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12001 4月25日 晴 良 （2京都3） 第1日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

23 ヴ ィ ネ ッ ト 牝3鹿 54 松若 風馬水上ふじ子氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 472－ 41：54．5 110．4�
24 ウォーターラーテル 牝3栗 54 武 豊山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 492－ 81：55．56 1．9�
713 ジョウショーリード 牝3黒鹿54 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 462＋ 41：55．6� 12．2�
35 サンマルキャンディ 牝3黒鹿54 幸 英明相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 アイオイファーム 488± 01：55．91� 38．9�
59 シンフェイス 牝3青鹿54 北村 友一 STレーシング 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 450－ 4 〃 ハナ 23．1�
12 アルバボニート 牝3芦 54 松山 弘平草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 472－ 41：56．11� 2．9�
11 マジックアーツ 牝3青鹿54 岩田 康誠下河辺隆行氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 B434－101：56．2� 8．6	
611 ゼットピアレス 牝3黒鹿54 藤岡 佑介
フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 486＋ 41：56．51� 37．9�
48 トーホウビビアン 牝3鹿 54 国分 優作東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 454＋ 41：56．92� 194．2
510 アンジュブーケ 牝3鹿 54 小崎 綾也北畑 忍氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 462－ 61：57．0� 592．1�
714 ジューンチキータ 牝3栗 54 松田 大作吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 448＋ 21：57．1� 145．4�
612 パ ラ パ ラ 牝3青鹿54 岩崎 翼門野 重雄氏 新谷 功一 日高 奥山 博 456＋ 21：57．31� 37．5�
47 カルトレガーメ 牝3青鹿54 藤岡 康太大迫 基弘氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 482± 01：57．62 28．0�
36 カ ン ゼ オ ン 牝3黒鹿54 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 山田 昇史 422－ 31：57．81� 230．8�
816 ワンダービスケット 牝3栗 54 城戸 義政山本 能行氏 奥村 豊 新ひだか 米田牧場 484－ 61：57．9� 320．7�
815 トーホウルナロッサ 牝3鹿 54 川島 信二東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 476－ 81：58．43 336．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，790，700円 複勝： 63，645，100円 枠連： 11，066，900円
馬連： 53，157，400円 馬単： 28，907，800円 ワイド： 48，899，300円
3連複： 95，118，000円 3連単： 118，148，500円 計： 449，733，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，040円 複 勝 � 1，750円 � 110円 � 250円 枠 連（2－2） 8，770円

馬 連 �� 7，420円 馬 単 �� 23，540円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 7，710円 �� 470円

3 連 複 ��� 19，790円 3 連 単 ��� 280，840円

票 数

単勝票数 計 307907 的中 � 2231（10番人気）
複勝票数 計 636451 的中 � 5411（11番人気）� 238678（1番人気）� 51719（3番人気）
枠連票数 計 110669 的中 （2－2） 977（16番人気）
馬連票数 計 531574 的中 �� 5552（19番人気）
馬単票数 計 289078 的中 �� 921（43番人気）
ワイド票数 計 488993 的中 �� 4976（20番人気）�� 1533（44番人気）�� 29479（4番人気）
3連複票数 計 951180 的中 ��� 3603（47番人気）
3連単票数 計1181485 的中 ��� 305（406番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．3―50．6―1：03．9―1：16．6―1：29．4―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ネ ッ ト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．11．16 京都11着

2017．5．13生 牝3鹿 母 シャルマンスタイル 母母 ア ビ 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 アンジュブーケ号・カンゼオン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月25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 エケベリア号

12002 4月25日 晴 良 （2京都3） 第1日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

815 オウケンファイター 牡3青鹿56 松田 大作福井 明氏 牧浦 充徳 白老 社台牧場 504－ 21：26．2 2．6�
712 ア ヴ ェ イ ル 牝3黒鹿54 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：26．41� 5．5�
22 ライトマイファイア 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 アタマ 4．6�
46 ククルティハール 牝3黒鹿54 水口 優也 �京都ホースレーシング 牧田 和弥 新ひだか ゴールドアップカンパニー 446－ 61：26．93 89．8�
34 キーピリオッド 牡3鹿 56 川須 栄彦北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 中本牧場 492－ 61：27．53� 118．2�
713 パ サ ラ ン 牡3鹿 56 松山 弘平薪浦 州平氏 千田 輝彦 新冠 松浦牧場 442－121：27．82 8．5	
35 テーオープラトン 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 むかわ 上水牧場 508 ―1：27．9クビ 38．4

