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13001 4月26日 晴 良 （26京都3）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

23 タ マ モ リ ド 牝3黒鹿 54
51 ▲松若 風馬タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 470＋141：53．5 28．2�

612 ナムラキッス 牝3黒鹿54 古川 吉洋奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 464＋ 21：54．56 66．1�
36 クイーンズシアター 牝3鹿 54 川田 将雅 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 アタマ 3．9�
59 メイショウワッフル 牝3鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 466± 01：54．71� 2．7�
714 エイシンノエル 牝3青鹿54 武 豊�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 448＋ 41：54．8� 7．7�
47 アイディアバイオ 牝3鹿 54 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 464＋ 21：56．6大差 4．4	
816 アグネスジェシカ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 496＋181：56．7� 99．4

11 ビキニスタイル 牝3黒鹿54 小牧 太石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 61：56．91� 20．1�
35 ネ ビ ュ ラ 牝3鹿 54 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448 ―1：57．21� 27．4�
48 ダテノレスペデーザ 牝3黒鹿54 藤田 伸二関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 486＋101：57．4� 15．7
713 メイショウソウヨウ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 500± 01：58．14 92．4�
12 アスカリジイ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真梶原 重雄氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 432 ― 〃 ハナ 82．0�
611 テイエムジャバラ 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 416－ 4 〃 アタマ 134．1�
815 リーブイットゥミー 牝3黒鹿54 畑端 省吾鈴木 康弘氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 432＋ 41：58．52� 551．7�
510 ハイランドリュウセ 牝3鹿 54 北村 友一小林 久義氏 牧浦 充徳 えりも エクセルマネジメント 470－ 2 〃 クビ 114．4�
24 サンセットライヴ 牝3青鹿54 �島 良太山上 和良氏 境 直行 新ひだか 原 達也 452－ 8 （競走中止） 48．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，590，900円 複勝： 36，825，300円 枠連： 8，556，600円
馬連： 37，412，300円 馬単： 23，943，000円 ワイド： 21，130，100円
3連複： 58，386，000円 3連単： 89，622，800円 計： 292，467，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 780円 � 1，170円 � 160円 枠 連（2－6） 10，670円

馬 連 �� 49，840円 馬 単 �� 70，400円

ワ イ ド �� 7，720円 �� 1，360円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 58，790円 3 連 単 ��� 497，310円

票 数

単勝票数 計 165909 的中 � 4649（8番人気）
複勝票数 計 368253 的中 � 10162（7番人気）� 6503（9番人気）� 87662（2番人気）
枠連票数 計 85566 的中 （2－6） 592（26番人気）
馬連票数 計 374123 的中 �� 554（63番人気）
馬単票数 計 239430 的中 �� 251（108番人気）
ワイド票数 計 211301 的中 �� 657（54番人気）�� 3924（15番人気）�� 2661（18番人気）
3連複票数 計 583860 的中 ��� 733（115番人気）
3連単票数 計 896228 的中 ��� 133（760番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―36．0―49．4―1：02．6―1：15．6―1：28．3―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タ マ モ リ ド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 クロコルージュ デビュー 2013．8．11 小倉9着

2011．3．4生 牝3黒鹿 母 ムーランルージュ 母母 ジ ャ ビ ラ バ 7戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走中止〕 サンセットライヴ号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 クイーンズシアター号の騎手川田将雅は，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。（被害馬：9番）
※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 ツルミユニコーン号

13002 4月26日 晴 良 （26京都3）第1日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時25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

815� メンカウラー 牡3黒鹿56 岩田 康誠前田 幸治氏 小崎 憲 米
Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B490＋ 81：13．1 6．0�
816 スターペスユウコ 牝3鹿 54 小林 徹弥河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 436＋ 41：13．31� 19．2�
36 ポイントパイパー 牡3青鹿56 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 41：13．61	 2．2�
48 ミキノグランプリ 牡3栗 56 秋山真一郎谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 432－ 61：13．81� 6．2�
24 ピサノナイトレイ 牝3鹿 54 E．ペドロサ 市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 444＋ 81：14．01� 24．7�

（独）

47 ウッドフォード 牡3栗 56 川島 信二飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 B470－ 61：14．1	 42．5�
23 � ディプロムソング 牡3芦 56 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 米 Southern Equine

Stables, LLC 474－121：14．41	 109．1	
612� サウンドターゲット 牡3鹿 56 武 豊増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 474＋ 21：14．71	 39．8

12 � ヒャクバイガエシ 牡3栗 56 川田 将雅幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米

Alastar Thor-
oughbred Com-
pany LLC

454＋ 6 〃 ハナ 6．1�
35 スイープアロー 牡3栗 56 幸 英明矢野 秀春氏 浜田多実雄 日高 佐々木 康治 484＋ 8 〃 アタマ 8．8�
611 トライアンフシチー 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬 友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 426± 01：15．01	 203．0�
714 ヒ ュ ウ ガ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 468＋ 2 〃 ハナ 455．3�
11 スイートポーラ 牝3芦 54

