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13013 4月26日 晴 良 （27京都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
1：21．7
1：21．5

重
不良

816 アスタキサンチン 牝3栗 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B440± 01：24．7 1．9�
713 コウエイラブリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 486＋101：25．76 5．4�
36 ケンブリッジアロー 牝3青鹿54 岩田 康誠中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 本桐牧場 426± 01：25．8クビ 4．5�
24 エンジェルキッス 牝3鹿 54 松山 弘平小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 470＋ 41：26．12 16．9�
815 ダ ン シ ン グ 牝3栗 54 幸 英明副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 500＋ 21：26．73� 9．4�
11 マイティーフライ 牝3鹿 54 和田 竜二�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 424－ 61：26．8� 33．6	
59 テイエムオタカラ 牝3鹿 54 小牧 太竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 タニグチ牧場 462＋441：27．01� 60．4

510 グランマーロン 牝3栗 54

52 △岩崎 翼間宮 秀直氏 牧田 和弥 浦河 大柳ファーム 432＋ 4 〃 クビ 42．9�
47 カワキタキャッスル 牝3黒鹿54 酒井 学川島 吉男氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 470 ―1：27．1� 191．9�
35 タガノポワン 牝3黒鹿54 松田 大作八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 412＋ 6 〃 アタマ 47．0
48 エイシンヴァルハラ 牝3鹿 54 国分 優作平井 泰男氏 松元 茂樹 新ひだか 城地 清満 474 ―1：27．41� 22．8�
714 メイショウメブキ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 牧浦 充徳 様似 中脇 一幸 422－ 61：27．5クビ 265．7�
23 メイショウアナベル 牝3芦 54 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 484 ―1：27．6� 62．3�
12 サ ク ヤ ヒ メ 牝3鹿 54 古川 吉洋磯波 勇氏 田中 章博 登別 登別上水牧場 416 ― 〃 クビ 90．2�
611 ヴィブラート 牝3鹿 54 大下 智名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 武 牧場 434＋141：29．8大差 194．6�

（15頭）
612 ゲ ッ ト ミ ー 牝3栗 54 四位 洋文薪浦 州平氏 千田 輝彦 日高 下川 茂広 476＋20 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，091，700円 複勝： 50，348，900円 枠連： 12，714，800円
馬連： 41，438，000円 馬単： 27，891，600円 ワイド： 23，415，900円
3連複： 56，113，900円 3連単： 91，477，300円 計： 324，492，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 200円 �� 160円 �� 300円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，810円

票 数

単勝票数 差引計 210917（返還計 3987） 的中 � 85038（1番人気）
複勝票数 差引計 503489（返還計 7367） 的中 � 300593（1番人気）� 48273（3番人気）� 59723（2番人気）
枠連票数 差引計 127148（返還計 64） 的中 （7－8） 24263（2番人気）
馬連票数 差引計 414380（返還計 25974） 的中 �� 62817（2番人気）
馬単票数 差引計 278916（返還計 15439） 的中 �� 26815（2番人気）
ワイド票数 差引計 234159（返還計 17954） 的中 �� 29920（2番人気）�� 41674（1番人気）�� 16304（3番人気）
3連複票数 差引計 561139（返還計 64874） 的中 ��� 83231（1番人気）
3連単票数 差引計 914773（返還計 97165） 的中 ��� 36620（2番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスタキサンチン �
�
父 ヴ リ ル �

�
母父 ハウスバスター デビュー 2014．8．2 小倉9着

2012．5．6生 牝3栗 母 テンセイフジ 母母 ハローメルヘン 13戦1勝 賞金 12，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走除外〕 ゲットミー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィブラート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マケナイデ号

13014 4月26日 晴 良 （27京都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

612 メリーモナーク 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：54．1 7．9�
816 ワールドレジェンド 牡3栗 56 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 佐藤 信広 470－101：54．31 4．9�
11 フォースフィールド 牡3黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 424－10 〃 ハナ 45．8�
714 メイショウブユウ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 480－ 21：54．4� 6．1�
23 クリノチクバオー 牡3栗 56 幸 英明栗本 守氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 512－ 21：54．5� 49．1�
510 クラウドサーファー 牡3栗 56

53 ▲義 英真 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 444＋ 21：54．6� 11．6


