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13001 4月20日 晴 良 （25京都3）第1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
1：21．9
1：21．5

重
不良

714 アンスタンフィール 牝3鹿 54 M．デムーロ吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 472－ 41：26．4 6．0�
（仏）

612 キャニオンバレー 牝3青鹿54 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 B490± 0 〃 クビ 4．7�
713 グレートエンジェル 牝3鹿 54 国分 恭介田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 476＋ 41：26．61� 6．9�
35 チェリーミルズ 牝3鹿 54 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 01：27．02� 4．4�
11 サダムサロペット 牝3芦 54 武 豊大西 定氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 21：27．21� 8．5�
12 マイネラヴァリーノ 牝3栗 54 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 412－ 41：27．73 355．8	
24 トーホウシラギク 牝3栃栗54 太宰 啓介東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 432＋12 〃 クビ 117．2

23 シンクスマイル 牝3鹿 54 浜中 俊青山 洋一氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 446－ 61：27．91 4．3�
48 ラ メ ン ト 牝3鹿 54 国分 優作 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 81：28．21� 97．7�
510 エ ミ オ ン 牝3青鹿54 松田 大作幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 上村 清志 458＋ 81：28．41� 46．2
816 ジョーココロ 牝3栗 54 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 454± 0 〃 クビ 64．1�
59 サマーレイラ 牝3栗 54 幸 英明セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 対馬 正 468＋ 21：28．5クビ 191．6�
36 ピクシーチャーム 牝3鹿 54

51 ▲原田 敬伍上茶谷 一氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 378－12 〃 アタマ 268．5�
47 タガノグッピー 牝3栗 54 岩田 康誠八木 良司氏 村山 明 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430＋201：28．71� 22．3�
611 トウケイヘブン 牝3鹿 54 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 浦河 上山牧場 476＋ 6 〃 ハナ 95．4�
815 クーファリリー 牝3栗 54 武 幸四郎大迫久美子氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 488 ―1：33．9大差 30．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，852，300円 複勝： 31，338，800円 枠連： 10，283，300円
馬連： 34，144，500円 馬単： 21，911，300円 ワイド： 17，303，700円
3連複： 50，620，600円 3連単： 71，567，200円 計： 252，021，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 240円 � 180円 � 180円 枠 連（6－7） 760円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 650円 �� 630円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 14，190円

票 数

単勝票数 計 148523 的中 � 19594（4番人気）
複勝票数 計 313388 的中 � 30905（5番人気）� 48213（4番人気）� 51130（3番人気）
枠連票数 計 102833 的中 （6－7） 10074（3番人気）
馬連票数 計 341445 的中 �� 16326（9番人気）
馬単票数 計 219113 的中 �� 4113（20番人気）
ワイド票数 計 173037 的中 �� 6420（9番人気）�� 6631（8番人気）�� 10225（4番人気）
3連複票数 計 506206 的中 ��� 15330（9番人気）
3連単票数 計 715672 的中 ��� 3724（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．5―48．3―1：01．1―1：13．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F38．1
3 ・（1，9）12（5，14）（10，15）（8，13）16－2，11（7，4）（6，3） 4 ・（1，9，12）（5，14）（8，10，13）16，15，2（7，11）4（6，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アンスタンフィール �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．1．27 中京2着

2010．3．6生 牝3鹿 母 ネヴァカグラ 母母 エイブルカグラ 5戦1勝 賞金 10，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クーファリリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月20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 クリノアマダブラム号・テイエムレオネッサ号
※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。

13002 4月20日 晴 良 （25京都3）第1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

714 ダ イ コ ウ キ 牡3青鹿56 浜中 俊橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 516± 01：54．7 2．9�
23 エルドリッジ 牡3青鹿56 和田 竜二一村 哲也氏 白井 寿昭 むかわ 桑原牧場 506± 01：54．91� 2．8�
35 フミノメモリー 牡3黒鹿56 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 510－ 21：55．11� 7．0�
12 トウケイウイン 牡3黒鹿56 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 新ひだか 中村 和夫 426± 0 〃 クビ 38．7�
24 ショウナンカムリキ 牡3黒鹿56 国分 優作�湘南 日吉 正和 新ひだか 静内フアーム 512－ 41：55．31� 139．5�
815 マンハッタンケイ 牡3青 56 小牧 太橋口 博氏 橋口弘次郎 新ひだか 矢野牧場 460± 01：55．51� 21．3	
48 ローレルグラーネ 牡3芦 56 藤田 伸二 
ローレルレーシング 木原 一良 新冠 森永 聡 452－ 61：55．6クビ 13．6�
59 ニジノハヤテ 牡3黒鹿56 小坂 忠士杉本千賀子氏 境 直行 新ひだか 三石ファーム 466＋ 21：55．81� 271．2�
816 エーシンカオルーン 牡3黒鹿56 M．デムーロ
栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 472－ 81：55．9� 6．0