59 メイショウサスライ 牡3黒鹿56 �島 良太松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 斉藤英牧場 484＋ 41：28．21� 166．1�
11 ヤマカツイーグル 牡3栗 56 長岡 禎仁山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 460－ 61：28．3� 110．2�
23 ク ロ ン ペ ン 牝3栗 54 藤岡 康太下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 482 ―1：28．4� 10．8�
814 シュガーミー 牝3芦 54 小崎 綾也トライスターレーシング 寺島 良 日高 大江牧場 420－101：28．5� 152．8�
58 メイショウイコロ 牝3鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 414－ 81：28．71 71．7�
611 ミトノベルーガー 牡3芦 56 中井 裕二ロイヤルパーク 長谷川浩大 新ひだか 田中 裕之 422－ 6 〃 ハナ 71．2�
610 スマートオーブ 牡3栗 56 太宰 啓介大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 542－121：28．91� 61．4�
47 ジ ャ コ ウ ジ 牡3鹿 56 国分 恭介晴間 初栄氏 佐々木晶三 安平 �橋本牧場 514＋ 61：29．0� 6．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，791，000円 複勝： 45，185，600円 枠連： 10，648，600円
馬連： 49，938，100円 馬単： 21，816，100円 ワイド： 39，813，600円
3連複： 73，962，900円 3連単： 76，522，200円 計： 347，678，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（7－8） 430円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 290円 �� 260円 �� 390円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，830円

票 数

単勝票数 計 297910 的中 � 89439（1番人気）
複勝票数 計 451856 的中 � 107194（1番人気）� 73940（3番人気）� 79038（2番人気）
枠連票数 計 106486 的中 （7－8） 19091（1番人気）
馬連票数 計 499381 的中 �� 50696（2番人気）
馬単票数 計 218161 的中 �� 15445（2番人気）
ワイド票数 計 398136 的中 �� 34973（2番人気）�� 40796（1番人気）�� 24416（3番人気）
3連複票数 計 739629 的中 ��� 60172（1番人気）
3連単票数 計 765222 的中 ��� 14452（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―36．0―48．6―1：01．1―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オウケンファイター �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 バ ゴ デビュー 2020．1．19 小倉6着

2017．3．22生 牡3青鹿 母 オウケンチョコ 母母 マドンナブラボー 4戦1勝 賞金 6，380，000円
※出走取消馬 オウケンラブキセキ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アースライザー号・ラインプレジャー号
（非抽選馬） 1頭 ニホンピロデュラン号

第３回 京都競馬 第１日



12003 4月25日 晴 良 （2京都3） 第1日 第3競走 ��1，900�3歳未勝利
発走11時00分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

23 タガノキングロード 牡3黒鹿56 福永 祐一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478＋ 62：00．3 1．8�

35 メイショウカズサ 牡3栗 56 川須 栄彦松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B478± 02：00．51� 15．0�
36 ペ イ ダ ー ト 牡3栗 56 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 462－ 82：01．03 11．2�
612 コマノウインクル 牡3黒鹿56 加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 480－ 62：01．85 10．5�
510 マ ス カ テ ル 牡3鹿 56 武 豊 �シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム B488＋ 4 〃 クビ 22．3�
24 サトノスライヴ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真 	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 500－ 22：01．9クビ 12．7