611 ヘ イ ム ダ ル 牡3黒鹿56 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 488± 01：54．92 8．3�
36 オーサムレジェンド 牡3栗 56 戸崎 圭太 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488 ―1：55．43 3．9�
24 ダイシンブルー 牡3青鹿56 酒井 学大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 林 孝輝 414± 01：56．03� 326．6
815 サンライズリゾート 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 502－141：56．1クビ 20．7�
48 セイマイスター 牡3青鹿56 松田 大作金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 490± 0 〃 アタマ 239．8�
47 トミースマイル 牡3芦 56 岡田 祥嗣北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 452－ 21：56．63 119．3�
713 フラバガスト 牡3黒鹿56 高倉 稜水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 496 ―1：56．8� 380．2�
59 カリビアンブルー 牡3栗 56 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 6．1�
35 ミエノプリンプリン 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政里見美惠子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 438－ 21：57．54 107．3�
12 ロングフェニックス 牡3鹿 56 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466± 01：58．45 58．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，337，400円 複勝： 36，473，800円 枠連： 14，990，800円
馬連： 49，775，200円 馬単： 27，132，700円 ワイド： 27，609，400円
3連複： 67，497，100円 3連単： 90，152，700円 計： 335，969，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 300円 � 200円 � 1，110円 枠 連（6－8） 820円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 800円 �� 5，110円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 27，390円 3 連 単 ��� 132，570円

票 数

単勝票数 計 223374 的中 � 22581（5番人気）
複勝票数 計 364738 的中 � 32477（6番人気）� 57229（2番人気）� 6936（11番人気）
枠連票数 計 149908 的中 （6－8） 14080（3番人気）
馬連票数 計 497752 的中 �� 18494（8番人気）
馬単票数 計 271327 的中 �� 4280（25番人気）
ワイド票数 計 276094 的中 �� 9368（10番人気）�� 1349（44番人気）�� 2445（26番人気）
3連複票数 計 674971 的中 ��� 1848（71番人気）
3連単票数 計 901527 的中 ��� 493（391番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．7―48．9―1：02．4―1：15．1―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

メリーモナーク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Halling デビュー 2014．12．21 阪神4着

2012．5．5生 牡3鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 セイマイスター号の騎手松田大作は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・15番）
※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） 2頭 アサケバトル号・ツキノアカリ号
（非抽選馬） 1頭 タガノスマイル号

第３回 京都競馬 第２日



13015 4月26日 晴 良 （27京都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 （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
1：09．1
1：08．7

重
重

816 セイジャッカル 牡3鹿 56 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 470＋ 21：13．5 4．1�
714 リ ノ サ ン ス 牡3栗 56 和田 竜二岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 446 ―1：13．6� 82．3�
713 メイショウボノム 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 462－ 8 〃 ハナ 2．4�
23 ダ ン ヴ ィ ル 牡3鹿 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B450－ 21：13．7クビ 9．0�
12 コパノチャールズ 牡3栗 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 492－ 8 〃 アタマ 5．8�
47 カシノランド 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 460－18 〃 同着 20．6�
611 サフランスター 牡3黒鹿56 国分 優作海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 510＋ 41：13．91� 13．4	
48 シートライアル 牡3栗 56 岩田 康誠関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 468± 01：14．0� 89．5

11 アニマルスピリッツ 牡3鹿 56 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 466＋ 2 〃 クビ 227．8�
510 スリーキンシャサ 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼永井商事� 南井 克巳 青森 石田 英機 506－ 41：14．42� 7．3
35 シゲルトンテントン 牡3栗 56 高倉 稜森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 484－ 61：14．93 468．5�
612 ハードミルキー 牡3栗 56 	島 良太津田 一男氏 西橋 豊治 日高 ナカノファーム B474＋ 21：15．0
 416．3�
815 シ ュ ン イ キ 牡3栗 56 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 浦河 宮内牧場 476＋ 21：15．21� 246．7�
24 スズカオパール 牝3栗 54 戸崎 圭太永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 460－ 41：15．83� 122．1�
36 デルマオハツ 牝3鹿 54 畑端 省吾浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 藤本 友則 408± 01：16．33 631．9�
59 クリノサニーオー 牡3栗 56

53 ▲義 英真栗本 守氏 大根田裕之 新冠 八木 常郎 468 ―1：16．83 335．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，990，400円 複勝： 42，273，200円 枠連： 13，040，600円
馬連： 52，878，700円 馬単： 32，147，500円 ワイド： 30，768，800円
3連複： 71，361，700円 3連単： 110，776，100円 計： 382，237，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 1，100円 � 120円 枠 連（7－8） 370円

馬 連 �� 15，510円 馬 単 �� 24，470円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 190円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 76，050円

票 数

単勝票数 計 289904 的中 � 56552（2番人気）
複勝票数 計 422732 的中 � 74032（2番人気）� 5474（9番人気）� 132333（1番人気）
枠連票数 計 130406 的中 （7－8） 26936（1番人気）
馬連票数 計 528787 的中 �� 2641（24番人気）
馬単票数 計 321475 的中 �� 985（47番人気）
ワイド票数 計 307688 的中 �� 1978（24番人気）�� 53643（1番人気）�� 3019（22番人気）
3連複票数 計 713617 的中 ��� 7088（25番人気）
3連単票数 計1107761 的中 ��� 1056（194番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．0―12．6―12．2―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイジャッカル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Barathea デビュー 2014．10．26 京都3着