（仏）

11 マルシゲキング 牡3黒鹿 56
53 ▲原田 敬伍坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 444± 01：56．0クビ 60．7�

713 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 490± 01：57．38 268．0�

510 フールフォアラブ 牝3栗 54 酒井 学 
グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 452－ 61：57．4クビ 201．6�
47 バトルヴイナイン 牡3鹿 56 松山 弘平宮川 秋信氏 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 41：57．5� 164．7�
612 ア ル ペ ジ オ 牡3栗 56 岩田 康誠前田 幸治氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 486－ 81：58．03 27．2�
36 スリーエアウィーク 牡3鹿 56 太宰 啓介永井商事
 坪 憲章 平取 稲原牧場 482＋ 21：58．21� 84．1�
611 シゲルミズヘビザ 牡3黒鹿56 国分 恭介森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 岡田 猛 516＋ 61：58．62� 656．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，238，600円 複勝： 35，554，200円 枠連： 9，983，100円
馬連： 37，585，400円 馬単： 26，091，800円 ワイド： 18，692，800円
3連複： 52，035，500円 3連単： 86，366，300円 計： 283，547，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 110円 � 150円 枠 連（2－7） 400円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 160円 �� 360円 �� 280円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，900円

票 数

単勝票数 計 172386 的中 � 47392（2番人気）
複勝票数 計 355542 的中 � 90219（2番人気）� 101829（1番人気）� 47144（3番人気）
枠連票数 計 99831 的中 （2－7） 18656（1番人気）
馬連票数 計 375854 的中 �� 75500（1番人気）
馬単票数 計 260918 的中 �� 25467（2番人気）
ワイド票数 計 186928 的中 �� 37189（1番人気）�� 10944（5番人気）�� 14994（2番人気）
3連複票数 計 520355 的中 ��� 46564（2番人気）
3連単票数 計 863663 的中 ��� 16357（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．1―50．8―1：03．7―1：16．4―1：28．9―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ダ イ コ ウ キ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．7 京都4着

2010．3．16生 牡3青鹿 母 ホウライサンデー 母母 ホウライコメット 8戦1勝 賞金 13，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スリーエスペラント号・デビルズハーツ号
※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20日 晴 良 （25京都3）第1日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （芝・右）

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

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

24 スカイキューティー 牝3黒鹿54 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 464－ 41：33．9 2．3�
611 ダノンルージュ 牝3鹿 54 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460 ―1：34．21� 6．9�
713 プラチナテーラー 牝3鹿 54 四位 洋文中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 6 〃 ハナ 5．5�
715 ミニョネット 牝3栗 54 北村 友一 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 ハナ 6．5�
11 エーシンケツァール 牝3鹿 54 秋山真一郎�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 412＋ 21：34．3� 19．8	
714 ホットバタードラム 牝3黒鹿54 M．デムーロ �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 446－16 〃 クビ 14．5


（仏）

35 ディオジェーヌ 牝3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 418－ 21：34．4クビ 7．9�
59 トウケイサクラ 牝3黒鹿54 酒井 学木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか ダイイチ牧場 498 ―1：34．61� 85．0�
12 キネオスイトピー 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 小泉牧場 390 ―1：34．81� 156．7
612 ニシノヒメゴト 牝3鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 新冠 川上牧場 438－ 6 〃 アタマ 86．3�
48 ワイドロスメルタ 牝3栗 54 松山 弘平幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 472－201：34．9クビ 44．1�
510 ベリービスケット 牝3黒鹿54 和田 竜二簗詰 貴彦氏 鮫島 一歩 森 笹川大晃牧場 454 ―1：35．53� 214．7�
817 インプレスシアトル 牝3栗 54 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 436 ― 〃 ハナ 86．0�
818 ムーンビスコッティ 牝3栗 54 国分 優作�谷口牧場 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 440 ―1：35．71� 284．2�
47 ラッキーレディ 牝3鹿 54 藤田 伸二廣崎 玲子氏 千田 輝彦 浦河 岡本牧場 410 ―1：35．8� 143．7�

