹿56 小牧 太冨田 藤男氏 山口 浩幸 千歳 社台ファーム 488－ 8 〃 アタマ 572．3�

（兵庫）

11 ヤングマンパワー 牡6黒鹿56 岩田 康誠星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520－ 21：32．9� 13．9�
712 テイエムイナズマ 牡8黒鹿56 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 514－141：33．43 279．7�
813 カ デ ナ 牡4鹿 56 幸 英明前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 470＋ 8 〃 アタマ 83．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 242，882，500円 複勝： 323，064，600円 枠連： 115，720，200円
馬連： 790，268，000円 馬単： 359，409，800円 ワイド： 380，046，200円
3連複： 1，191，836，600円 3連単： 2，295，347，500円 計： 5，698，575，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 160円 � 130円 � 120円 枠 連（4－6） 1，010円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 410円 �� 280円 �� 230円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 7，060円

票 数

単勝票数 計2428825 的中 � 283698（4番人気）
複勝票数 計3230646 的中 � 415381（4番人気）� 638980（2番人気）� 806553（1番人気）
枠連票数 計1157202 的中 （4－6） 88454（5番人気）
馬連票数 計7902680 的中 �� 480525（5番人気）
馬単票数 計3594098 的中 �� 94835（11番人気）
ワイド票数 計3800462 的中 �� 211293（5番人気）�� 352605（3番人気）�� 450082（1番人気）
3連複票数 計11918366 的中 ���1033974（2番人気）
3連単票数 計22953475 的中 ��� 235545（15番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．9―11．4―11．2―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―33．9―45．8―57．2―1：08．4―1：19．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．1
3 8（3，9）（1，6，14）（4，13）－（5，12）（2，7，11，10） 4 ・（8，9）（3，14）（6，4，13）1，5，7（2，12）10，11

勝馬の
紹 介

サングレーザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2016．7．9 中京3着

2014．1．13生 牡4青鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 13戦6勝 賞金 230，879，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサングレーザー号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

13024 4月22日 晴 良 （30京都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
1：09．1
1：08．7

重
重

816 ユアマイラブ 牡5鹿 57
56 ☆荻野 極ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448－ 41：12．6 15．0�

48 � ワキノアタリ 牝5鹿 55 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 460± 0 〃 クビ 33．5�
510 ショウナンカイドウ 牡5栗 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B538± 01：12．7クビ 58．5�
611	 テ ン モ ー ス 牝4鹿 55 武 豊前田 幸治氏 飯田 祐史 米 Mark Gittins 452＋ 81：12．8
 2．9�
815 モアニケアラ 牝6芦 55 古川 吉洋名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466± 01：12．9
 28．3�
12 メジャーガラメキ 牝6栗 55

54 ☆小崎 綾也髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B486＋ 41：13．0� 85．6	
23 � ブレーヴブラッド 牡6鹿 57 岩崎 翼村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 474± 0 〃 ハナ 114．2

35 � ブロンズテーラー 牝7青鹿55 柴田 未崎中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：13．1
 16．5�
612 マイネルラック 牡5鹿 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 490－ 61：13．31� 5．1�
24 ブリンディス 牡6青鹿57 菱田 裕二新木 鈴子氏 小崎 憲 浦河 ヒダカフアーム 518－ 61：13．4
 95．1
47 キングソング 牡8鹿 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 438－ 4 〃 クビ 37．9�
36 � ゼットマックイーン 牡5鹿 57 水口 優也�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 454± 0 〃 クビ 17．5�
713 キングディグニティ 牡4黒鹿57 松山 弘平 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 468＋101：14．14 17．9�
714 タガノモーサン 牡5鹿 57

54 ▲西村 淳也八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 504－ 21：14．63 42．3�
59 	 セイウンストリーム 牡4鹿 57 福永 祐一西山 茂行氏 水野 貴広 米 Jack

Swain III 472－ 21：14．7� 7．3�
11 � フジノパンサー 牡5鹿 57 四位 洋文久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド B502＋ 21：15．65 5．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，975，900円 複勝： 75，009，500円 枠連： 44，586，400円
馬連： 162，436，200円 馬単： 66，834，700円 ワイド： 93，377，800円
3連複： 229，104，600円 3連単： 306，646，000円 計： 1，038，971，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 450円 � 1，240円 � 1，630円 枠 連（4－8） 7，410円

馬 連 �� 19，050円 馬 単 �� 34，640円

ワ イ ド �� 5，560円 �� 8，650円 �� 15，910円

3 連 複 ��� 255，310円 3 連 単 ��� 1，453，060円

票 数

単勝票数 計 609759 的中 � 32444（5番人気）
複勝票数 計 750095 的中 � 48161（6番人気）� 15404（12番人気）� 11565（14番人気）
枠連票数 計 445864 的中 （4－8） 4663（22番人気）
馬連票数 計1624362 的中 �� 6608（54番人気）
馬単票数 計 668347 的中 �� 1447（100番人気）
ワイド票数 計 933778 的中 �� 4356（56番人気）�� 2785（77番人気）�� 1509（103番人気）
3連複票数 計2291046 的中 ��� 673（409番人気）
3連単票数 計3066460 的中 ��� 153（2241番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―12．0―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．6―47．6―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 ・（9，10）3（6，16）11（4，5）（13，14）8（7，12）15－2＝1 4 ・（9，10）3（6，16）11（5，13）（4，14）（8，12）（7，15）2＝1

勝馬の
紹 介

ユアマイラブ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 トワイニング デビュー 2015．11．1 京都4着

2013．2．24生 牡5鹿 母 デイトユアドリーム 母母 マ ハ ー ブ 14戦4勝 賞金 36，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 セングウ号
（非抽選馬） 3頭 アドマイヤシャドウ号・サンビショップ号・ミカエルシチー号

４レース目



（30京都3）第2日 4月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

290，110，000円
7，710，000円
17，660，000円
2，200，000円
34，900，000円
72，778，000円
4，814，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
677，082，100円
933，939，600円
339，287，100円
1，699，408，700円
798，166，300円
952，875，700円
2，447，491，700円
4，076，760，700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 11，925，011，900円

総入場人員 23，234名 （有料入場人員 22，100名）
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