815 マジックウォリアー 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 晴哉氏 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 518－ 42：02．22 6．5�
714 キズナハイトーン �3黒鹿56 太宰 啓介吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 水上 習孝 464± 02：02．51� 149．5�
59 シンゼンデレヤ 牡3鹿 56 城戸 義政原 司郎氏 荒川 義之 新冠 川上牧場 514－ 6 〃 ハナ 74．3
47 セルリアンエース 牡3鹿 56 国分 恭介�イクタ 田所 秀孝 池田 高橋 正三 448－ 42：03．03 330．6�
713 エールブラーヴ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 458± 02：03．42� 26．1�
48 � スマートキャンディ 牝3鹿 54 幸 英明大川 徹氏 音無 秀孝 米 Calumet

Farm 460－102：03．82� 96．5�
12 ゼンダンイワミ 牡3黒鹿56 	島 良太渡邊 善男氏 飯田 雄三 安平 
橋本牧場 490± 02：05．18 99．6�
11 キクノアオラ 牡3鹿 56 藤岡 康太菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 高村牧場 492± 02：05．63 67．6�
611 グ ラ フ ェ ン 牡3芦 56 松山 弘平 	スリーエイチレーシング 大久保龍志 新ひだか 矢野牧場 500－ 82：06．13 19．6�
816 ルヴァンギラ 牡3青鹿56 岩田 康誠辻 高史氏 松田 国英 浦河 有限会社

吉田ファーム 542＋ 82：08．4大差 30．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，119，000円 複勝： 56，799，100円 枠連： 12，264，200円
馬連： 53，035，000円 馬単： 27，299，200円 ワイド： 50，955，600円
3連複： 86，945，800円 3連単： 96，169，400円 計： 419，587，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 300円 � 240円 枠 連（2－3） 480円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 610円 �� 390円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 10，780円

票 数

単勝票数 計 361190 的中 � 157213（1番人気）
複勝票数 計 567991 的中 � 209818（1番人気）� 33185（6番人気）� 45409（4番人気）
枠連票数 計 122642 的中 （2－3） 19621（2番人気）
馬連票数 計 530350 的中 �� 28675（5番人気）
馬単票数 計 272992 的中 �� 11714（5番人気）
ワイド票数 計 509556 的中 �� 21410（5番人気）�� 36435（2番人気）�� 6666（19番人気）
3連複票数 計 869458 的中 ��� 18268（8番人気）
3連単票数 計 961694 的中 ��� 6467（20番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―17．8―29．0―42．0―55．3―1：08．4―1：21．5―1：34．8―1：47．4

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

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

勝馬の
紹 介

タガノキングロード �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．9．8 阪神2着

2017．3．21生 牡3黒鹿 母 ア ル ー ア 母母 アルーリングアクト 8戦1勝 賞金 15，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キクノアオラ号・グラフェン号・ルヴァンギラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年5月25日まで平地競走に出走できない。

12004 4月25日 晴 良 （2京都3） 第1日 第4競走 1，600�3歳未勝利
発走11時30分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．3

良
良

59 ディキシークイーン 牝3鹿 54 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 478± 01：34．6 5．9�
817 パリスデージー 牝3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434－ 41：34．81� 5．5�
714 ラ キ 牝3鹿 54 武 豊 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 450＋ 2 〃 アタマ 7．1�
35 レッドルピナス 牝3鹿 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 410－ 6 〃 アタマ 1．8�
715 メイショウアカイシ 牝3鹿 54 長岡 禎仁松本 好	氏 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 436＋ 41：35．01� 24．7