51 ▲義 英真シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 470＋141：15．1	 215．9�
510 ヒロノスイート 牝3鹿 54 
島 良太守内ひろ子氏 境 直行 浦河 
川 啓一 422＋ 6 〃 クビ 738．5�
713 ハッピーベリー 牝3鹿 54 北村 友一岩﨑 僖澄氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 454＋ 41：16．27 486．0�
59 ビビッドオーブ 牝3栗 54 藤田 伸二 M・

Kenichiホールディング 高橋 康之 浦河 福岡 光夫 446－101：16．62� 58．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，803，300円 複勝： 46，167，500円 枠連： 11，553，400円
馬連： 40，199，300円 馬単： 25，171，300円 ワイド： 23，281，900円
3連複： 57，772，900円 3連単： 89，905，700円 計： 317，855，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 310円 � 120円 枠 連（8－8） 3，080円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 6，190円

ワ イ ド �� 910円 �� 290円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 21，040円

票 数

単勝票数 計 238033 的中 � 31622（2番人気）
複勝票数 計 461675 的中 � 53533（4番人気）� 27696（6番人気）� 149973（1番人気）
枠連票数 計 115534 的中 （8－8） 2769（12番人気）
馬連票数 計 401993 的中 �� 8423（14番人気）
馬単票数 計 251713 的中 �� 3005（27番人気）
ワイド票数 計 232819 的中 �� 5801（14番人気）�� 23153（2番人気）�� 8976（6番人気）
3連複票数 計 577729 的中 ��� 17011（9番人気）
3連単票数 計 899057 的中 ��� 3155（61番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．1―12．3―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．8―48．1―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メンカウラー �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Tiznow デビュー 2013．11．9 京都7着

2011．4．19生 牡3黒鹿 母 Tizmeanttobe 母母 Fight to Love 6戦1勝 賞金 9，500，000円
〔制裁〕 ディプロムソング号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ドキドキマドンナ号
（非抽選馬） 4頭 シゲルウゴ号・ニシノソラカラ号・ハードモンラッシェ号・メモリービビッド号
※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26日 晴 良 （26京都3）第1日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時55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
1：30．7

良
良

611 タガノバラード 牝3黒鹿54 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 412－101：33．6 2．7�

818 オールオブナイト 牝3黒鹿54 川田 将雅市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 412－ 21：33．81� 3．4�
48 フラッシュバイオ 牝3鹿 54 藤岡 佑介バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434± 01：34．01� 4．9�
24 ニホンピロディール 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 452＋ 21：34．1� 12．0�
714 アクトナチュラリー 牝3鹿 54 藤田 伸二�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 460± 01：34．41� 16．6	
817 カ オ ー ル 牝3青 54 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500 ―1：34．5� 40．2

35 トーホウメビウス 牝3鹿 54 北村 友一東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 462＋ 4 〃 ハナ 38．7�
612 イ イ チ ョ 牝3黒鹿54 武 幸四郎幅田 京子氏 庄野 靖志 浦河 岡本牧場 432± 01：34．71� 160．5�
59 ハギノフェリス 牝3鹿 54 秋山真一郎安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 414＋ 81：34．91� 47．1
816 クロスドミナンス 牝3黒鹿54 幸 英明吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 462 ―1：35．0� 33．3�
713 エイシンヨーク 牝3鹿 54 武 豊�栄進堂 木原 一良 浦河 多田 善弘 442＋ 61：35．42� 14．6�
11 ホープフルハート 牝3鹿 54

51 ▲義 英真下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 482－ 4 〃 ハナ 233．7�
12 ロ ザ リ ウ ム 牝3黒鹿54 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 438＋121：35．5� 28．5�
510 スターアクトレス 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬太田 美實氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 450 ―1：35．71� 73．6�
47 ジャルディナージュ 牝3鹿 54 E．ペドロサ�下河辺牧場 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 406 ―1：35．8� 121．3�

（独）

36 ネオヴァーチェス 牝3栗 54 藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 468 ―1：36．54 294．3�
715 カネトシメティス 牝3栗 54 国分 優作兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 小泉牧場 460＋ 21：36．92� 466．9�
23 サクラドロップ 牝3栗 54 古川 吉洋古賀 和夫氏 梅田 智之 新冠 対馬 正 496 ― 〃 クビ 371．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，368，800円 複勝： 47，463，500円 枠連： 12，620，400円
馬連： 43，241，700円 馬単： 28，130，500円 ワイド： 24，283，500円
3連複： 58，989，100円 3連単： 88，504，500円 計： 330，602，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 130円 � 140円 枠 連（6－8） 520円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 240円 �� 250円 �� 330円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，940円

