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13013 4月21日 晴 良 （31京都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

611 サトノギャロス 牡3鹿 56 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 520＋ 21：11．6 1．5�
612 オースミムテキ 牡3黒鹿56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 468－ 21：12．23� 3．0�
12 スマートマウアー 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 静内山田牧場 502－ 61：13．05 12．7�
11 アイファーメンバー 牡3鹿 56 小牧 太中島 稔氏 西橋 豊治 浦河 中島牧場 482± 01：13．21� 16．5�
815 アイファーアクター 牡3鹿 56 水口 優也中島 稔氏 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 476± 01：13．62� 56．9�
714 ジョートラジャ 牡3芦 56 川須 栄彦上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 532± 01：13．91� 35．7	
816 マテンロウカフェ 牡3青鹿56 太宰 啓介寺田千代乃氏 寺島 良 新ひだか 畠山牧場 468± 01：14．0� 128．6

59 	 ヴィエントフレスコ 牡3鹿 56 国分 恭介前田 幸治氏 中竹 和也 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

484＋ 61：14．63� 236．4�
713 マルカノーベル 
3黒鹿56 荻野 極日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478－101：14．7� 30．1�
23 ア カ マ 牝3黒鹿54 酒井 学安部 純史氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 448＋ 81：14．91� 133．7
510 ル ー シ ー 牝3鹿 54 高倉 稜薪浦 亨氏 渡辺 薫彦 安平 吉田 三郎 434 ― 〃 アタマ 127．8�
36 サ ン ラ イ マ 牝3栗 54 竹之下智昭 �加藤ステーブル 千田 輝彦 日高 原田牧場 446－ 81：15．43 512．7�
24 グ ラ ン ベ ガ 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心間宮 秀直氏 佐々木晶三 浦河 大西ファーム 440＋181：15．93 352．2�
47 ドアトゥブリス 牝3芦 54 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 B428＋ 81：16．0� 96．7�
35 ラガープレミアム 牡3鹿 56 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 前川 勝春 518 ―1：16．42� 102．3�

（15頭）
48 ライクトゥシャイン 牡3栗 56 藤岡 佑介 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 450－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，626，600円 複勝： 67，701，900円 枠連： 19，997，400円
馬連： 49，728，500円 馬単： 31，315，000円 ワイド： 40，747，000円
3連複： 75，025，800円 3連単： 121，960，200円 計： 439，102，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（6－6） 190円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 250円

ワ イ ド �� 110円 �� 340円 �� 300円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 1，100円

票 数

単勝票数 差引計 326266（返還計 10517） 的中 � 171419（1番人気）
複勝票数 差引計 677019（返還計 18554） 的中 � 379996（1番人気）� 149264（2番人気）� 32420（4番人気）
枠連票数 差引計 199974（返還計 261） 的中 （6－6） 80405（1番人気）
馬連票数 差引計 497285（返還計 56455） 的中 �� 209388（1番人気）
馬単票数 差引計 313150（返還計 30304） 的中 �� 90628（1番人気）
ワイド票数 差引計 407470（返還計 49412） 的中 �� 145351（1番人気）�� 21163（5番人気）�� 24345（3番人気）
3連複票数 差引計 750258（返還計167614） 的中 ��� 102549（2番人気）
3連単票数 差引計1219602（返還計263116） 的中 ��� 80152（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．9―12．0―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．9―47．9―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノギャロス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．5 京都2着

2016．4．13生 牡3鹿 母 シ ャ ラ ポ ワ 母母 ウインブルドンⅡ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走除外〕 ライクトゥシャイン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕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〕 グランベガ号・ドアトゥブリス号・ラガープレミアム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成31年5月21日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 グランベガ号・サンライマ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月21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。
（非当選馬） 3頭 テイエムイブシギン号・ハクユウセンター号・ベルガモット号

13014 4月21日 晴 良 （31京都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

35 ペプチドフシチョウ 牝3鹿 54 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 448± 01：54．9 3．6�
12 イ グ ナ ー ツ 牡3鹿 56 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 41：55．11� 8．4�
714 シゲルクロダイヤ 牡3鹿 56 古川 吉洋森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 500± 0 〃 ハナ 2．5�
510 シンゼンストロング 牡3鹿 56 武 豊原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 494－161：55．3� 17．7�
11 スペースコロニー 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 444± 01：55．62 101．7�
59 ビービーシャルト �3鹿 56