2012．4．28生 牡3鹿 母 ダンツライラック 母母 Dixie Eyes Blazing 10戦1勝 賞金 15，200，000円
※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 スズカレグルス号

13016 4月26日 晴 良 （27京都3）第2日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

35 マイアベーア 牡3青鹿56 川田 将雅 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462± 01：33．8 1．9�
611 セイントバローズ 牡3鹿 56 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 468－ 21：34．12 8．2�
36 アグネスエンジェル 牝3鹿 54 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 420－ 4 〃 ハナ 237．4�
59 ティーエスバラ 牡3鹿 56 松山 弘平田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 490＋ 21：34．2� 137．5�
12 ケンブリッジナイン 牡3鹿 56 幸 英明中西 宏彰氏 藤沢 則雄 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 430＋ 2 〃 ハナ 15．1�
24 ベッライリス 牝3鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 398＋ 81：34．41� 4．6	
715 ウインベントゥーラ 牡3鹿 56 和田 竜二
ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 446± 0 〃 クビ 8．5�
510 ビバリーヒルズ 牝3栗 54 C．ルメール 近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 416－ 61：34．5� 10．1�
11 メイショウナゴミ 牝3青鹿54 古川 吉洋松本 好氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 450＋121：34．6� 70．6�
23 ワンサイドストーリ 牡3栗 56 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 日高 いとう牧場 440－ 21：34．81� 435．3�
713 シゲルデンガク 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 畔柳 作次 436± 0 〃 クビ 102．2�
817 メイショウミソラ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 450＋ 61：35．12 22．8�
714 グロッシュラー 牝3黒鹿54 松田 大作�イクタ 田中 章博 日高 長谷川 一男 446± 01：35．2� 547．6�
48 ウエスタンブレイク 牡3鹿 56 酒井 学西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 480 ― 〃 クビ 185．6�
818 メイケイヘリオス 牡3黒鹿56 藤岡 康太名古屋競馬
 清水 久詞 新ひだか 山本 昇寿 520± 01：35．51	 217．6�
47 エイシンシャルル 
3栃栗56 小牧 太
栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 456± 01：35．6� 219．0�
612 ナ タ リ ー 牝3鹿 54 四位 洋文�グランド牧場 中内田充正 新ひだか グランド牧場 410 ―1：36．66 33．8�
816 ダブルサークル 牡3栗 56 戸崎 圭太林 瑛子氏 森田 直行 平取 赤石牧場 474－ 41：36．7� 267．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，076，500円 複勝： 65，269，300円 枠連： 14，375，600円
馬連： 58，561，400円 馬単： 37，855，200円 ワイド： 35，030，300円
3連複： 79，713，300円 3連単： 127，042，500円 計： 448，924，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 200円 � 2，480円 枠 連（3－6） 570円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 350円 �� 4，880円 �� 14，770円

3 連 複 ��� 25，160円 3 連 単 ��� 68，220円

票 数

単勝票数 計 310765 的中 � 125008（1番人気）
複勝票数 計 652693 的中 � 343636（1番人気）� 53335（3番人気）� 2810（14番人気）
枠連票数 計 143756 的中 （3－6） 19516（2番人気）
馬連票数 計 585614 的中 �� 67055（2番人気）
馬単票数 計 378552 的中 �� 29648（2番人気）
ワイド票数 計 350303 的中 �� 29372（3番人気）�� 1711（36番人気）�� 560（59番人気）
3連複票数 計 797133 的中 ��� 2376（57番人気）
3連単票数 計1270425 的中 ��� 1350（176番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―34．9―47．0―59．0―1：10．4―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイアベーア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Double Bed デビュー 2014．12．20 阪神3着

2012．3．25生 牡3青鹿 母 オンブルリジェール 母母 Flawlessly 6戦1勝 賞金 13，550，000円
※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 グッドピアス号



13017 4月26日 晴 良 （27京都3）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

48 � サンタフェチーフ 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 和美氏 高野 友和 愛 Gestut Bona 452＋102：00．2 3．6�
714 ウイングジャパン 牡3栗 56 松山 弘平池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 480± 0 〃 クビ 7．9�
510 チョーハッピー 牡3栗 56 幸 英明豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 488－ 22：00．41� 6．5�
12 アウトゼアー 牡3鹿 56 和田 竜二薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 492± 02：00．61	 8．2�
817 マンハッタンキング 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 ハナ 6．2�
24 グランアトス 牡3栗 56 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新冠 小泉 学 496－102：00．7クビ 8．4	
35 ア ゲ ハ 牡3黒鹿56 川田 将雅小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 440－ 2 〃 ハナ 11．9