（ネヴァガガ）

36 シゲルコイヌザ 牝3栗 54 川島 信二森中 蕃氏 飯田 明弘 新ひだか 山田牧場 432 ― 〃 クビ 238．8�
23 テイエムゴールド 牝3鹿 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新ひだか 飛野牧場 432－101：36．11� 214．4�
816 マックスヴェロニカ 牝3栗 54 岡田 祥嗣田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 428 ―1：41．5大差 339．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，363，400円 複勝： 34，714，500円 枠連： 14，321，700円
馬連： 36，704，300円 馬単： 26，075，100円 ワイド： 18，500，200円
3連複： 48，989，900円 3連単： 77，206，600円 計： 275，875，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 200円 � 160円 枠 連（2－6） 980円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 410円 �� 270円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 計 193634 的中 � 67892（1番人気）
複勝票数 計 347145 的中 � 106545（1番人気）� 35934（5番人気）� 50885（2番人気）
枠連票数 計 143217 的中 （2－6） 10818（6番人気）
馬連票数 計 367043 的中 �� 30810（4番人気）
馬単票数 計 260751 的中 �� 11291（5番人気）
ワイド票数 計 185002 的中 �� 11037（4番人気）�� 19136（2番人気）�� 5399（10番人気）
3連複票数 計 489899 的中 ��� 21832（4番人気）
3連単票数 計 772066 的中 ��� 8346（12番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．1―11．9―12．2―12．2―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．2―46．1―58．3―1：10．5―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカイキューティー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Majestic Light デビュー 2013．2．17 京都4着

2010．3．15生 牝3黒鹿 母 スギノキューティー 母母 Summer Mood 4戦1勝 賞金 9，200，000円
〔発走状況〕 スカイキューティー号は，発走地点で左後肢落鉄。発走時刻4分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マックスヴェロニカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月20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。

13004 4月20日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都3）第1日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：11．2良・重

813 ハードダダンダン 牡6黒鹿 60
57 ▲森 一馬津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 472± 03：16．9 20．8�

22 ロードアリエス 牡8黒鹿60 高田 潤 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム 522－ 43：17．32� 2．8�
45 アドマイヤサイモン 牡5栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 474＋ 43：18．36 6．0�
69 ダイヤモンドムーン 牝6黒鹿58 北沢 伸也岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 516＋123：19．04 4．7�
44 タマモクリエイト 牡8鹿 60 熊沢 重文タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 524－ 2 〃 クビ 7．5�
711� アイアンセラヴィ 牡5鹿 60 田村 太雅池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム 490－ 43：19．21 66．8	
33 � オーブライツ 牡4芦 59 植野 貴也村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 490＋ 63：19．3� 60．7

11 ツィンクルブーケ 牝5芦 58 難波 剛健吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 458－ 23：19．4� 11．1�
710 ハートビートボーイ 牡4黒鹿59 平沢 健治橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 496＋ 23：20．03� 11．3�
812 オープンセサミ 牡10鹿 60 白浜 雄造松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム 482＋ 23：21．06 49．5
68 オンワードアマンド 牝4鹿 57 小坂 忠士樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 458－ 43：23．8大差 12．6�
56 	� エーシンドクトル 牡4鹿 59 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 英

Denford Stud
and Balmerino
Bloodstock

490＋ 23：24．33 53．2�
57 � メイショウカーネル 牡5栗 60 林 満明松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 482＋ 4 （競走中止） 213．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，601，500円 複勝： 19，142，300円 枠連： 11，838，400円
馬連： 26，060，600円 馬単： 19，591，800円 ワイド： 13，467，200円
3連複： 39，826，000円 3連単： 64，069，300円 計： 207，597，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 570円 � 140円 � 180円 枠 連（2－8） 2，350円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 10，440円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，640円 �� 420円

3 連 複 ��� 6，370円 3 連 単 ��� 77，770円

票 数

単勝票数 計 136015 的中 � 5176（8番人気）
複勝票数 計 191423 的中 � 6063（9番人気）� 47732（1番人気）� 29228（2番人気）
枠連票数 計 118384 的中 （2－8） 3724（9番人気）
馬連票数 計 260606 的中 �� 5635（15番人気）
馬単票数 計 195918 的中 �� 1385（36番人気）
ワイド票数 計 134672 的中 �� 2324（16番人気）�� 1918（20番人気）�� 8784（2番人気）
3連複票数 計 398260 的中 ��� 4619（22番人気）
3連単票数 計 640693 的中 ��� 608（218番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 50．6－3F 37．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハードダダンダン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2009．9．20 阪神6着

2007．4．7生 牡6黒鹿 母 チ ー マ 母母 ヒミノトツプレデイ 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 メイショウカーネル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウカーネル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年5月20日まで出走できない。



13005 4月20日 晴 良 （25京都3）第1日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

817� ゴ ド リ ー 牡3栗 56 浜中 俊林 正道氏 松田 国英 米 Sanford R.
Robertson 500± 02：13．4 1．7�

35 サンライズウェイ 牡3栗 56 岩田 康誠松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 クビ 6．7�
11 ゴールドテーラー 牝3栗 54 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 410± 02：14．03� 9．1�
611 カッパドキア 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 474 ― 〃 ハナ 22．1�
59 サンマルホーム 牡3栗 56 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 430＋ 42：14．1クビ 9．9�
24 ワイドワンダー 牡3鹿 56 四位 洋文幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 480－ 4 〃 クビ 41．4�
818 スターリーワンダー 牡3栗 56 幸 英明有限会社シルク藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 B476－142：14．31	 123．3	
36 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 藤田 伸二松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 490－ 22：14．62 83．7