53 ▲岩田 望来坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 オリエント牧場 488－ 41：56．34 7．0�
713 ユーバーファル 牡3芦 56 岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 浦河 中神牧場 506＋ 41：56．93� 150．4	
36 ラストサマー 牝3鹿 54 藤懸 貴志
キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 448－ 61：57．11� 111．0�
48 アテングローリー 牡3鹿 56 川島 信二玉置 潔氏 谷 潔 浦河 丸幸小林牧場 464 ―1：57．2� 81．6�
24 サンマルフラッシュ 牡3黒鹿56 小林 徹弥相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 470－ 2 〃 ハナ 589．6
611 ラストクリーガー 牡3鹿 56 小牧 太辻 高史氏 庄野 靖志 新冠 村田牧場 452－ 6 〃 クビ 30．3�
816 ロードオヒア 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 61：57．52 21．6�
23 ビップゼロワン 牡3鹿 56 国分 優作鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 470± 01：58．24 330．0�
612 オーロペスカ 牡3栗 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 508 ―1：58．83� 21．6�
47 フラッグインハート 牡3栗 56 北村 友一名古屋友豊� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 522 ―1：59．43� 10．4�
815 カフジパール 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心加藤 守氏 木原 一良 新冠 長浜牧場 402－ 42：05．5大差 424．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，733，400円 複勝： 43，347，800円 枠連： 12，913，900円
馬連： 52，354，300円 馬単： 27，633，100円 ワイド： 41，036，200円
3連複： 77，854，300円 3連単： 99，890，800円 計： 385，763，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 190円 � 110円 枠 連（1－3） 1，500円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 470円 �� 160円 �� 390円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 7，000円

票 数

単勝票数 計 307334 的中 � 67987（2番人気）
複勝票数 計 433478 的中 � 88722（2番人気）� 36747（4番人気）� 144820（1番人気）
枠連票数 計 129139 的中 （1－3） 6670（5番人気）
馬連票数 計 523543 的中 �� 25287（5番人気）
馬単票数 計 276331 的中 �� 7653（9番人気）
ワイド票数 計 410362 的中 �� 18655（5番人気）�� 82974（1番人気）�� 23526（4番人気）
3連複票数 計 778543 的中 ��� 59166（2番人気）
3連単票数 計 998908 的中 ��� 10333（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．7―49．8―1：03．0―1：16．1―1：29．0―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドフシチョウ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．25 小倉4着

2016．3．14生 牝3鹿 母 ペプチドヒノトリ 母母 ホーネットピアス 10戦1勝 賞金 11，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフジパール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月21日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ビップゼロワン号・カフジパール号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月21日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オニール号・ミキノモンテカルロ号

第３回 京都競馬 第２日



13015 4月21日 晴 良 （31京都3）第2日 第3競走 ��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

48 ウォーターブレイク 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 21：21．1 8．6�

36 ウェーブクリスタル 牝3黒鹿54 北村 友一万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 396＋ 8 〃 クビ 19．4�
24 ロ ナ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 462± 01：21．52� 15．5�
12 グレイシャスギャル 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 416－ 61：21．6� 29．1�
35 ルーナクオーレ 牝3黒鹿54 松山 弘平落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 406－ 4 〃 クビ 29．3	
11 ブールバール 牝3鹿 54 C．ルメール 寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 446＋161：21．7クビ 1．8

714 ガーデンガーデン 牝3黒鹿54 池添 謙一松島 千佳氏 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 454－ 61：21．91� 43．2�
47 レッドルーヴル 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 466 ―1：22．11� 12．6
59 テ ィ レ ニ ア 牝3栗 54 浜中 俊 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 クビ 5．9�
23 キンショーダンサー 牝3栗 54 松若 風馬礒野日出夫氏 長谷川浩大 浦河 大島牧場 442－ 61：22．2� 99．0�
611 ヘヴンリーウインド 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 21：22．3� 28．6�
715 カリマンタン 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 日高 メイプルファーム 394－161：22．61� 647．6�
817 セレッソノワール 牝3青鹿54 藤懸 貴志三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 カナイシスタッド 418＋131：22．81� 573．2�
612 キャルグリーン 牝3栗 54 A．シュタルケ 里見 治紀氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 430－ 61：23．33 192．7�

（独）

510 ツーエムベリンダ 牝3鹿 54 酒井 学水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 458＋14 〃 クビ 598．3�
713 ワンダータビアット 牝3黒鹿54 荻野 極山本 能成氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 452 ―1：24．04 358．9�
816 ロイヤルシュライン 牝3鹿 54 幸 英明ロイヤルパーク 宮 徹 日高 門別牧場 452 ―1：25．8大差 189．7�
818 メイショウビジュー 牝3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 富田牧場 446＋10 （競走中止） 12．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，264，300円 複勝： 56，230，400円 枠連： 15，090，200円
馬連： 63，267，900円 馬単： 34，859，600円 ワイド： 51，597，500円
3連複： 95，611，000円 3連単： 124，225，800円 計： 480，146，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 240円 � 470円 � 340円 枠 連（3－4） 3，160円

馬 連 �� 7，980円 馬 単 �� 16，020円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 1，570円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 24，950円 3 連 単 ��� 160，540円