票 数

単勝票数 計 273688 的中 � 80394（1番人気）
複勝票数 計 474635 的中 � 104688（2番人気）� 107794（1番人気）� 86133（3番人気）
枠連票数 計 126204 的中 （6－8） 17928（1番人気）
馬連票数 計 432417 的中 �� 51130（1番人気）
馬単票数 計 281305 的中 �� 18216（1番人気）
ワイド票数 計 242835 的中 �� 27069（1番人気）�� 24745（2番人気）�� 16944（3番人気）
3連複票数 計 589891 的中 ��� 66456（1番人気）
3連単票数 計 885045 的中 ��� 22279（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．5―12．4―11．9―11．7―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．7―47．1―59．0―1：10．7―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノバラード �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2014．2．23 京都5着

2011．2．13生 牝3黒鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise 4戦1勝 賞金 8，900，000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。

13004 4月26日 晴 良 （26京都3）第1日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時25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
1：20．5
1：19．0

良
良

59 エイシンペペラッツ 牡3栗 56 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 466－101：19．9レコード 6．6�
23 ミッキーラブソング 牡3黒鹿56 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 454＋ 41：20．53� 8．3�
714 リングランドムーン 牡3鹿 56 岩田 康誠蛭川 年明氏 中内田充正 浦河 ひるかわ育

成牧場 482＋ 21：20．71� 3．0�
817 ヤマニンエルフィン 牝3鹿 54 藤田 伸二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 458＋ 41：20．91� 6．6�
510 ベルリネッタ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 446＋ 2 〃 クビ 7．7�
36 プラネタリウム 牝3鹿 54 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 422＋121：21．32� 8．4	
47 スカイファンタジー 牝3栗 54 藤岡 佑介
ターフ・スポート吉村 圭司 浦河 谷川牧場 486 ―1：21．51� 62．7�
35 ハワイアンローズ 牝3鹿 54 秋山真一郎吉村 敏治氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 402± 01：21．6� 53．6�
818 アルカンジュ 牝3芦 54 酒井 学小林竜太郎氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 428＋ 6 〃 クビ 9．0
24 マルカブレイク 牡3栗 56 森 一馬河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム 474 ―1：21．7クビ 110．4�
12 シゲルソウシュウ 牡3鹿 56 E．ペドロサ 森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 中村 雅明 436＋ 21：21．8� 180．1�

（独）

816 バトルフォンテ 牝3鹿 54 幸 英明宮川 秋信氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 418－ 41：21．9� 59．5�
611 モズハナニカゼ 牡3黒鹿56 北村 友一北側 雅司氏 牧浦 充徳 新ひだか 折手牧場 464－ 8 〃 ハナ 16．1�
48 ミキノジュウゴヤ 牡3栗 56 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 幾千世牧場 454－ 41：22．0� 354．7�
11 モネノカガヤキ 牝3芦 54 国分 優作
宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 B422± 01：22．1� 272．0�
713 メイショウホタル 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 444＋ 41：22．84 364．8�
715 グランソレイユ 牝3栗 54 太宰 啓介 
フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 428＋ 21：22．9� 483．2�
612 ワンダールミノーザ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣山本 信行氏 森田 直行 新ひだか 城地 清満 402－101：25．1大差 718．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，154，400円 複勝： 42，501，300円 枠連： 14，749，000円
馬連： 41，730，800円 馬単： 25，758，600円 ワイド： 20，717，600円
3連複： 56，633，200円 3連単： 83，661，100円 計： 306，906，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 210円 � 130円 枠 連（2－5） 1，390円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 800円 �� 490円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 21，950円

票 数

単勝票数 計 211544 的中 � 25638（2番人気）
複勝票数 計 425013 的中 � 43312（4番人気）� 48312（3番人気）� 111220（1番人気）
枠連票数 計 147490 的中 （2－5） 7853（6番人気）
馬連票数 計 417308 的中 �� 10606（15番人気）
馬単票数 計 257586 的中 �� 3402（28番人気）
ワイド票数 計 207176 的中 �� 6073（9番人気）�� 10734（5番人気）�� 11170（4番人気）
3連複票数 計 566332 的中 ��� 15462（9番人気）
3連単票数 計 836611 的中 ��� 2814（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．9―46．4―57．6―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．5
3 9，17（2，18）（3，16）（6，14）10（7，15）1，4，11，8（5，13）＝12 4 ・（9，17）（2，3，18）16，14，6（10，7）（1，15）（4，11）8－（5，13）＝12

勝馬の
紹 介

エイシンペペラッツ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．3．16 阪神8着

2011．3．11生 牡3栗 母 エーシンマイスター 母母 エイシンマッカレン 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ワンダールミノーザ号は，1着馬がレコードタイムであったため，「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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エスジーカピターナ号・シャンディロメラ号・ナリタメロディ号・ファーウエスト号・メイショウダッシュ号
※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。



13005 4月26日 晴 良 （26京都3）第1日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15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

47 エイシンヒカリ 牡3芦 56 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 492 ―1：45．7 3．7�
817 カレンヴィットリア 牡3黒鹿56 川田 将雅鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 492－ 41：46．55 5．8�
36 キングストーン 牡3鹿 56 武 豊寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 504＋ 4 〃 クビ 5．0�
818 ア カ ネ イ ロ 牝3栗 54 藤田 伸二 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：46．6クビ 5．1�
611 トレモロアーム 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 458± 01：47．23� 6．1	
59 マイネマレフィカ 牝3栗 54 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 426－ 21：47．3� 18．1