510 ハイヤーゾーン 牡3鹿 56 M．デムーロ�G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム 472± 02：15．02� 7．4�

（仏）

713 ホットサマーホット 牡3鹿 56 国分 恭介 三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 450－ 22：15．31
 192．5�
48 サクラクーベラ 牡3栗 56 太宰 啓介�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 新和牧場 450－ 22：15．62 24．2�
715 エーブドラゴンマン 牡3青鹿56 北村 友一 �レーシングホース

ジャパン 沖 芳夫 浦河 荻伏三好フ
アーム 502＋ 22：15．7クビ 101．1�

816 スプリングシャトル 牡3栗 56 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 474－ 22：15．91 321．7�
47 カシノハートフル 牝3黒鹿54 上村 洋行柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 458－ 4 〃 ハナ 727．3�
23 ストリボーグ 牡3鹿 56 武 幸四郎 社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 438－ 42：16．22 310．4�
714 ウエスタンストーム 牡3鹿 56 松山 弘平 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 458＋122：16．51
 193．8�
12 テイエムオオワシ 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 増本牧場 498－ 22：17．56 650．3�
612 トップハーレー �3青鹿56 小坂 忠士コオロ 境 直行 新冠 秋田牧場 440－ 42：17．71 679．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，364，700円 複勝： 73，012，600円 枠連： 15，873，300円
馬連： 48，254，200円 馬単： 40，175，700円 ワイド： 27，852，700円
3連複： 72，611，100円 3連単： 135，567，100円 計： 443，711，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 200円 枠 連（3－8） 540円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 270円 �� 350円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 303647 的中 � 145405（1番人気）
複勝票数 計 730126 的中 � 392118（1番人気）� 76577（2番人気）� 52222（5番人気）
枠連票数 計 158733 的中 （3－8） 22050（2番人気）
馬連票数 計 482542 的中 �� 63265（1番人気）
馬単票数 計 401757 的中 �� 38553（2番人気）
ワイド票数 計 278527 的中 �� 29181（2番人気）�� 20163（4番人気）�� 7150（11番人気）
3連複票数 計 726111 的中 ��� 40034（4番人気）
3連単票数 計1355671 的中 ��� 25516（7番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―12．5―12．1―12．2―12．3―12．4―12．3―12．4―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．6―36．1―48．2―1：00．4―1：12．7―1：25．1―1：37．4―1：49．8―2：01．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�ゴ ド リ ー �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Seattle Slew デビュー 2013．2．10 京都2着

2010．4．20生 牡3栗 母 Aldebaran Light 母母 Altair 4戦1勝 賞金 11，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時25分に変更。
〔制裁〕 ワイドワンダー号の調教師宮徹は，馬装（頭絡の装着）について注意義務を怠り過怠金50，000円。

ゴドリー号の騎手浜中俊は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニホンピロホウオー号
（非抽選馬） 2頭 アースストライカー号・カナディアンリーフ号
※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20日 晴 良 （25京都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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

815 シグナルプロシード 牡3鹿 56 岩田 康誠髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 510－ 21：24．5 3．0�
816 メイショウオオカゼ 牡3黒鹿56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 61：25．03 11．7�
23 トーコーグリーン 牡3黒鹿56 武 豊森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 482－ 2 〃 アタマ 3．9�
510 ガッサンプレイ 牡3栗 56 川田 将雅西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 456± 01：25．1� 6．6�
24 マークスマン 牡3鹿 56 武 幸四郎 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 81：25．2クビ 82．4�
611 グロシュラライト 牡3黒鹿56 藤田 伸二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 446＋ 41：25．3� 26．4�
36 トウケイムーン 牡3栗 56 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 下河辺牧場 482＋ 41：25．4� 4．9	
612 コピーライター 牡3鹿 56 酒井 学グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 520－ 21：25．5� 27．0