票 数

単勝票数 計 392643 的中 � 36268（3番人気）
複勝票数 計 562304 的中 � 68659（3番人気）� 28636（7番人気）� 42307（5番人気）
枠連票数 計 150902 的中 （3－4） 3691（13番人気）
馬連票数 計 632679 的中 �� 6138（26番人気）
馬単票数 計 348596 的中 �� 1632（45番人気）
ワイド票数 計 515975 的中 �� 6069（23番人気）�� 8569（15番人気）�� 4615（30番人気）
3連複票数 計 956110 的中 ��� 2873（70番人気）
3連単票数 計1242258 的中 ��� 561（415番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．2―11．3―11．6―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―34．8―46．1―57．7―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．0
3 1（4，9）14，2（8，11）－（3，13）6，12，5，17（7，16）（15，10） 4 ・（1，4）9（2，8）（11，14）－3，6（5，13）－（7，12）（15，17）（10，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウォーターブレイク �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．11．11 京都3着

2016．2．25生 牝3黒鹿 母 サニーデイサンデー 母母 サンデーピクニック 7戦1勝 賞金 11，300，000円
〔発走状況〕 メイショウビジュー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 メイショウビジュー号は，発走直後に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウビジュー号は，平成31年4月22日から平成31年5月21日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロイヤルシュライン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月21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 パドクロア号
※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。

13016 4月21日 晴 良 （31京都3）第2日 第4競走 ��
��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

36 エピックガール 牝3鹿 54 北村 友一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 428－ 41：08．7 4．4�
713 ペプチドルーカス 牡3鹿 56 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 様似 猿倉牧場 438＋ 21：09．12� 3．5�
24 オウケンラブルナ 牝3栗 54 松田 大作福井 明氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 452－ 61：09．31� 42．9�
818 グレーフィンソニア 牝3黒鹿54 C．ルメール 村上 稔氏 本田 優 新ひだか 土田農場 464－10 〃 クビ 8．6�
47 ケイティグレース 牝3栗 54 義 英真瀧本 和義氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 432＋161：09．4クビ 6．8�
59 ウインクルマリヒメ 牝3黒鹿54 福永 祐一�有能 高橋 亮 日高 竹島 幸治 408＋ 61：09．5	 12．7	
611 ジョーカリン 牝3黒鹿54 松山 弘平上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 400± 01：09．6� 20．3

23 ア レ ー テ ス 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 438－10 〃 アタマ 31．1�
12 ドゥオンフルール 牝3鹿 54 松若 風馬大塚 亮一氏 清水 久詞 日高 浜本牧場 464＋ 41：09．81� 63．6
510 クールジェンヌ 牝3芦 54 藤懸 貴志田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 434± 0 〃 クビ 10．3�
612 ウイングアンナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介塚本 法生氏 牧田 和弥 浦河 杵臼斉藤牧場 434－161：10．33 77．7�
817 ウインガナッシュ 牡3黒鹿56 高倉 稜�ウイン 西園 正都 新ひだか 水丸牧場 506＋ 2 〃 クビ 327．4�
714 ナ リ タ ニ ケ 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 394 ―1：10．4クビ 275．2�
816 ワンダーヘイルネス 
3鹿 56 武 豊山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 462 ― 〃 クビ 8．1�
35 ブレードフォルテ 牝3鹿 54 荻野 極一村 哲也氏 小崎 憲 日高 高山牧場 408 ―1：10．93 185．8�
715 マイネルカゲツ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 長谷川浩大 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 61：11．64 35．9�

（独）

11 メイショウチャリス 牝3鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 村下 明博 422－14 〃 クビ 238．6�
48 ミンミンルフィーナ 牝3鹿 54 水口 優也グリーンスウォード大根田裕之 浦河 富菜牧場 486 ― （競走中止） 132．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，543，100円 複勝： 52，314，400円 枠連： 17，435，400円
馬連： 63，515，900円 馬単： 29，067，600円 ワイド： 49，120，100円
3連複： 97，358，100円 3連単： 105，196，200円 計： 446，550，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 150円 � 820円 枠 連（3－7） 1，140円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，820円 �� 3，490円

3 連 複 ��� 14，630円 3 連 単 ��� 55，460円

票 数

単勝票数 計 325431 的中 � 57873（2番人気）
複勝票数 計 523144 的中 � 76480（2番人気）� 117139（1番人気）� 11382（11番人気）
枠連票数 計 174354 的中 （3－7） 11777（5番人気）
馬連票数 計 635159 的中 �� 41628（2番人気）
馬単票数 計 290676 的中 �� 9456（4番人気）
ワイド票数 計 491201 的中 �� 28768（1番人気）�� 6685（25番人気）�� 3416（39番人気）
3連複票数 計 973581 的中 ��� 4990（50番人気）
3連単票数 計1051962 的中 ��� 1375（183番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．1―11．1―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―34．5―45．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エピックガール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Petionville デビュー 2018．10．8 京都4着