714 クールオープニング 牡3青鹿56 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 41：47．61� 12．2�
23 シゲルヤマト 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 守矢牧場 446＋ 21：47．7� 148．8�
612 ルールビクトリア 牝3栗 54 川島 信二儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 462－ 2 〃 クビ 30．8
24 アマノレッドモア 牡3黒鹿56 国分 優作中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 464 ―1：47．8� 214．9�
35 サンレイロッキー 牡3鹿 56 森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458± 0 〃 アタマ 205．8�
48 モ ナ ル カ 牡3栗 56 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 高松牧場 448 ― 〃 クビ 223．5�
12 マイネルティエラ 牡3鹿 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高野 友和 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 41：47．9� 135．6�
713 ザトゥルーエアー 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 478 ― 〃 ハナ 188．3�
510 ニューティアラ 牝3鹿 54 古川 吉洋服部 新平氏 坪 憲章 浦河 	川フアーム 470± 01：48．11
 61．1�
11 エ ト ラ 牝3鹿 54 E．ペドロサ 佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 416－ 61：49．48 110．9�

（独）

715 ダイシンロッソ 牡3栗 56 北村 友一大八木信行氏 庄野 靖志 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496± 01：49．72 52．1�

816 マイネルクリュソス 牡3鹿 56 太宰 啓介 �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 430＋ 41：50．33� 250．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，450，800円 複勝： 45，256，700円 枠連： 13，917，900円
馬連： 45，091，600円 馬単： 27，381，600円 ワイド： 23，522，600円
3連複： 58，964，000円 3連単： 89，487，300円 計： 330，072，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 160円 � 160円 枠 連（4－8） 600円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 580円 �� 400円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 11，600円

票 数

単勝票数 計 264508 的中 � 56886（1番人気）
複勝票数 計 452567 的中 � 73682（3番人気）� 75021（2番人気）� 79974（1番人気）
枠連票数 計 139179 的中 （4－8） 17366（1番人気）
馬連票数 計 450916 的中 �� 24084（7番人気）
馬単票数 計 273816 的中 �� 9169（3番人気）
ワイド票数 計 235226 的中 �� 9784（9番人気）�� 15069（1番人気）�� 11670（5番人気）
3連複票数 計 589640 的中 ��� 17484（7番人気）
3連単票数 計 894873 的中 ��� 5694（18番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―12．0―12．4―12．1―11．7―11．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―34．6―46．6―59．0―1：11．1―1：22．8―1：34．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンヒカリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

2011．5．3生 牡3芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルクリュソス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月26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） 1頭 キラノカリスマ号
（非抽選馬） 1頭 ホクセツヒーロー号
※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。

13006 4月26日 晴 良 （26京都3）第1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 7，200，000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
1：21．7
1：21．5

重
不良

712 ブラボーランサー 牡3鹿 56
53 ▲松若 風馬田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 510－ 21：25．0 18．1�

815 ケンブリッジギルド 牡3栗 56 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 468± 0 〃 クビ 35．7�

46 � エイシンゴージャス 牝3鹿 54 岩田 康誠�栄進堂 大久保龍志 米 Robert A. Adams
& Sheilah Adams 518＋ 61：25．1クビ 2．5�

23 ブレイクアウト 牡3青鹿56 幸 英明安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 470－ 41：25．31� 3．9�
611 ノ ボ リ フ ジ 牡3鹿 56 藤岡 佑介原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 502± 01：25．72� 19．9�
58 キョウワランサー 牡3栗 56 北村 友一	協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 460＋141：26．01	 49．8

713 サ ン シ カ ゴ 牡3栗 56 秋山真一郎加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 464＋ 4 〃 クビ 12．5�
11 ア バ ン サ ル 牡3栗 56 武 豊今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 486－ 4 〃 ハナ 6．1�
59 � トータルヒート 牝3栗 54 E．ペドロサ 	キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 444＋14 〃 アタマ 10．1
（独）

35 クリノプリムラ 牝3栗 54 川島 信二栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 430± 01：26．1� 396．0�
22 ヴェルメンティーノ 牝3栗 54 酒井 学吉川 朋宏氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 442± 01：26．41	 31．7�
610
 コパノサムタイム 牡3鹿 56

53 ▲義 英真小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 432＋ 2 〃 クビ 120．2�
814 マルカロゼッタ 牡3栗 56 小牧 太河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 ハナ 67．7�
47 サンレイデジタル 牡3黒鹿56 国分 優作永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 478－ 41：27．46 25．9�
34 
 ス タ ー キ ー 牝3鹿 54 太宰 啓介北前孔一郎氏 柴田 光陽 新ひだか マークリ牧場 486＋ 21：28．03� 114．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，141，600円 複勝： 51，100，500円 枠連： 13，885，000円
馬連： 56，212，000円 馬単： 35，951，500円 ワイド： 30，362，100円
3連複： 87，171，600円 3連単： 125，549，200円 計： 428，373，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 360円 � 680円 � 150円 枠 連（7－8） 4，510円