23 メイショウクロタカ 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 460＋ 4 〃 クビ 12．7�
59 ナリタイナズマ 牡3鹿 56 松田 大作�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 432－142：01．23 48．9
816 アスタープロスパー 牡3黒鹿56 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 浦河 村中牧場 418－ 42：02．37 500．2�
11 ブレイブミノル 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468－142：02．51� 276．2�
612� ベ ラ ル デ ィ 牡3鹿 56 戸崎 圭太山本 英俊氏 角居 勝彦 米 N.Y. Kitten

Foals, LLC 500－ 8 〃 クビ 14．9�
818 トミーゴールド 牡3栗 56

53 ▲義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 466 ―2：02．6クビ 290．9�
36 コスモブラッドレー 牡3黒鹿56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 浦河小林牧場 478＋ 62：02．7	 70．1�
715 アグネスウォーズ 牡3鹿 56 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 506－ 62：02．8	 186．4�
713 タガノロビンソン 
3黒鹿56 国分 優作八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 八木牧場 414－242：03．12 181．2�
47 レッドシェダル 牝3黒鹿54 酒井 学 �東京ホースレーシング 橋田 満 千歳 社台ファーム 460－ 82：03．63 82．4�
611 オウケンクイーン 牝3栗 54 高倉 稜福井 明氏 千田 輝彦 日高 シンボリ牧場 460－ 62：03．7	 206．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，387，600円 複勝： 40，096，800円 枠連： 16，476，400円
馬連： 64，910，400円 馬単： 31，048，700円 ワイド： 35，089，500円
3連複： 86，951，200円 3連単： 108，313，500円 計： 410，274，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 240円 � 190円 枠 連（4－7） 1，340円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 680円 �� 570円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 14，010円

票 数

単勝票数 計 273876 的中 � 59673（1番人気）
複勝票数 計 400968 的中 � 82653（1番人気）� 35908（5番人気）� 54670（2番人気）
枠連票数 計 164764 的中 （4－7） 9485（4番人気）
馬連票数 計 649104 的中 �� 29741（3番人気）
馬単票数 計 310487 的中 �� 8353（4番人気）
ワイド票数 計 350895 的中 �� 13201（3番人気）�� 15972（2番人気）�� 12678（4番人気）
3連複票数 計 869512 的中 ��� 22591（1番人気）
3連単票数 計1083135 的中 ��� 5605（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．0―48．3―1：00．6―1：13．3―1：25．4―1：37．3―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�サンタフェチーフ �
�
父 Wiesenpfad �

�
母父 Tiger Hill デビュー 2014．11．30 東京3着

2012．4．9生 牝3黒鹿 母 Saldentigerin 母母 Salde 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 ブレイブミノル号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 コウエイイプシロン号・シャイニンバトラー号・テイエムヤゴロドン号

13018 4月26日 晴 良 （27京都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 7，200，000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

67 ミッキーシーガル 牡3青鹿56 川田 将雅野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482－ 41：24．7 21．8�
66 スーサンジョイ 牡3鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 496－ 2 〃 クビ 6．9�
811 ミ ツ バ 牡3鹿 56 幸 英明�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 442－ 61：24．8� 8．9�
79 ラ デ ィ カ ル 牡3黒鹿56 岩田 康誠前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476± 0 〃 クビ 4．1�
44 セルリアンコスモ 牡3鹿 56 松山 弘平�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 492－ 4 〃 ハナ 272．0	
11 ピンストライプ 牡3青鹿56 C．ルメール 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 510± 01：24．9クビ 9．5

33 ミトノゴールド 牡3栗 56 太宰 啓介ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 482± 01：25．64 34．6�
55 ハ ド ウ ホ ウ 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 500－121：26．23� 63．9�
78 � ノーザンバローズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Craig D.

Upham 484± 01：26．3	 1．9
22 トウカイバレット 牡3黒鹿56 藤岡 康太内村 正則氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 488－ 21：26．72� 177．1�
810 カジノプレイヤー 牡3栗 56 浜中 俊吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 460－ 21：26．8クビ 34．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，091，700円 複勝： 69，832，800円 枠連： 17，251，100円
馬連： 68，297，500円 馬単： 44，380，500円 ワイド： 38，492，100円
3連複： 85，057，100円 3連単： 170，312，000円 計： 528，714，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 590円 � 330円 � 310円 枠 連（6－6） 5，220円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 14，980円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，560円 �� 650円