816 スマートアリエル 牝3黒鹿54 藤岡 康太大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 450± 01：35．21� 70．9�
611 キュートルーラー 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �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 422＋ 21：35．3� 255．6�
24 テ レ ー ザ 牝3青鹿54 国分 恭介門野 文典氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 456－ 2 〃 クビ 337．4
11 ヤマニンプティパ 牝3鹿 54 竹之下智昭土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 428－ 21：35．4� 230．3�
612 ダイシンユノ 牝3黒鹿54 小牧 太大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 422－ 81：35．61� 216．2�
713 ア ト レ ッ ド 牝3青鹿54 松若 風馬 �京都ホースレーシング 杉山 晴紀 浦河 谷口牧場 404＋ 8 〃 クビ 121．9�
23 クイーンカピオラニ 牝3栗 54 松山 弘平�NICKS 庄野 靖志 日高 奥山 博 410－101：35．7� 25．5�
510 ノ ヴ ァ エ ラ 牝3鹿 54 小崎 綾也 �ローレルレーシング 新谷 功一 新冠 松浦牧場 414 ―1：36．55 88．5�
47 エコロブラッサム 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真原村 正紀氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 460± 01：36．71 29．3�
36 ディキシーグロウ 牝3青鹿54 浜中 俊窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 412－ 61：37．12� 302．8�
48 ウェルビーイング 牝3鹿 54 高倉 稜 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 樋渡 志尚 B438± 01：37．31� 500．2�
12 スマートクリオス 牝3栗 54 藤井勘一郎大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 静内山田牧場 468± 01：37．72� 73．5�
818 ダンツシルビア 牝3黒鹿54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 454－ 21：38．55 28．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，525，800円 複勝： 63，586，900円 枠連： 11，974，400円
馬連： 60，389，400円 馬単： 26，956，300円 ワイド： 56，511，600円
3連複： 95，194，000円 3連単： 101，626，100円 計： 462，764，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 150円 � 180円 枠 連（5－8） 970円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 490円 �� 590円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 13，020円

票 数

単勝票数 計 465258 的中 � 62144（3番人気）
複勝票数 計 635869 的中 � 99057（3番人気）� 115463（2番人気）� 87008（4番人気）
枠連票数 計 119744 的中 （5－8） 9545（5番人気）
馬連票数 計 603894 的中 �� 32042（5番人気）
馬単票数 計 269563 的中 �� 7101（9番人気）
ワイド票数 計 565116 的中 �� 29682（5番人気）�� 23834（6番人気）�� 34583（4番人気）
3連複票数 計 951940 的中 ��� 29351（4番人気）
3連単票数 計1016261 的中 ��� 5655（34番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．4―12．2―12．2―12．3―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―34．8―47．0―59．2―1：11．5―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディキシークイーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 High Chaparral デビュー 2019．10．20 京都6着

2017．2．19生 牝3鹿 母 テネシーワルツ 母母 ブロームフォンテン 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔制裁〕 ヤマニンプティパ号の騎手竹之下智昭は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13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） 1頭 クイーンズバラッド号
（非抽選馬） 2頭 ナムライロハ号・プリティユニバンス号



12005 4月25日 晴 良 （2京都3） 第1日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

57 リ ノ キ ア ナ 牝3鹿 54 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 426－ 62：00．5 141．0�
710 サトノレガシー 牡3鹿 56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474－ 42：00．6� 1．6�
45 ロ ル ベ ー ア 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 454± 02：00．81� 7．7�
44 コスモジェミラ 牝3芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 464± 02：01．01� 9．6�
11 ケイアイコブラ 牡3鹿 56 松山 弘平亀田 和弘氏 平田 修 新ひだか 松田牧場 464－ 62：01．1� 5．1	
812 ショウナンラオウ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来国本 哲秀氏 高橋 義忠 新ひだか 上村 清志 442－122：01．63 69．2

22 ショウナンランチャ 牡3黒鹿56 松若 風馬国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 444± 02：01．7� 63．3�
711 デジタルプレイヤー 牡3鹿 56 藤岡 佑介寺田千代乃氏 武 英智 日高 下河辺牧場 450± 02：01．8� 153．3�
56 セーチェーニ 牝3黒鹿54 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 448－122：01．9� 10．2
68 タナノフローラ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真田中 俊彰氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 448± 02：02．11� 130．4�
33 キッズヒヤミカチ 牡3青鹿56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 480＋ 22：02．95 18．2�
69 ゴールドクレスト 牡3黒鹿56 藤井勘一郎ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 62：03．32� 217．8�
813 ナンゴクエアーギル 牡3青鹿56 中井 裕二渡 義光氏 田所 秀孝 日高 春木ファーム 444－102：03．51� 683．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，708，800円 複勝： 52，001，300円 枠連： 8，918，000円
馬連： 54，668，400円 馬単： 30，433，800円 ワイド： 52，236，200円
3連複： 79，783，300円 3連単： 112，019，700円 計： 442，769，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，100円 複 勝 � 1，250円 � 130円 � 190円 枠 連（5－7） 750円