2016．3．26生 牝3鹿 母 ジェラスガール 母母 Isla Cozzene 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況・騎手変更〕 クールジェンヌ号の騎手幸英明は検査のため藤懸貴志に変更。発走時刻5分遅延。
〔競走中止〕 ミンミンルフィーナ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ケイティグレース号の騎手義英真は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3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 スカーヴァティ号・バトルアグレッシブ号
（非抽選馬） 1頭 ランバート号
※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。



13017 4月21日 晴 良 （31京都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 （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
1：43．9
1：43．9

良
良

56 ヴ ィ ン ト 牡3鹿 56 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 524＋ 21：46．7 2．5�
11 シャドウアロング 牡3鹿 56 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 482＋ 21：46．91� 2．5�
710 ミヤビパーフェクト �3鹿 56 岡田 祥嗣村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 464－ 21：47．11� 7．8�
813 メリーバローズ 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 今 牧場 474－ 21：48．16 135．5�
812 ワンダーハルム 牝3青鹿54 藤懸 貴志山本 能成氏 渡辺 薫彦 浦河 藤春 修二 452 ―1：48．31� 90．7�
44 ホッコーメヴィウス �3鹿 56 北村 友一北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 448＋ 21：48．4クビ 9．9	
22 キタサンブラウン 牡3栗 56 松若 風馬
大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 526－ 2 〃 クビ 17．0�
69 ロードラウレア 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 460± 01：48．82� 40．5�

（独）

68 エイシンフォーラン 牡3栗 56 松山 弘平�栄進堂 上村 洋行 浦河 栄進牧場 480± 01：48．9クビ 8．3
57 ハーバーコメット 牝3芦 54 藤井勘一郎谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 474－ 41：49．32� 213．9�
33 クリノマンジェリカ 牝3青鹿54 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 454－ 21：50．36 175．1�
711 ジューンワルツ 牝3栗 54 高倉 稜吉川 潤氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 450－ 41：50．72� 318．9�
45 ロードルーツ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 498－101：54．8大差 139．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，102，300円 複勝： 44，386，200円 枠連： 10，524，400円
馬連： 55，343，400円 馬単： 30，721，500円 ワイド： 39，739，200円
3連複： 74，429，400円 3連単： 118，178，900円 計： 404，425，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（1－5） 310円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 160円 �� 240円 �� 380円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 2，250円

票 数

単勝票数 計 311023 的中 � 97844（1番人気）
複勝票数 計 443862 的中 � 140102（1番人気）� 94433（2番人気）� 57897（3番人気）
枠連票数 計 105244 的中 （1－5） 25750（1番人気）
馬連票数 計 553434 的中 �� 133519（1番人気）
馬単票数 計 307215 的中 �� 35619（2番人気）
ワイド票数 計 397392 的中 �� 73872（1番人気）�� 39754（2番人気）�� 21701（6番人気）
3連複票数 計 744294 的中 ��� 87959（1番人気）
3連単票数 計1181789 的中 ��� 37992（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．0―47．4―59．8―1：11．9―1：24．0―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ン ト �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．9．16 阪神9着

2016．4．20生 牡3鹿 母 シ ャ ッ ツ 母母 セイクリッドオース 7戦1勝 賞金 12，250，000円
〔騎手変更〕 ロードルーツ号の騎手幸英明は，負傷のため藤岡佑介に変更。
〔制裁〕 ハーバーコメット号の騎手藤井勘一郎は，発馬機内での御法について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードルーツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月21日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ロードルーツ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月21日まで平地競走に出走できな

い。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13018 4月21日 晴 良 （31京都3）第2日 第6競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

22 メイショウアステカ 牝3黒鹿54 武 豊松本 好�氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 478＋ 41：53．9 4．2�
77 ローザノワール 牝3青鹿54 松若 風馬渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 456－ 6 〃 クビ 8．8�
44 ヒミノブルー 牡3青鹿56 福永 祐一佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 504－ 4 〃 アタマ 2．1�
11 スズカカナロア 牡3鹿 56 A．シュタルケ 永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 482－ 61：54．32� 5．1�

（独）

55 ビオレイメル 牝3栗 54 酒井 学ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 456－ 41：54．83 48．3�
33 ケイアイパープル 牡3鹿 56 松山 弘平亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 506－121：55．22� 4．6	
66 キンショーボヌール 牡3栗 56 高倉 稜礒野日出夫氏 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 41：57．4大差 92．4

（7頭）

売 得 金
単勝： 33，304，900円 複勝： 30，660，900円 枠連： 発売なし
馬連： 49，310，300円 馬単： 34，038，400円 ワイド： 32，720，500円
3連複： 54，679，800円 3連単： 158，055，800円 計： 392，770，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 230円 � 320円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 430円 �� 190円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 7，110円