3 連 複 ��� 9，810円 3 連 単 ��� 82，700円

票 数

単勝票数 計 350917 的中 � 12872（6番人気）
複勝票数 計 698328 的中 � 28386（6番人気）� 56575（4番人気）� 63697（3番人気）
枠連票数 計 172511 的中 （6－6） 2558（10番人気）
馬連票数 計 682975 的中 �� 9824（15番人気）
馬単票数 計 443805 的中 �� 2221（35番人気）
ワイド票数 計 384921 的中 �� 6139（16番人気）�� 6210（15番人気）�� 15949（8番人気）
3連複票数 計 850571 的中 ��� 6499（27番人気）
3連単票数 計1703120 的中 ��� 1493（205番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．8―34．7―47．0―59．6―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 3，6（1，7）（2，10）（5，8）4，9，11 4 3，6（1，7）（2，10）（4，5，8）（9，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーシーガル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Bernstein デビュー 2014．7．20 中京4着

2012．2．4生 牡3青鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 6戦2勝 賞金 13，800，000円



13019 4月26日 晴 良 （27京都3）第2日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

810 マッチボックス 牡4黒鹿57 四位 洋文薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 508± 02：24．2 4．2�
22 ウェーブゴールド 牡4黒鹿57 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 488－ 62：24．41 7．2�
33 フロリダパンサー 牡4青鹿57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B476－ 22：24．5� 6．1�
89 カレングラスジョー 牡5栗 57 C．ルメール 鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 516－102：24．71	 5．9�
78 チェイスザゴールド 牡5鹿 57 和田 竜二前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 538－ 62：24．91 108．4�
55 エリタージュゲラン 牡4鹿 57 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 450－ 4 〃 アタマ 55．8	
77 
 デンコウウンリュウ 牡5鹿 57 幸 英明田中 康弘氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 518－ 22：25．0� 127．7

44 ジューヴルエール 牡5黒鹿57 松田 大作 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：25．74 15．3�
11 アドマイヤコウベ 牡4鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 506－102：27．6大差 3．0
66 ミッキーデータ 牡4鹿 57 戸崎 圭太野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 516＋ 22：27．81 8．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，142，100円 複勝： 42，843，900円 枠連： 15，087，500円
馬連： 68，859，900円 馬単： 37，899，600円 ワイド： 31，160，300円
3連複： 77，703，000円 3連単： 145，184，200円 計： 448，880，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 200円 � 200円 枠 連（2－8） 740円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 510円 �� 510円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 14，290円

票 数

単勝票数 計 301421 的中 � 57037（2番人気）
複勝票数 計 428439 的中 � 74857（2番人気）� 51639（5番人気）� 54535（4番人気）
枠連票数 計 150875 的中 （2－8） 15769（2番人気）
馬連票数 計 688599 的中 �� 38016（6番人気）
馬単票数 計 378996 的中 �� 10781（12番人気）
ワイド票数 計 311603 的中 �� 15826（7番人気）�� 15853（6番人気）�� 11111（11番人気）
3連複票数 計 777030 的中 ��� 22886（10番人気）
3連単票数 計1451842 的中 ��� 7362（49番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―10．6―11．6―12．0―11．9―12．5―13．2―12．7―12．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．6―34．2―45．8―57．8―1：09．7―1：22．2―1：35．4―1：48．1―2：00．9―2：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マッチボックス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2013．10．13 京都8着

2011．5．1生 牡4黒鹿 母 マッキーアリエス 母母 スヴェルトアンジュ 12戦2勝 賞金 22，530，000円

13020 4月26日 晴 良 （27京都3）第2日 第8競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

44 エイヴィアンボス 牡5鹿 57 C．ルメール 桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 548＋ 61：52．4 1．4�
710 ティマイドリーム 牡5鹿 57 戸崎 圭太田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 490± 01：52．61� 20．1�
813 メイショウシシマル 牡4鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 482－ 4 〃 ハナ 15．9�
57 トゥヴァビエン 牡5黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 530＋ 21：52．81� 46．5�
22 � ダイシンロイ 牡4黒鹿57 小牧 太大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 2 〃 アタマ 22．1�
33 アダムズアップル 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 502－14 〃 アタマ 5．1	
45 スカイライン 牡4青鹿57 川田 将雅窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 478－ 21：52．9� 34．7

69 ミキノノボリリュウ 牡5鹿 57 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 488± 01：53．0クビ 10．5�
812 パープルパルピナ 牡4鹿 57

54 ▲義 英真中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 492－ 21：53．63� 272．0�
711� ランドスター 牡4栗 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 492＋ 41：53．7� 53．4
56 � ダノンサイクロン 牝4青鹿55 岩田 康誠�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 454－12 〃 ハナ 34．4�
11 ポ ロ タ ン 牝5鹿 55 藤岡 康太小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 446－ 21：53．8	 122．4�
68 ヤマニンパンテオン 牡5鹿 57 竹之下智昭土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 伉助 454＋ 61：53．9	 168．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，881，800円 複勝： 120，437，700円 枠連： 18，147，600円
馬連： 74，325，000円 馬単： 55，003，600円 ワイド： 37，335，600円
3連複： 91，941，800円 3連単： 207，819，900円 計： 635，893，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 320円 � 250円 枠 連（4－7） 670円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 500円 �� 420円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 7，240円