馬 連 �� 15，670円 馬 単 �� 30，160円

ワ イ ド �� 4，310円 �� 1，270円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 21，610円 3 連 単 ��� 204，990円

票 数

単勝票数 計 281416 的中 � 12269（6番人気）
複勝票数 計 511005 的中 � 31619（6番人気）� 14866（9番人気）� 134371（1番人気）
枠連票数 計 138850 的中 （7－8） 2273（17番人気）
馬連票数 計 562120 的中 �� 2648（43番人気）
馬単票数 計 359515 的中 �� 880（80番人気）
ワイド票数 計 303621 的中 �� 1697（42番人気）�� 6017（13番人気）�� 3786（22番人気）
3連複票数 計 871716 的中 ��� 2977（65番人気）
3連単票数 計1255492 的中 ��� 452（529番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―47．5―1：00．1―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラボーランサー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．10．12 京都5着

2011．3．3生 牡3鹿 母 カ サ パ サ ー 母母 カ サ ダ ガ 9戦2勝 賞金 15，450，000円
〔制裁〕 ブラボーランサー号の騎手松若風馬は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6番）
※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。



13007 4月26日 晴 良 （26京都3）第1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

69 スズカルパン 牡5鹿 57 武 豊永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 462－ 41：53．2 1．7�
814 ワンダーブラザウン 牡4栗 57 北村 友一山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 466－ 21：53．41 45．0�
45 ラウンドロビン 牡5黒鹿57 岩田 康誠諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 436－ 4 〃 クビ 8．6�
11 スズカアドニス 牡4栗 57

54 ▲義 英真永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 480－ 21：53．5� 15．1�
22 スズカキングダム 牡5鹿 57 藤田 伸二永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 498－ 81：53．81� 5．2�
57 オーバーヘッド 牡6栗 57 太宰 啓介水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 500± 01：53．9� 140．7�
34 � セルリアンラビット 牡5鹿 57 岡田 祥嗣	イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B452＋ 4 〃 アタマ 224．8

813 メイショウテンシュ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 新ひだか 土田農場 540＋221：54．0クビ 28．7�
46 � クリノコトノオー 牡4鹿 57 幸 英明栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 472－ 4 〃 クビ 103．1�
610 ナムライットウセイ 牡4黒鹿57 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 478＋ 41：54．21 8．9
58 � ラ ン ド ル ト 牡5鹿 57 秋山真一郎馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B470－ 81：54．52 11．4�
712 フジノストロング 	4栗 57 小林 徹弥藤井 五三氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 458± 01：55．24 151．4�
33 スズカアルファ 牡4栗 57 花田 大昂永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 464－ 41：55．3� 77．4�
711� イーグルカッター 牡4黒鹿57 国分 優作杉山 忠国氏 飯田 雄三 新ひだか 中村 和夫 484± 01：55．51
 467．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，029，700円 複勝： 63，998，300円 枠連： 13，811，300円
馬連： 50，471，800円 馬単： 40，582，000円 ワイド： 27，976，600円
3連複： 71，760，600円 3連単： 143，398，200円 計： 442，028，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 630円 � 270円 枠 連（6－8） 1，280円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 410円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 9，140円 3 連 単 ��� 40，470円

票 数

単勝票数 計 300297 的中 � 140001（1番人気）
複勝票数 計 639983 的中 � 325893（1番人気）� 13540（8番人気）� 38366（6番人気）
枠連票数 計 138113 的中 （6－8） 7977（6番人気）
馬連票数 計 504718 的中 �� 12118（11番人気）
馬単票数 計 405820 的中 �� 6699（12番人気）
ワイド票数 計 279766 的中 �� 6192（12番人気）�� 18777（5番人気）�� 1756（32番人気）
3連複票数 計 717606 的中 ��� 5795（30番人気）
3連単票数 計1433982 的中 ��� 2615（113番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．7―13．0―13．2―12．9―12．6―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．5―49．5―1：02．7―1：15．6―1：28．2―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカルパン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2011．9．10 阪神4着

2009．3．16生 牡5鹿 母 ルンルンスズカ 母母 アイシングスズカ 36戦3勝 賞金 55，640，000円
※スズカアルファ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13008 4月26日 晴 良 （26京都3）第1日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時50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
1：21．7
1：21．5

重
不良

611 ケリーダノビア 牝5鹿 55 酒井 学吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム B470＋121：24．8 11．5�
47 ドニカナルボーイ 牡4黒鹿57 岩田 康誠廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 456－ 4 〃 アタマ 2．2�
815� サトノユニコーン 牡4鹿 57 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B478－ 61：25．01	 4．1�
713
 アートオブキング 牡5栗 57