714 ナムラケンシロウ 牡3栃栗56 水口 優也奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 446＋ 2 〃 クビ 107．2�
48 ド ン マ ネ ー 牡3黒鹿56 幸 英明山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 458－ 41：25．81� 62．6�
59 ロードツイスター 	3鹿 56 松山 弘平 ロードホースクラブ 高野 友和 浦河 惣田 英幸 448－ 8 〃 アタマ 75．8�
12 モオプナツヨシ 牡3黒鹿56 松田 大作横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 474＋ 41：26．11� 20．8�
11 ケイツーリマーク 牝3鹿 54 岡田 祥嗣楠本 勝美氏 沖 芳夫 新冠 的場牧場 430＋ 21：26．31 445．4�
35 ワンダーシャスール 牡3鹿 56 太宰 啓介山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 秋場牧場 448＋ 11：26．72� 65．1�
713
 アプローチング 牡3栗 54 小牧 太窪田 康志氏 白井 寿昭 豪 Stud Consult-

ants Pty Ltd 482± 01：26．91� 45．1�
47 
 シゲルアンドロメダ 牝3鹿 54 M．デムーロ森中 蕃氏 坂口 正則 米 Jeremy

Peskoff 464－ 81：28．28 72．7�
（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，459，800円 複勝： 38，420，600円 枠連： 12，113，900円
馬連： 44，198，000円 馬単： 30，328，900円 ワイド： 21，690，600円
3連複： 60，460，700円 3連単： 93，229，200円 計： 320，901，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 320円 � 160円 枠 連（8－8） 1，460円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 600円 �� 310円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 14，000円

票 数

単勝票数 計 204598 的中 � 54534（1番人気）
複勝票数 計 384206 的中 � 100477（1番人気）� 22606（5番人気）� 69858（2番人気）
枠連票数 計 121139 的中 （8－8） 6145（7番人気）
馬連票数 計 441980 的中 �� 19284（7番人気）
馬単票数 計 303289 的中 �� 8053（9番人気）
ワイド票数 計 216906 的中 �� 8750（7番人気）�� 19852（2番人気）�� 4377（10番人気）
3連複票数 計 604607 的中 ��� 16904（5番人気）
3連単票数 計 932292 的中 ��� 4915（31番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．7―12．0―12．6―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．9―34．6―46．6―59．2―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シグナルプロシード �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー 2012．7．7 中京4着

2010．4．30生 牡3鹿 母 スイートアマポーラ 母母 スイートテイタニア 7戦2勝 賞金 17，400，000円
※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 シゲルオオカミザ号・ダノンレジェンド号・メイショウアイアン号
※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。



13007 4月20日 晴 良 （25京都3）第1日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時20分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

33 ノボリディアーナ 牝3栗 54 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 456± 01：34．0 22．9�
11 トーセンパワフル 牡3鹿 56 M．デムーロ島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 506± 01：34．1� 2．8�

（仏）

710 ダイナミックガイ 牡3栗 56 国分 優作小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 478± 01：34．31� 6．9�
22 レッドジゼル 牝3鹿 54 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 444－ 4 〃 ハナ 3．7�
79 トップエトワール 牡3芦 56 和田 竜二	宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 498＋ 61：34．4� 42．3

44 ショウナンアンカー 牡3栗 56 岩田 康誠国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 460＋ 21：34．5	 81．7�
67 タガノラルフ 牡3青鹿56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 01：34．6	 7．9�
56 プリフォンテイン 牡3鹿 56 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 21：34．81� 83．9
812
 ダノンレジェンド 牡3黒鹿56 浜中 俊�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck

Stables, LLC 450－ 61：35．11	 4．7�
811 シゲルオオカミザ 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 450＋ 4 〃 ハナ 139．8�
55 クラウンビション 牝3栗 54 松田 大作矢野 悦三氏 日吉 正和 新ひだか 仲野牧場 450± 01：35．31� 388．8�
68 ビ リ オ ネ ア 牝3鹿 54 太宰 啓介間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 420－121：35．4� 25．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，924，200円 複勝： 35，572，000円 枠連： 11，929，400円
馬連： 46，133，500円 馬単： 31，901，200円 ワイド： 20，952，500円
3連複： 56，736，400円 3連単： 112，428，700円 計： 339，577，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，290円 複 勝 � 390円 � 130円 � 190円 枠 連（1－3） 2，960円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，570円 �� 460円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 40，520円

票 数

単勝票数 計 239242 的中 � 8257（6番人気）
複勝票数 計 355720 的中 � 17156（6番人気）� 98638（1番人気）� 48669（4番人気）
枠連票数 計 119294 的中 （1－3） 2984（12番人気）
馬連票数 計 461335 的中 �� 12237（11番人気）
馬単票数 計 319012 的中 �� 3136（26番人気）
ワイド票数 計 209525 的中 �� 4826（12番人気）�� 3127（18番人気）�� 12256（4番人気）
3連複票数 計 567364 的中 ��� 9233（15番人気）
3連単票数 計1124287 的中 ��� 2048（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．7―35．3―47．4―59．2―1：10．9―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボリディアーナ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．6 京都1着