票 数

単勝票数 計 308818 的中 � 169740（1番人気）
複勝票数 計1204377 的中 � 942226（1番人気）� 22645（6番人気）� 31747（4番人気）
枠連票数 計 181476 的中 （4－7） 20889（2番人気）
馬連票数 計 743250 的中 �� 52190（5番人気）
馬単票数 計 550036 的中 �� 34184（6番人気）
ワイド票数 計 373356 的中 �� 19664（5番人気）�� 24215（3番人気）�� 4009（21番人気）
3連複票数 計 919418 的中 ��� 20591（11番人気）
3連単票数 計2078199 的中 ��� 20783（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―36．5―49．3―1：02．3―1：15．3―1：28．0―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイヴィアンボス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．2．17 小倉4着

2010．6．11生 牡5鹿 母 ツルマルオジョウ 母母 ツルマルガール 13戦3勝 賞金 32，508，000円



13021 4月26日 晴 良 （27京都3）第2日 第9競走 ��
��2，400�あ ず さ 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

44 サンライズセンス 牡3栗 56 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 494＋ 22：24．1 2．6�
89 シゲルヤブサメ 牡3黒鹿56 藤岡 康太森中 蕃氏 中村 均 新ひだか グランド牧場 464－ 42：24．63 20．5�
77 カレンラストショー 牡3栗 56 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 426＋122：25．13 12．6�
66 ショウボート 牡3栗 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 2．5�
33 ヴァーサトル 牡3黒鹿56 C．ルメール 水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 480± 02：25．41� 7．9�
55 ドリームチェイサー 牡3栗 56 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460± 02：25．5クビ 8．3�
11 ゼットスマイル 牡3栗 56 四位 洋文	フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 482± 02：26．45 18．1

22 ヒロフォーシーズン 牡3青鹿56 松山 弘平守内ひろ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 474＋ 62：26．93 28．1�
88 メイショウリンクス 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B480± 02：28．6大差 72．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，741，800円 複勝： 42，398，000円 枠連： 17，500，800円
馬連： 92，976，200円 馬単： 56，148，100円 ワイド： 43，491，800円
3連複： 107，664，100円 3連単： 250，019，200円 計： 647，940，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 430円 � 260円 枠 連（4－8） 2，100円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 830円 �� 590円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 34，340円

票 数

単勝票数 計 377418 的中 � 112608（2番人気）
複勝票数 計 423980 的中 � 113817（1番人気）� 18986（7番人気）� 37072（5番人気）
枠連票数 計 175008 的中 （4－8） 6456（9番人気）
馬連票数 計 929762 的中 �� 29362（9番人気）
馬単票数 計 561481 的中 �� 10505（16番人気）
ワイド票数 計 434918 的中 �� 13612（9番人気）�� 19852（6番人気）�� 4186（25番人気）
3連複票数 計1076641 的中 ��� 11418（24番人気）
3連単票数 計2500192 的中 ��� 5278（109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．3―23．4―34．7―46．8―59．3―1：12．0―1：24．9―1：37．3―1：49．2―2：00．7―2：12．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズセンス 
�
父 グラスワンダー 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．21 阪神5着

2012．4．11生 牡3栗 母 レミニセンス 母母 グレイエミネンス 6戦2勝 賞金 23，972，000円
〔発走状況〕 ショウボート号は，枠入り不良。

13022 4月26日 晴 良 （27京都3）第2日 第10競走 ��
��1，800�

か み が も

上賀茂ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，26．4．26以降27．4．19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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

714 エノラブエナ 牡4鹿 55 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 546－ 21：50．5 4．8�
11 テイエムダイパワー 牡5栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 488－ 21：50．6� 3．7�
612 メイショウソラーレ 牡5鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 482± 01：50．81� 21．1�
24 エクストラゴールド 牡4栗 55 C．ルメール 前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 522＋ 81：50．9� 6．9�
48 チェスナットバロン 牡6栗 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 568＋ 2 〃 ハナ 17．6�
713 グランフィデリオ 牡4青鹿54 �島 良太飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 438± 01：51．1	 83．6	
23 セイスコーピオン 牡5栗 54 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 490－ 6 〃 アタマ 45．1