票 数

単勝票数 計 333049 的中 � 62480（2番人気）
複勝票数 計 306609 的中 � 56933（2番人気）� 34856（5番人気）
馬連票数 計 493103 的中 �� 21598（8番人気）
馬単票数 計 340384 的中 �� 8224（15番人気）
ワイド票数 計 327205 的中 �� 16357（8番人気）�� 49957（2番人気）�� 31434（4番人気）
3連複票数 計 546798 的中 ��� 35840（6番人気）
3連単票数 計1580558 的中 ��� 16100（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．1―50．1―1：03．4―1：16．2―1：28．8―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．7
1
3
2，5（1，6）7，4－3
2（5，7）（1，6）4，3

2
4
2，5，1，6，7，4，3
2（5，7）1，4－6，3

勝馬の
紹 介

メイショウアステカ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．1．13 京都5着

2016．4．10生 牝3黒鹿 母 メイショウマリア 母母 メイショウサブリナ 3戦2勝 賞金 12，800，000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。



13019 4月21日 晴 良 （31京都3）第2日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：20．3

重
不良

44 ミスティック 牝4黒鹿55 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 458－ 61：25．5 4．8�

55 � ダノンコスモス 牝5栗 55 川田 将雅�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 460＋ 41：25．71 2．3�
11 ダブルミステリー 牝5栗 55 岩崎 翼西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 21：25．91 265．7�
68 エイシンネメシス 牝4青鹿55 武 豊�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 466－141：26．11� 7．3�
79 サンマルリトリート 牝4黒鹿55 北村 友一相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 518＋ 61：26．2� 11．8�
33 マイグランクロア 牝6鹿 55 C．ルメール 吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 496－ 61：26．41 4．8	
812 サ ン ク ラ ラ 牝5栗 55 高倉 稜
サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか 三宅牧場 434＋ 2 〃 クビ 47．1�
56 ラタンドレス 牝6鹿 55 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 490－ 21：26．5� 18．7�
67 マリアスパン 牝4鹿 55 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 472－ 41：26．92� 46．1
710� クリノクノイチ 牝4黒鹿55 小牧 太栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 454± 0 〃 アタマ 149．4�
22 アルマアノン 牝4青鹿 55

52 ▲亀田 温心コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 456－ 21：27．21� 18．2�
811 スターリングブルス 牝4栗 55

52 ▲岩田 望来藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 478－ 81：28．9大差 31．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，314，100円 複勝： 46，658，000円 枠連： 14，089，600円
馬連： 74，356，200円 馬単： 35，808，900円 ワイド： 48，598，500円
3連複： 96，470，800円 3連単： 129，966，000円 計： 481，262，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 130円 � 3，460円 枠 連（4－5） 530円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 270円 �� 10，700円 �� 7，430円

3 連 複 ��� 28，290円 3 連 単 ��� 90，600円

票 数

単勝票数 計 353141 的中 � 58607（2番人気）
複勝票数 計 466580 的中 � 70038（2番人気）� 137055（1番人気）� 2027（12番人気）
枠連票数 計 140896 的中 （4－5） 20308（2番人気）
馬連票数 計 743562 的中 �� 102297（2番人気）
馬単票数 計 358089 的中 �� 21501（4番人気）
ワイド票数 計 485985 的中 �� 55541（2番人気）�� 1040（49番人気）�� 1502（45番人気）
3連複票数 計 964708 的中 ��� 2557（66番人気）
3連単票数 計1299660 的中 ��� 1040（254番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．7―48．3―1：00．7―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスティック �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Posse デビュー 2017．11．11 京都7着

2015．4．3生 牝4黒鹿 母 ケイティーズミスト 母母 Hishi Nile 9戦2勝 賞金 17，600，000円
〔騎手変更〕 マリアスパン号の騎手幸英明は，負傷のため酒井学に変更。

13020 4月21日 晴 良 （31京都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 （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
1：43．9
1：43．9

良
良

68 リリーモントルー 牡5鹿 57 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 442＋ 41：45．4 5．7�
45 ド ゥ オ ー モ 牡6鹿 57 藤岡 佑介広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 478＋ 2 〃 クビ 10．1�
56 ソシアルクラブ 牝4栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：45．93 1．9�
11 ムーンザムーン 牝5鹿 55 川田 将雅林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 486＋101：46．22 14．3�
33 アグネススターダム 牡6栗 57 岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 456－141：46．3クビ 57．8	
57 � ジンゴイスト 牡4青鹿 57

56 ☆坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 506－ 1 〃 クビ 7．4

812 アドマイヤクィーン 牝4鹿 55 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：46．51	 23．4�
44 � ディープスピリッツ 牡5鹿 57 酒井 学菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 466－ 2 〃 ハナ 24．6�
711 ゲイルバローズ 牡5鹿 57 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 440－ 61：46．71	 82．9
710 フ ォ ン ス 牡6黒鹿57 浜中 俊ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 21：46．8
 50．8�
69 インヴィクタ 牡5黒鹿57 A．シュタルケ 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B486－ 21：47．01 8．2�

（独）

22 ペプチドシャプネス 牡4黒鹿57 松田 大作沼川 一彦氏 木原 一良 日高 木村牧場 486－ 61：47．42� 246．5�
813 クレスコブレイブ 牡5栗 57 藤懸 貴志堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B518± 01：52．4大差 194．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，852，300円 複勝： 58，529，700円 枠連： 19，504，800円
馬連： 73，325，700円 馬単： 38，566，900円 ワイド： 53，021，400円
3連複： 100，269，600円 3連単： 142，262，700円 計： 527，333，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 140円 � 210円 � 110円 枠 連（4－6） 1，420円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 780円 �� 240円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 16，580円

票 数

単勝票数 計 418523 的中 � 57908（2番人気）
複勝票数 計 585297 的中 � 90499（2番人気）� 45990（4番人気）� 214463（1番人気）
枠連票数 計 195048 的中 （4－6） 10608（5番人気）
馬連票数 計 733257 的中 �� 18996（10番人気）
馬単票数 計 385669 的中 �� 5331（18番人気）
ワイド票数 計 530214 的中 �� 15187（10番人気）�� 65579（1番人気）�� 35132（3番人気）
3連複票数 計1002696 的中 ��� 45512（3番人気）
3連単票数 計1422627 的中 ��� 6218（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―34．7―46．8―59．0―1：10．6―1：22．4―1：33．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーモントルー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Miswaki デビュー 2017．2．5 京都6着

2014．5．12生 牡5鹿 母 コーディーライン 母母 Private Encore 23戦2勝 賞金 33，495，000円
〔その他〕 クレスコブレイブ号は，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。
※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。



13021 4月21日 晴 良 （31京都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，30．4．21以降31．4．14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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

57 ネプチュナイト 牡4黒鹿55 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B480± 02：09．7レコード 4．8�
（独）

11 チャロネグロ 牡5黒鹿56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 42：10．12� 2．1�
68 アドマイヤアゼリ 牡5鹿 55 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 アタマ 9．8�
56 シ ョ パ ン 牡6黒鹿56 福永 祐一窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B478－ 82：10．42 18．2�
711 メイショウロセツ 牡4黒鹿54 川田 将雅松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 482＋ 42：11．03� 4．8�
45 � スマートアエロ 牝4青鹿52 国分 優作大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 462－ 22：11．1� 54．0	
33 サウンドバーニング 牡7鹿 54 浜中 俊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 426－ 22：11．2クビ 124．8

22 ブラックオニキス 牝5青鹿54 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 428－142：11．62� 60．2�
813 ヴ ィ ッ セ ン 牡8鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492＋ 62：11．7� 53．5
710 ス ペ ク タ ー 牝5鹿 52 武 豊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 500－ 62：12．33� 25．6�
812 トーホウアルテミス 牝4栗 53 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 466－162：12．51	 11．2�
44 ブラックジルベルト 牡4黒鹿54 藤岡 佑介安原 浩司氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 470± 02：13．45 43．3�
69 ジャストコーズ 
6青鹿54 酒井 学 �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 B498－ 62：14．35 143．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 61，173，000円 複勝： 76，236，300円 枠連： 26，208，500円
馬連： 121，297，300円 馬単： 57，937，200円 ワイド： 80，641，500円
3連複： 170，109，700円 3連単： 235，025，500円 計： 828，629，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 120円 � 180円 枠 連（1－5） 380円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 260円 �� 510円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 7，160円

票 数

単勝票数 計 611730 的中 � 101521（2番人気）
複勝票数 計 762363 的中 � 114016（2番人気）� 213736（1番人気）� 88297（4番人気）
枠連票数 計 262085 的中 （1－5） 52540（1番人気）
馬連票数 計1212973 的中 �� 159240（1番人気）
馬単票数 計 579372 的中 �� 28300（4番人気）
ワイド票数 計 806415 的中 �� 86189（1番人気）�� 36335（6番人気）�� 74402（2番人気）
3連複票数 計1701097 的中 ��� 107370（2番人気）
3連単票数 計2350255 的中 ��� 23774（12番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．7―11．4―11．4―11．9―12．1―12．0―12．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．1―34．8―46．2―57．6―1：09．5―1：21．6―1：33．6―1：45．9―1：57．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネプチュナイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．29 京都7着

2015．3．12生 牡4黒鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 9戦3勝 賞金 36，604，000円
〔騎手変更〕 ショパン号の騎手幸英明は，負傷のため福永祐一に変更。
〔制裁〕 メイショウロセツ号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成31年4月27日から平成31年