2010．3．22生 牝3栗 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー 4戦2勝 賞金 14，000，000円
※シゲルオオカミザ号・ダノンレジェンド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13008 4月20日 曇 良 （25京都3）第1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 7，200，000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 メイショウアサアケ 牡4黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 B494－ 81：52．2 4．6�
68 � スカイウエイ 牡4鹿 57 高田 潤玉井 宏和氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 530－141：53．05 22．9�
33 マンハッタンコード 牡4鹿 57 和田 竜二林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：53．1クビ 13．7�
55 マヤノオントロジー 牡4黒鹿57 浜中 俊田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 490－ 4 〃 クビ 10．1�
710 エーシンハッブル 牡4青 57 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 492－ 21：53．31� 5．2�
11 ビ ッ ク ケ ン 牡4鹿 57 幸 英明小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 468＋ 41：53．51 165．2	
811 マ デ イ ラ 牡4栗 57 M．デムーロ 
キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 484－201：53．6� 28．4�

（仏）

79 ロゼッタストーン 牡4鹿 57 国分 恭介太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 456－ 41：54．02� 3．5�
44 ツヨシノブルーム 	4芦 57 松山 弘平横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 472－221：54．32 17．2
56 リーノレオン 牡4栗 57 川島 信二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490－ 41：55．36 424．2�
812 テイエムエビスオー 牡5鹿 57 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 504＋ 21：55．72� 68．8�
67 ダノンキャスケード 牡4鹿 57 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 438＋ 41：56．44 4．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，555，200円 複勝： 36，591，500円 枠連： 14，661，700円
馬連： 50，796，000円 馬単： 32，115，200円 ワイド： 22，783，700円
3連複： 65，142，000円 3連単： 117，475，900円 計： 362，121，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 220円 � 850円 � 450円 枠 連（2－6） 1，160円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 830円 �� 4，140円

3 連 複 ��� 20，380円 3 連 単 ��� 86，790円

票 数

単勝票数 計 225552 的中 � 38894（3番人気）
複勝票数 計 365915 的中 � 53378（3番人気）� 9844（8番人気）� 20573（6番人気）
枠連票数 計 146617 的中 （2－6） 9368（5番人気）
馬連票数 計 507960 的中 �� 7886（16番人気）
馬単票数 計 321152 的中 �� 3215（27番人気）
ワイド票数 計 227837 的中 �� 3678（19番人気）�� 7031（11番人気）�� 1308（37番人気）
3連複票数 計 651420 的中 ��� 2360（59番人気）
3連単票数 計1174759 的中 ��� 999（267番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．3―49．7―1：02．2―1：14．9―1：27．3―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウアサアケ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．8．14 新潟10着

2009．3．27生 牡4黒鹿 母 カワカミパウダー 母母 パウダースノー 10戦2勝 賞金 14，050，000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。



13009 4月20日 曇 良 （25京都3）第1日 第9競走 ��
��2，000�

か も が わ

鴨 川 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

710 タガノイノセンス 牝6青 55 幸 英明八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 506＋ 22：00．0 15．5�
67 サンライズトゥルー 牡4鹿 57 M．デムーロ松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 4 〃 クビ 4．1�

（仏）

56 ダノンマックイン 牡5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 484－ 8 〃 アタマ 4．3�
33 トーセンギャラリー 牡4鹿 57 北村 友一島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 ハナ 7．7�
22 グランプリブラッド 牡4鹿 57 岡田 祥嗣北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B442± 02：00．1クビ 7．0	
811 パープルタイヨー 牡7鹿 57 国分 恭介中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 454± 0 〃 クビ 132．4

44 マーティンボロ 牡4青鹿57 岩田 康誠吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434± 02：00．41� 3．3�
68 スズカウラノス 牡4鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 462＋ 2 〃 クビ 41．4�
55 	 ローレルクラシック 牡6栗 57 松山 弘平 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 500－ 42：00．5
 39．5
812 グ ラ ー ネ 牡4鹿 57 浜中 俊 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 470＋18 〃 ハナ 14．7�
79 	 ケージーカチボシ 牡7鹿 57 酒井 学栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B544＋ 42：01．45 138．8�
11 シ ャ ロ ー ム 牡8栗 57 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 466－ 42：02．35 181．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，829，000円 複勝： 48，166，300円 枠連： 15，785，600円
馬連： 73，302，900円 馬単： 44，852，200円 ワイド： 29，421，400円
3連複： 92，823，600円 3連単： 169，353，300円 計： 501，534，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 330円 � 180円 � 170円 枠 連（6－7） 2，570円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 8，900円

ワ イ ド �� 930円 �� 650円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 36，760円