54 ▲義 英真岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm B480＋ 41：25．1� 12．2�
35 � エイユーラピス 牝5鹿 55 藤田 伸二笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 480＋ 61：25．2クビ 32．0�
12 ジョーラプター 牡5鹿 57 藤懸 貴志上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 484＋ 2 〃 クビ 101．2�
714 ナリタロック 牡4栗 57 幸 英明	オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 496＋ 21：25．3クビ 23．7

23 
 エ ク チ ュ ア 牡5鹿 57 秋山真一郎前田 幸治氏 鈴木 孝志 英 Value

Bloodstock 450－ 2 〃 ハナ 12．9�
816 スクワドロン 牡4芦 57 太宰 啓介 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 516－10 〃 クビ 14．3
48 
 コズミックショア 牝4鹿 55 E．ペドロサ 吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 468－ 21：25．4クビ 11．4�
（独）

36 タムロトップステイ 牡5栗 57 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 洞�湖 メジロ牧場 530＋ 41：25．61	 55．3�
11 
� ウ タ ヒ メ 牝4鹿 55 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 472＋ 21：25．81 120．5�
24 � トゥイードルダム �4鹿 57 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日高大洋牧場 468± 01：26．22 578．3�
510 ハーマンミュート �4青鹿 57

54 ▲松若 風馬金子真人ホール
ディングス	 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B504＋221：26．73 22．9�

59 ブ ッ ト バ セ 牡4栗 57 藤岡 佑介一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 カナイシスタッド 496＋ 41：27．55 399．1�
612� シゲルカンムリザ 牡4黒鹿57 国分 優作森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 ミルファーム 538＋ 81：27．6� 278．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，849，700円 複勝： 55，110，100円 枠連： 19，153，900円
馬連： 72，831，000円 馬単： 42，721，000円 ワイド： 33，889，900円
3連複： 98，682，500円 3連単： 160，122，700円 計： 514，360，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 260円 � 120円 � 130円 枠 連（4－6） 1，210円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 450円 �� 660円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 12，100円

票 数

単勝票数 計 318497 的中 � 21974（4番人気）
複勝票数 計 551101 的中 � 36438（5番人気）� 163482（1番人気）� 118786（2番人気）
枠連票数 計 191539 的中 （4－6） 11752（4番人気）
馬連票数 計 728310 的中 �� 48797（2番人気）
馬単票数 計 427210 的中 �� 9898（9番人気）
ワイド票数 計 338899 的中 �� 16898（3番人気）�� 10787（8番人気）�� 55272（1番人気）
3連複票数 計 986825 的中 ��� 44972（3番人気）
3連単票数 計1601227 的中 ��� 9771（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．1―47．2―59．4―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケリーダノビア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2011．12．11 阪神10着

2009．4．19生 牝5鹿 母 デアリングワールド 母母 デアリングダンジグ 20戦3勝 賞金 25，850，000円
〔制裁〕 ドニカナルボーイ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカアルファ号
（非抽選馬） 1頭 ヒシアメジスト号
※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。



13009 4月26日 晴 良 （26京都3）第1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；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

33 サンライズタイセイ 牡4鹿 57 武 豊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 456－ 22：12．3 2．5�
22 エーティータラント 牡4芦 57 藤岡 佑介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 498＋ 4 〃 アタマ 4．0�
811 アドマイヤスピカ 牡4栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 アタマ 7．7�
66 ハギノサキガチ 牡4鹿 57 太宰 啓介日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 22：12．51� 210．7�
79 エーシンデューク 牡5青鹿57 北村 友一�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 480－ 62：12．71 11．1�
78 ダノンマックイン 牡6黒鹿57 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 クビ 22．1	
55 グランスエルテ 牡4栗 57 藤田 伸二 
サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 6 〃 ハナ 27．2�
44 キングデザイヤー 牡4黒鹿57 幸 英明山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 498－ 82：13．01	 9．0�
67 スズカアンペール 牡6鹿 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 高橋 康之 むかわ 新井牧場 482＋ 22：13．21
 40．7
11 シゲルジョウム 牡6鹿 57 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 480－ 2 〃 クビ 106．7�
810 マウイノカオイ 牡4鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 474－ 82：13．94 6．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，255，900円 複勝： 61，964，200円 枠連： 18，886，200円
馬連： 74，925，500円 馬単： 47，110，500円 ワイド： 32，840，100円
3連複： 98，067，800円 3連単： 191，199，300円 計： 560，249，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 150円 � 200円 枠 連（2－3） 500円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 260円 �� 440円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 352559 的中 � 111192（1番人気）
複勝票数 計 619642 的中 � 139787（1番人気）� 113499（2番人気）� 67969（4番人気）
枠連票数 計 188862 的中 （2－3） 27895（2番人気）
馬連票数 計 749255 的中 �� 98447（1番人気）
馬単票数 計 471105 的中 �� 36389（1番人気）
ワイド票数 計 328401 的中 �� 35647（1番人気）�� 17636（4番人気）�� 13471（7番人気）
3連複票数 計 980678 的中 ��� 49457（3番人気）
3連単票数 計1911993 的中 ��� 28782（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―36．7―49．0―1：01．5―1：13．7―1：26．0―1：37．9―1：49．3―2：00．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズタイセイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．5．11 京都8着