5月4日まで騎乗停止。（被害馬：12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。

13022 4月21日 晴 良 （31京都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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

57 タイセイパルサー 牡6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 492－ 41：58．4 100．0�
33 エルリストン �6黒鹿57 松山 弘平�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 464－ 61：58．5	 2．2�
813
 ヒストリーメイカー 牡5黒鹿57 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 登別 青藍牧場 534－ 41：58．6� 8．0�
44 フリーフリッカー 牡5鹿 57 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 41：58．81 5．0�
45 プロスパラスデイズ 牡4鹿 57 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－10 〃 クビ 12．7�
69 サトノプライム 牡5鹿 57 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 504－ 41：59．22	 32．6	
812 スズカガルチ 牡5栗 57 荻野 極永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B522＋ 2 〃 クビ 9．0

68 メイプルブラザー 牡5栗 57 小牧 太節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 476± 01：59．62 36．7�
22 タマモアタック 牡7鹿 57 松田 大作タマモ� 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B482－ 42：00．02	 206．0�
710 ビッグアイランド 牡5鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 B536＋ 42：00．32 15．9
56 ビッグスモーキー 牡4鹿 57 C．ルメール �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 526－ 8 〃 クビ 8．4�
711 レッドウィズダム 牡6鹿 57 酒井 学 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 506－ 22：00．4� 87．2�
11 テイエムディラン 牡4黒鹿57 四位 洋文竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 478－ 22：00．61 36．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 66，525，200円 複勝： 84，433，200円 枠連： 36，240，600円
馬連： 154，803，000円 馬単： 66，246，800円 ワイド： 92，866，000円
3連複： 204，160，700円 3連単： 280，267，300円 計： 985，542，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，000円 複 勝 � 1，110円 � 140円 � 210円 枠 連（3－5） 1，300円

馬 連 �� 15，710円 馬 単 �� 55，700円

ワ イ ド �� 4，160円 �� 6，800円 �� 450円

3 連 複 ��� 31，490円 3 連 単 ��� 464，970円

票 数

単勝票数 計 665252 的中 � 5317（12番人気）
複勝票数 計 844332 的中 � 13362（11番人気）� 209135（1番人気）� 101154（3番人気）
枠連票数 計 362406 的中 （3－5） 21542（4番人気）
馬連票数 計1548030 的中 �� 7635（38番人気）
馬単票数 計 662468 的中 �� 892（97番人気）
ワイド票数 計 928660 的中 �� 5446（42番人気）�� 3307（51番人気）�� 59128（2番人気）
3連複票数 計2041607 的中 ��� 4861（87番人気）
3連単票数 計2802673 的中 ��� 437（837番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．4―30．4―43．8―56．5―1：09．3―1：21．8―1：33．9―1：45．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイパルサー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．19 中京1着

2013．4．15生 牡6黒鹿 母 プリモレディ 母母 アイオーユー 30戦4勝 賞金 68，188，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



13023 4月21日 晴 良 （31京都3）第2日 第11競走 ��
��1，600�第50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，30．4．21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，30．4．20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 700，000円 200，000円 100，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

66 ダノンプレミアム 牡4青鹿57 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 500－ 21：32．6 1．3�
78 グァンチャーレ 牡7青鹿56 池添 謙一松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 472－ 81：32．81� 23．8�
22 パクスアメリカーナ 牡4芦 56 藤岡 佑介�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 462－ 8 〃 アタマ 12．4�
33 インディチャンプ 牡4鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470＋10 〃 クビ 4．7�
11 ストーミーシー 牡6栗 56 北村 友一�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 528± 01：33．01� 124．9	
89 ケイアイノーテック 牡4鹿 58 A．シュタルケ 亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 470＋ 21：33．21� 38．6


（独）

44 	 モズアスコット 牡5栗 58 C．ルメール �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer
Wind Farm 496＋151：33．62
 9．9�

810 メイショウオワラ 牝5鹿 54 武 豊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 458＋ 41：34．13 95．3�
55 コウエイタケル 牡8鹿 56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 502± 01：34．2� 340．8
77 トーアライジン 牡6芦 56 松山 弘平高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 B510－ 21：34．84 379．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 327，858，500円 複勝： 699，112，500円 枠連： 91，600，400円
馬連： 599，442，500円 馬単： 462，338，000円 ワイド： 294，523，400円
3連複： 812，054，700円 3連単： 2，873，760，700円 計： 6，160，690，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 230円 � 190円 枠 連（6－7） 1，070円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 360円 �� 250円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 4，680円