票 数

単勝票数 計 278290 的中 � 14233（7番人気）
複勝票数 計 481663 的中 � 30919（6番人気）� 78780（3番人気）� 86701（2番人気）
枠連票数 計 157856 的中 （6－7） 4543（13番人気）
馬連票数 計 733029 的中 �� 16446（13番人気）
馬単票数 計 448522 的中 �� 3721（32番人気）
ワイド票数 計 294214 的中 �� 7421（13番人気）�� 10979（10番人気）�� 20419（3番人気）
3連複票数 計 928236 的中 ��� 19843（13番人気）
3連単票数 計1693533 的中 ��� 3400（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．6―36．8―48．3―59．7―1：11．7―1：23．7―1：36．1―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノイノセンス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Woodman デビュー 2010．3．7 阪神3着

2007．4．17生 牝6青 母 ウッドフェアリー 母母 La Polonaise 27戦4勝 賞金 57，901，000円
〔制裁〕 トーセンギャラリー号の騎手北村友一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※シャローム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13010 4月20日 曇 良 （25京都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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

33 シャイニープリンス 牡3青鹿56 和田 竜二小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 506＋121：21．3 27．1�
22 � ヒ ュ ウ マ 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 474－ 6 〃 アタマ 2．9�
66 ティーハーフ 牡3栗 56 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋ 2 〃 クビ 3．1�
78 ツクバリンカーン 牡3芦 56 藤田 伸二荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 516－ 41：21．51	 39．8�
810 ワキノブレイブ 牡3青鹿56 四位 洋文脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 466＋ 21：21．6クビ 7．1�
44 
 ハイマウンテン 牝3鹿 54 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 432－ 41：21．81	 39．1�
55 � エイシンラトゥナ 牝3黒鹿55 松山 弘平平井 克彦氏 松元 茂樹 米 R. S. Evans 494＋ 6 〃 クビ 16．7	
77 ディアマイベイビー 牝3青鹿54 川田 将雅 
キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 〃 ハナ 6．3�
11 マルシゲサムライ 牡3栗 56 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 444＋ 21：22．01 322．8�
89 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿56 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 478＋ 21：22．1� 7．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，330，900円 複勝： 57，887，300円 枠連： 19，229，100円
馬連： 97，213，800円 馬単： 62，500，300円 ワイド： 35，919，500円
3連複： 112，926，300円 3連単： 244，847，700円 計： 671，854，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，710円 複 勝 � 500円 � 140円 � 140円 枠 連（2－3） 3，170円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 8，850円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，220円 �� 220円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 34，350円

票 数

単勝票数 計 413309 的中 � 12052（7番人気）
複勝票数 計 578873 的中 � 18969（7番人気）� 136827（2番人気）� 139451（1番人気）
枠連票数 計 192291 的中 （2－3） 4490（11番人気）
馬連票数 計 972138 的中 �� 21772（13番人気）
馬単票数 計 625003 的中 �� 5212（33番人気）
ワイド票数 計 359195 的中 �� 8688（13番人気）�� 6286（18番人気）�� 52319（1番人気）
3連複票数 計1129263 的中 ��� 25026（12番人気）
3連単票数 計2448477 的中 ��� 5261（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．5―35．0―46．7―58．8―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニープリンス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．12．22 中山4着

2010．4．26生 牡3青鹿 母 ダイタクピア 母母 スイートラブ 4戦3勝 賞金 32，345，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13011 4月20日 曇 良 （25京都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；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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

22 セイルラージ 牡6鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 21：33．0 4．7�

44 � ランリョウオー 牡6黒鹿57 四位 洋文吉田 和美氏 橋田 満 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

470－ 61：33．1	 3．5�
57 ワ イ ズ リ ー 
5栗 57 松山 弘平前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 454－ 61：33．2� 35．4�
813 アルティシムス 牡5鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 6 〃 ハナ 16．9�
45 � タマモマーブル 
5栗 57 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 478－ 21：33．3� 23．5	
69 タ マ ラ マ 
4黒鹿57 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 21：33．4クビ 30．6

11 ティアップゴールド 牡7鹿 57 幸 英明田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 490＋12 〃 クビ 89．9�
711 クッカーニャ 牝4青鹿55 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 452± 01：33．5クビ 27．6�
33 アイウォントユー 牡6栗 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 476－ 2 〃 クビ 87．7
68 ショウナンラムジ 牡4鹿 57 M．デムーロ国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 504＋ 21：33．6クビ 3．1�

（仏）

56 デンコウジュピター 牡5鹿 57 浜中 俊田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 518＋ 6 〃 クビ 14．0�
812 プレミアムブルー 牡4栗 57 和田 竜二 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 492＋ 2 〃 ハナ 7．5�
710 タイキエイワン 牝6黒鹿55 藤田 伸二�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 466＋ 61：34．13 61．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 51，396，100円 複勝： 89，193，500円 枠連： 42，945，400円
馬連： 206，313，600円 馬単： 114，847，700円 ワイド： 69，502，100円
3連複： 266，633，400円 3連単： 536，185，000円 計： 1，377，016，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 140円 � 690円 枠 連（2－4） 750円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，810円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 8，020円 3 連 単 ��� 40，530円