2010．4．28生 牡4鹿 母 タイセイエトワール 母母 エンスラーリング 9戦3勝 賞金 35，892，000円
〔制裁〕 エーティータラント号の騎手藤岡佑介は，決勝線手前での御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

13010 4月26日 晴 良 （26京都3）第1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1，150万円毎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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

89 タガノブルグ 牡3鹿 56 川田 将雅八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434± 01：19．6 2．3�

77 キンシノキセキ 牡3鹿 56 武 豊若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム 476± 0 〃 クビ 10．0�

55 ラインスピリット 牡3黒鹿56 古川 吉洋大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 422＋ 41：19．81 8．8�
11 コウエイタケル 牡3鹿 56 太宰 啓介伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 468－ 21：20．11	 8．9�
22 シ ゲ ル カ ガ 牡3鹿 56 藤田 伸二森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 492－ 4 〃 ハナ 5．7�
88 フェルメッツァ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 4 〃 ハナ 6．9	
66 サ ン グ ラ ス 牡3青鹿56 幸 英明玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 484＋ 21：20．84 12．5

33 ラ イ ザ ン 牡3青鹿56 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446－ 8 〃 ハナ 15．1�
44 ウインスプラッシュ 牡3鹿 57 酒井 学�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 478－ 21：21．01
 34．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 43，616，200円 複勝： 75，313，600円 枠連： 17，944，800円
馬連： 95，874，200円 馬単： 58，547，300円 ワイド： 38，408，300円
3連複： 117，770，000円 3連単： 251，961，500円 計： 699，435，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 240円 � 230円 枠 連（7－8） 630円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 390円 �� 430円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 9，320円

票 数

単勝票数 計 436162 的中 � 152452（1番人気）
複勝票数 計 753136 的中 � 229350（1番人気）� 66640（6番人気）� 72870（5番人気）
枠連票数 計 179448 的中 （7－8） 21131（3番人気）
馬連票数 計 958742 的中 �� 73820（3番人気）
馬単票数 計 585473 的中 �� 30305（3番人気）
ワイド票数 計 384083 的中 �� 25591（4番人気）�� 22800（5番人気）�� 8768（17番人気）
3連複票数 計1177700 的中 ��� 34275（10番人気）
3連単票数 計2519615 的中 ��� 19952（19番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．1―10．8―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．8―33．9―44．7―56．3―1：07．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノブルグ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．9．21 阪神1着

2011．3．18生 牡3鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 8戦3勝 賞金 54，403，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 タガノブルグ号の騎手川田将雅は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



13011 4月26日 晴 良 （26京都3）第1日 第11競走 ��
��1，600�

にしき

錦 ス テ ー ク ス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，25．4．20以降26．4．20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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

712 メイショウヤタロウ 牡6鹿 55 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 486± 01：32．6 40．1�
610 シ ェ ル ビ ー 牡5栗 57 武 豊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 520＋ 21：32．7� 1．8�
69 ニシノカチヅクシ 牡5黒鹿55 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 486－ 2 〃 アタマ 38．4�
813 ハーキュリーズ 牡6鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 460－ 21：33．01� 6．2�
58 トーセンソレイユ 牝4鹿 54 川田 将雅島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 クビ 6．6	
22 ゴールドベル 牡5黒鹿54 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 480－ 21：33．1クビ 42．9

45 ダイナミックガイ 牡4栗 55 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 486＋ 41：33．31	 43．2�
11 アイウォントユー 牡7栗 53 北村 友一薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 470＋10 〃 クビ 231．7�
34 ベステゲシェンク 牡4鹿 55 E．ペドロサ 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 456－ 61：33．4� 7．1

（独）

814 ノーブルディード 牡6黒鹿55 太宰 啓介 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：33．5クビ 40．6�
46 ダ ノ ン ミ ル 
6栗 55 �島 良太�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464＋141：33．6� 150．3�
33 ダ ロ ー ネ ガ 牡5鹿 57．5 藤岡 佑介 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 13．1�
57 � オーシャンカレント 牡8鹿 55 幸 英明吉田 和美氏 今野 貞一 早来 ノーザンファーム 512＋101：33．7� 115．4�
711 ヤ マ ノ レ オ 
4栗 54 秋山真一郎山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 492＋ 4 〃 ハナ 54．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 67，675，300円 複勝： 139，624，000円 枠連： 40，924，600円
馬連： 198，407，500円 馬単： 127，804，200円 ワイド： 74，485，400円
3連複： 277，110，800円 3連単： 620，451，500円 計： 1，546，483，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，010円 複 勝 � 520円 � 110円 � 660円 枠 連（6－7） 1，580円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 9，250円