票 数

単勝票数 計3278585 的中 � 2015891（1番人気）
複勝票数 計6991125 的中 � 5422327（1番人気）� 194189（5番人気）� 256857（3番人気）
枠連票数 計 916004 的中 （6－7） 66010（4番人気）
馬連票数 計5994425 的中 �� 424837（4番人気）
馬単票数 計4623380 的中 �� 288008（5番人気）
ワイド票数 計2945234 的中 �� 206607（4番人気）�� 345717（2番人気）�� 78819（10番人気）
3連複票数 計8120547 的中 ��� 336933（7番人気）
3連単票数 計28737607 的中 ��� 444785（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．5―11．8―10．9―10．3―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．5―1：00．3―1：11．2―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．1―3F32．3
3 8，6（2，3，10）4（1，9）（5，7） 4 ・（8，6）（2，3，10）4（1，9）5，7

勝馬の
紹 介

ダノンプレミアム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Intikhab デビュー 2017．6．25 阪神1着

2015．4．3生 牡4青鹿 母 インディアナギャル 母母 Genial Jenny 7戦6勝 賞金 289，137，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダノンプレミアム号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

13024 4月21日 晴 良 （31京都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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

36 バーニングペスカ 牡4鹿 57 藤岡 佑介山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 482－ 21：11．6 1．8�
35 タガノプレトリア 牡4鹿 57 A．シュタルケ 八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－ 41：12．55 25．7�
（独）

24 メイショウジーク 牡5鹿 57 福永 祐一松本 好�氏 坂口 智康 浦河 赤田牧場 480－10 〃 アタマ 8．1�
11 メイショウラビエ 牝4鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 472± 0 〃 クビ 63．2�
816 ショウナンカイドウ 牡6栗 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B538－ 21：12．6� 94．3�
611 ロングベスト 牡5鹿 57 古川 吉洋中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 522－ 21：12．7クビ 29．1	
48 アグネスエーデル 牡7鹿 57 武 豊渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 514＋ 2 〃 ハナ 31．3

47 	 サンマルペンダント 牝5栗 55 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 434± 0 〃 ハナ 115．9�
23 メイショウミズカゼ 牡5栗 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 478－ 6 〃 アタマ 99．4�
12 	 リュウシンベガス 牡5黒鹿57 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 492－ 61：12．8� 35．3
815	 シャワーブーケ 牝5栗 55 松若 風馬 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 476－ 81：13．01 21．4�
612
 スーパーモリオン 牡5青鹿57 北村 友一林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 510－ 6 〃 クビ 10．7�
714 グランドガール 牝5鹿 55 酒井 学林 千枝子氏 北出 成人 浦河 宮内牧場 470＋ 21：13．1クビ 209．8�
59 エネルムサシ 牡6鹿 57 川田 将雅鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 512± 0 〃 クビ 4．3�
713 リリーメーカー 牝5鹿 55 高倉 稜阿部榮乃進氏 長谷川浩大 厚真 阿部 栄乃進 506＋ 21：13．52� 60．9�
510 クリノシャンボール 牡6黒鹿57 小牧 太栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 492－ 41：14．99 135．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，628，800円 複勝： 137，522，100円 枠連： 41，862，000円
馬連： 169，653，300円 馬単： 81，458，000円 ワイド： 108，285，700円
3連複： 246，317，300円 3連単： 381，085，400円 計： 1，231，812，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 370円 � 200円 枠 連（3－3） 1，440円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 530円 �� 320円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 9，540円

票 数

単勝票数 計 656288 的中 � 290264（1番人気）
複勝票数 計1375221 的中 � 805246（1番人気）� 39071（5番人気）� 92543（3番人気）
枠連票数 計 418620 的中 （3－3） 22450（4番人気）
馬連票数 計1696533 的中 �� 88949（4番人気）
馬単票数 計 814580 的中 �� 32732（5番人気）
ワイド票数 計1082857 的中 �� 52498（4番人気）�� 95505（2番人気）�� 13200（18番人気）
3連複票数 計2463173 的中 ��� 64006（7番人気）
3連単票数 計3810854 的中 ��� 28947（21番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―11．8―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．4―47．2―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．2
3 ・（6，15）（4，7，9）10（5，14）12，16（3，2，13）11－1，8 4 6，15，4，9（7，14）5，12，16（3，2，10，13）11，1－8

勝馬の
紹 介

バーニングペスカ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2017．8．5 小倉1着

2015．5．5生 牡4鹿 母 メイショウガンツ 母母 ステイトリースター 15戦3勝 賞金 69，937，000円
〔騎手変更〕 ロングベスト号の騎手幸英明は，負傷のため古川吉洋に変更。
※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。

４レース目



（31京都3）第2日 4月21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 164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

286，990，000円
7，780，000円
21，940，000円
1，840，000円
34，110，000円
66，690，500円
4，408，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
797，926，500円
1，397，133，400円
305，467，200円
1，526，398，300円
929，991，000円
932，897，000円
2，104，341，200円
4，769，875，300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 12，764，029，900円

総入場人員 23，707名 （有料入場人員 22，558名）
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