36 ミッキースマホ 牡5栗 57 松田 大作野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 478± 01：51．2	 4．6�
12 
 マヤノクレド 牡7鹿 52 高倉 稜田所 英子氏 西村 真幸 新ひだか 前川 隆則 492－ 61：51．3� 251．2�
815 シュテルングランツ 牡4黒鹿54 和田 竜二 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484－ 21：51．4	 36．4
611 ハ ル カ フ ジ 牡7鹿 54 川須 栄彦河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 476－ 41：51．82� 96．1�
816 ドラゴンフォルテ 牡6鹿 56 幸 英明窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 480－ 4 〃 クビ 109．4�
47 ミッキーヘネシー 牡6栃栗54 川田 将雅野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 478± 01：51．9クビ 19．6�
59 タガノビリーヴィン 牡5黒鹿55 岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 500＋ 21：52．0	 9．6�
510 スワーヴカイザー 牡4青 55 藤岡 康太�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 534－ 21：53．17 14．9�
35 デリッツァリモーネ 牡4鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 81：53．84 127．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，473，100円 複勝： 88，455，900円 枠連： 36，310，500円
馬連： 177，642，900円 馬単： 70，941，600円 ワイド： 72，336，200円
3連複： 214，875，700円 3連単： 318，119，800円 計： 1，030，155，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 170円 � 530円 枠 連（1－7） 1，090円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，420円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 33，150円

票 数

単勝票数 計 514731 的中 � 84421（3番人気）
複勝票数 計 884559 的中 � 134660（3番人気）� 158278（1番人気）� 32913（9番人気）
枠連票数 計 363105 的中 （1－7） 25802（2番人気）
馬連票数 計1776429 的中 �� 116721（3番人気）
馬単票数 計 709416 的中 �� 22367（6番人気）
ワイド票数 計 723362 的中 �� 39584（3番人気）�� 12739（15番人気）�� 8920（25番人気）
3連複票数 計2148757 的中 ��� 20389（26番人気）
3連単票数 計3181198 的中 ��� 6957（97番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．9―12．8―12．7―12．5―12．4―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．0―35．9―48．7―1：01．4―1：13．9―1：26．3―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．6
1
3
1（5，10）4（6，9）（2，8，15）12，14，13（7，16）－（3，11）
1（5，10）（4，15）6（2，9，12）8，14，13，16，7，11，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エノラブエナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．30 中京8着

2011．2．20生 牡4鹿 母 マルカサワヤカ 母母 サワヤカプリンセス 16戦4勝 賞金 63，649，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダノンミシガン号・ブルータンザナイト号

１レース目



13023 4月26日 晴 良 （27京都3）第2日 第11競走 ��
��1，600�第46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，26．4．26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，26．4．25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 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，372，000円 392，000円 196，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

715 レッドアリオン 牡5鹿 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 484± 01：32．6 22．4�
24 サンライズメジャー 牡6栗 56 四位 洋文松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 488＋ 4 〃 クビ 14．6�
47 フ ィ エ ロ 牡6青鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502＋ 31：32．7クビ 2．7�
510 エキストラエンド 牡6鹿 56 小牧 太 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468－ 21：32．8� 14．8�
59 フ ル ー キ ー 牡5青鹿56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 クビ 5．5	
35 シャイニープリンス 牡5青鹿56 川田 将雅小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 494－ 41：32．9	 32．0

36 ディアデラマドレ 牝5鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452－ 21：33．0� 6．0�
611 ロサギガンティア 牡4青 56 岩田 康誠 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 526－10 〃 ハナ 19．4�
713 タガノグランパ 牡4鹿 56 高倉 稜八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 61：33．1	 131．8
23 マイネルメリエンダ 牡4栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 474± 01：33．2	 83．3�
818 ク ラ レ ン ト 牡6栗 56 幸 英明前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 498＋ 6 〃 同着 27．1�
816 ヒストリカル 牡6黒鹿56 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452－101：33．3	 30．9�
612 エールブリーズ 牡5青鹿56 C．ルメール �社台レースホース
島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516± 01：33．4クビ 97．0�
48 タガノブルグ 牡4鹿 56 酒井 学八木 秀之氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440± 0 〃 クビ 234．3�
817 マジェスティハーツ 牡5鹿 56 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 502＋ 21：33．5� 149．7�
714 ミッキードリーム 牡8栗 56 太宰 啓介野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：33．6� 359．9�
12 テイエムタイホー 牡6栗 56 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 496＋ 2 〃 クビ 7．1�
11 マイネルホウオウ 牡5栗 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 512－ 41：33．7� 50．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 202，000，500円 複勝： 302，139，900円 枠連： 154，589，900円
馬連： 795，489，700円 馬単： 346，935，400円 ワイド： 322，770，900円
3連複： 1，170，628，400円 3連単： 2，025，261，900円 計： 5，319，816，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 500円 � 340円 � 140円 枠 連（2－7） 9，690円