ワ イ ド �� 890円 �� 6，450円 �� 890円

3 連 複 ��� 16，020円 3 連 単 ��� 181，130円

票 数

単勝票数 計 676753 的中 � 13312（7番人気）
複勝票数 計1396240 的中 � 41635（6番人気）� 673451（1番人気）� 31581（9番人気）
枠連票数 計 409246 的中 （6－7） 19178（6番人気）
馬連票数 計1984075 的中 �� 63223（7番人気）
馬単票数 計1278042 的中 �� 10205（26番人気）
ワイド票数 計 744854 的中 �� 21115（8番人気）�� 2701（49番人気）�� 21142（7番人気）
3連複票数 計2771108 的中 ��� 12773（42番人気）
3連単票数 計6204515 的中 ��� 2528（368番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．5―12．4―11．5―11．5―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―34．9―47．3―58．8―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4F45．3―3F33．8
3 9，12（13，14）11（6，10）3（8，7）2（5，4）1 4 ・（9，12）（13，14）10（6，11）（8，7）3（2，5，4）1

勝馬の
紹 介

メイショウヤタロウ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．1．9 京都2着

2008．5．30生 牡6鹿 母 ナイスレイズ 母母 Nice Tradition 32戦4勝 賞金 97，249，000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26日 晴 良 （26京都3）第1日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

47 セイスコーピオン 牡4栗 57 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 490－121：52．6 26．6�
35 シ ョ ー グ ン 牡4鹿 57 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 628－101：52．7� 4．2�
36 ランドマーキュリー 牡4栗 57 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 512－ 2 〃 クビ 3．6�
713 サンライズスマート 牡5鹿 57

54 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 478－ 2 〃 ハナ 4．9�
816 シ ュ ミ ッ ト 牡4芦 57 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 482＋ 41：52．91 7．1�
23 マ ノ ワ ー ル 牡4鹿 57 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 81：53．0� 13．6	
714 ディアグリスター 牡4鹿 57 古川 吉洋ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 472－ 61：53．21� 136．4

612 ツルマルスピリット 牡7青鹿57 太宰 啓介鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 512＋ 21：53．3	 19．2�
611 アドマイヤキュート 牝5黒鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438－ 21：53．4クビ 37．2�
59 トップオブカハラ 牡7芦 57

54 ▲義 英真横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 492－ 4 〃 アタマ 141．7
24 テーオーサクセス 牡6黒鹿57 
島 良太小笹 公也氏 笹田 和秀 新冠 川上牧場 496－ 81：53．61� 117．4�
510 オーシャンパワー 牡6鹿 57 秋山真一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 454± 01：53．81� 46．5�
48 コスモアケルナル 牡5栗 57 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 484－101：54．11	 83．3�
11 キンショータイム 牡4栗 57 熊沢 重文礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 492± 01：54．41	 331．0�
12 アルバタックス 牡4栗 57 藤岡 佑介 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 アタマ 9．4�
815 ゴ ダ ー ル 牡4黒鹿57 E．ペドロサ 金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484－ 41：55．57 21．8�
（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，609，200円 複勝： 78，051，300円 枠連： 33，394，900円
馬連： 114，152，800円 馬単： 59，733，200円 ワイド： 53，999，900円
3連複： 159，929，700円 3連単： 257，736，300円 計： 801，607，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，660円 複 勝 � 490円 � 180円 � 160円 枠 連（3－4） 2，280円

馬 連 �� 5，080円 馬 単 �� 14，700円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，240円 �� 310円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 53，340円

票 数

単勝票数 計 446092 的中 � 13238（9番人気）
複勝票数 計 780513 的中 � 31045（8番人気）� 124411（2番人気）� 156287（1番人気）
枠連票数 計 333949 的中 （3－4） 10840（9番人気）
馬連票数 計1141528 的中 �� 16599（20番人気）
馬単票数 計 597332 的中 �� 2999（57番人気）
ワイド票数 計 539999 的中 �� 8185（19番人気）�� 9992（17番人気）�� 49472（1番人気）
3連複票数 計1599297 的中 ��� 23023（12番人気）
3連単票数 計2577363 的中 ��� 3566（174番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．3―50．2―1：02．7―1：15．3―1：27．7―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイスコーピオン �
�
父 デュランダル �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2012．7．15 新潟9着

2010．4．29生 牡4栗 母 スコーピオンリジイ 母母 ルイボスジョオー 19戦3勝 賞金 41，325，000円
※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） 2頭 マイネルハルカゼ号・ライブリシーラ号
（非抽選馬） 4頭 ケイティーズハート号・サーランスロット号・タガノプリンス号・トゥヴァビエン号
※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。



（26京都3）第1日 4月26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 181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 手 当

207，760，000円
2，080，000円
6，000，000円
1，080，000円
18，900，000円
69，106，500円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
396，545，800円
743，376，300円
219，398，000円
870，550，500円
542，834，700円
404，898，000円
1，201，238，200円
2，191，600，100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 6，570，441，600円

総入場人員 17，263名 （有料入場人員 15，405名）
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