票 数

単勝票数 計 513961 的中 � 86375（3番人気）
複勝票数 計 891935 的中 � 153179（3番人気）� 214155（1番人気）� 22686（10番人気）
枠連票数 計 429454 的中 （2－4） 42771（2番人気）
馬連票数 計2063136 的中 �� 228219（2番人気）
馬単票数 計1148477 的中 �� 48161（5番人気）
ワイド票数 計 695021 的中 �� 62996（2番人気）�� 5556（30番人気）�� 9867（18番人気）
3連複票数 計2666334 的中 ��� 24558（25番人気）
3連単票数 計5361850 的中 ��� 9765（110番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．1―46．9―58．1―1：09．8―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイルラージ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2009．11．22 京都2着

2007．2．13生 牡6鹿 母 ビワパシフィカス 母母 パシフィカス 22戦5勝 賞金 92，696，000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20日 曇 良 （25京都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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

24 トーセンケイトゥー �5栗 57 M．デムーロ島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 466＋ 41：52．1 4．2�
（仏）

11 アクシーバンダム 牡4黒鹿57 松山 弘平山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 452＋ 61：52．41	 85．7�
816 ペガサスフォース 牡4栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋101：52．61
 58．7�
36 キタサンシンガー 牡4芦 57

54 ▲花田 大昂�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 506＋ 4 〃 ハナ 8．1�
713 フォントルロイ 牡4鹿 57 岩田 康誠大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：52．81 11．5	
612 エイコーンパス 牡4栗 57 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 81：52．9� 8．7

611 ゼフィランサス 牝5青 55 松田 大作�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 B430－ 61：53．11
 6．1�
12 ルスナイスナイパー 牡4栗 57 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 450＋ 21：53．31� 3．8�
48 エクセルフラッグ 牡6鹿 57 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 512± 01：53．4	 130．2
815 セトノシャンクス 牡5栗 57 武 豊難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 482＋ 4 〃 ハナ 79．1�
510� サンレイハスラー 牡7鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 B500－ 81：53．5クビ 217．6�
714 サウンドビガレス 牡4栗 57 太宰 啓介増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 482－ 41：53．6	 18．3�
59 サンマルボス 牡6鹿 57 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 484－12 〃 ハナ 212．8�
47 ラフィングインメイ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 21：53．81
 7．3�
35 アグネスダリム 牝4栗 55 幸 英明渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 442＋ 4 〃 クビ 88．5�
23 � アートオブビーン 牝6鹿 55 水口 優也岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 450－ 61：55．07 225．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，719，900円 複勝： 54，029，900円 枠連： 29，124，600円
馬連： 96，300，500円 馬単： 57，033，300円 ワイド： 39，821，900円
3連複： 131，286，900円 3連単： 238，363，700円 計： 678，680，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 1，860円 � 1，780円 枠 連（1－2） 680円

馬 連 �� 13，820円 馬 単 �� 17，920円

ワ イ ド �� 4，160円 �� 6，450円 �� 38，090円

3 連 複 ��� 334，110円 3 連 単 ��� 1，196，690円

票 数

単勝票数 計 327199 的中 � 62304（2番人気）
複勝票数 計 540299 的中 � 106414（2番人気）� 6311（11番人気）� 6601（9番人気）
枠連票数 計 291246 的中 （1－2） 31728（2番人気）
馬連票数 計 963005 的中 �� 5144（30番人気）
馬単票数 計 570333 的中 �� 2350（53番人気）
ワイド票数 計 398219 的中 �� 2377（30番人気）�� 1521（41番人気）�� 255（104番人気）
3連複票数 計1312869 的中 ��� 290（298番人気）
3連単票数 計2383637 的中 ��� 147（1353番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．9―49．4―1：02．0―1：14．3―1：26．6―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンケイトゥー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 O’Reilly デビュー 2010．9．19 中山1着

2008．4．2生 �5栗 母 ファイナルデスティネーション 母母 Logical Lady 22戦3勝 賞金 38，697，000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。



（25京都3）第1日 4月20日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

207，790，000円
2，080，000円
4，660，000円
1，180，000円
18，780，000円
65，019，000円
5，098，600円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
315，635，600円
553，623，500円
208，089，500円
797，007，300円
507，424，500円
335，908，300円
1，050，092，400円
1，946，660，000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 5，714，441，100円

総入場人員 16，333名 （有料入場人員 14，741名）
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