馬 連 �� 15，340円 馬 単 �� 32，690円

ワ イ ド �� 4，090円 �� 1，120円 �� 690円

3 連 複 ��� 10，350円 3 連 単 ��� 98，650円

票 数

単勝票数 計2020005 的中 � 71827（8番人気）
複勝票数 計3021399 的中 � 117986（7番人気）� 188056（6番人気）� 835399（1番人気）
枠連票数 計1545899 的中 （2－7） 12354（28番人気）
馬連票数 計7954897 的中 �� 40174（42番人気）
馬単票数 計3469354 的中 �� 7958（86番人気）
ワイド票数 計3227709 的中 �� 19319（44番人気）�� 73925（10番人気）�� 126618（5番人気）
3連複票数 計11706284 的中 ��� 84762（32番人気）
3連単票数 計20252619 的中 ��� 14883（293番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．0―12．4―11．7―11．1―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．3―47．7―59．4―1：10．5―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．2
3 4，5（2，15）3，18（9，10）14（7，12，16）（13，17）11，8，1－6 4 4，5（2，15）（3，18）（9，10，16）12（7，14）（13，17）11（1，8）6

勝馬の
紹 介

レッドアリオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．9．17 阪神2着

2010．2．28生 牡5鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 24戦6勝 賞金 216，537，000円
〔制裁〕 レッドアリオン号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ヴァンヌーヴォー号・ジャンナ号・ニンジャ号・マイネルディアベル号・ミヤジエムジェイ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレッドアリオン号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

13024 4月26日 晴 良 （27京都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 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
1：31．4
1：30．7

良
良

11 セウアズール 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 410－ 41：32．2 4．8�
47 カピオラニパレス 牡7芦 57 浜中 俊横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 528－ 41：32．3� 6．0�
46 ダノンムーン 牡6鹿 57 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 446－ 81：32．62 3．5�
23 レッドジゼル 牝5鹿 55 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 456－ 41：32．7	 7．1�
610
 エルフショット �5青鹿 57

55 △岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 458－ 81：32．91� 128．7�

58 レッドオーラム 牝4鹿 55 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 480＋ 21：33．0クビ 42．7	
34 モンドシャルナ 牡4鹿 57 戸崎 圭太山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444± 01：33．1	 6．8

35 アドマイヤコリン 牡7青鹿57 松山 弘平近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 446± 01：33．31� 53．2�
814 タガノスカイ 牝4鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 8 〃 ハナ 8．6�
611 ア ル テ 牡4栗 57 藤岡 康太 フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 466－ 21：33．51� 12．2�
712 イ デ ア 牡7鹿 57

54 ▲城戸 義政畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 492－ 61：33．81	 142．5�
815 ナムラマサシゲ 牡4栗 57

54 ▲義 英真奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 502± 01：34．01� 20．9�
713 アポロパレス 牝6鹿 55 松田 大作小林 量氏 西村 真幸 浦河 笹島 政信 476＋ 81：34．21� 446．9�
59 
 ブレイヴフィート 牝5鹿 55 幸 英明下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 450－ 21：34．62� 188．4�
22 ワキノネクサス 牝6鹿 55 酒井 学脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 444－ 81：35．23� 297．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，007，700円 複勝： 79，196，700円 枠連： 41，936，400円
馬連： 179，792，800円 馬単： 78，116，300円 ワイド： 73，843，200円
3連複： 213，598，100円 3連単： 358，211，300円 計： 1，085，702，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 160円 � 150円 枠 連（1－4） 560円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 410円 �� 350円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 8，250円

票 数

単勝票数 計 610077 的中 � 99904（2番人気）
複勝票数 計 791967 的中 � 120776（3番人気）� 130969（2番人気）� 143965（1番人気）
枠連票数 計 419364 的中 （1－4） 57745（1番人気）
馬連票数 計1797928 的中 �� 111475（2番人気）
馬単票数 計 781163 的中 �� 23423（5番人気）
ワイド票数 計 738432 的中 �� 45602（3番人気）�� 54174（1番人気）�� 46275（2番人気）
3連複票数 計2135981 的中 ��� 107156（1番人気）
3連単票数 計3582113 的中 ��� 31473（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．3―46．1―57．5―1：09．0―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セウアズール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kornado デビュー 2014．4．5 阪神1着

2011．3．2生 牝4鹿 母 シ ャ ピ ー ラ 母母 Semplice 10戦3勝 賞金 33，688，000円
〔制裁〕 カピオラニパレス号の騎手浜中俊は，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100，000円。（被害馬：11番・

14番・8番・5番・4番）

４レース目



（27京都3）第2日 4月26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 175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

271，840，000円
6，800，000円
2，790，000円
24，990，000円
70，732，500円
4，856，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
579，222，300円
979，766，900円
372，422，000円
1，724，947，700円
845，500，800円
771，344，000円
2，323，105，400円
4，002，690，400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 11，598，999，500円

総入場人員 24，256名 （有料入場人員 22，815名）
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