馬 連 �� 10，840円 馬 単 �� 35，220円

ワ イ ド �� 3，580円 �� 7，020円 �� 380円

3 連 複 ��� 14，780円 3 連 単 ��� 234，040円

票 数

単勝票数 計 527088 的中 � 2990（10番人気）
複勝票数 計 520013 的中 � 6768（10番人気）� 145574（1番人気）� 70114（3番人気）
枠連票数 計 89180 的中 （5－7） 9144（3番人気）
馬連票数 計 546684 的中 �� 3905（23番人気）
馬単票数 計 304338 的中 �� 648（56番人気）
ワイド票数 計 522362 的中 �� 3506（27番人気）�� 1771（39番人気）�� 40475（2番人気）
3連複票数 計 797833 的中 ��� 4046（41番人気）
3連単票数 計1120197 的中 ��� 347（407番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―36．0―48．4―1：00．6―1：13．2―1：25．2―1：37．2―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ノ キ ア ナ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Key of Luck デビュー 2019．10．19 京都5着

2017．2．16生 牝3鹿 母 カ ス タ ラ ナ 母母 Kassana 6戦1勝 賞金 5，800，000円
〔3走成績による出走制限〕 ナンゴクエアーギル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月25日まで平地競走に出走

できない。
※セーチェーニ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12006 4月25日 晴 良 （2京都3） 第1日 第6競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

510 スリーグランド 牡3栗 56 太宰 啓介永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 464± 01：12．3 111．8�
612 ハクアイブラック 牡3黒鹿56 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 512－ 41：12．51� 4．6�
48 シゲルオトメザ 牝3栗 54 岩田 康誠森中 蕃氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484－ 61：12．71� 4．3�
35 アーマーバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 476＋ 21：12．8� 15．2�
12 ファイヤーテーラー 牝3栗 54 武 豊中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 464－ 81：13．12 4．0�
24 オ カ リ ナ 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 528＋ 41：13．31� 62．5	

47 スリーピート 牡3栗 56 藤岡 佑介永井商事� 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 496± 01：13．72� 4．5

816 ショウゲッコウ 牝3鹿 54 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 464± 0 〃 ハナ 15．3�
11 シホノレジーナ 牝3栗 54 川須 栄彦村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 492－ 21：14．01� 47．8�
36 サンビースト 牡3黒鹿56 高倉 稜ターフ・スポート森田 直行 浦河 谷川牧場 530＋ 8 〃 ハナ 55．6�
611 ブルベアノット 牡3鹿 56 国分 優作 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 482－ 61：14．31� 317．2�
713 サウンドサンビーム 牡3黒鹿56 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 480＋12 〃 クビ 27．8�
815 シ ャ ル ロ ワ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来 キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム 484± 01：14．51 74．7�
59 タマモアテネ 牝3栗 54 小崎 綾也タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 466± 01：14．6� 24．9�
714 サ ン ラ イ ト 牡3鹿 56 松田 大作三嶋牧場 上村 洋行 新ひだか 原口牧場 456＋101：15．13 23．6�
23 	 メートルムナール 牡3鹿 56 北村 友一�ラ・メール 安田 隆行 愛 Kenilworth

House Stud 488－101：16．27 104．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，963，700円 複勝： 85，711，800円 枠連： 14，865，600円
馬連： 80，521，000円 馬単： 32，071，400円 ワイド： 71，345，100円
3連複： 121，696，600円 3連単： 124，468，600円 計： 580，643，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，180円 複 勝 � 2，370円 � 180円 � 190円 枠 連（5－6） 7，590円

馬 連 �� 34，570円 馬 単 �� 87，780円

ワ イ ド �� 10，540円 �� 9，900円 �� 510円

3 連 複 ��� 62，510円 3 連 単 ��� 649，200円

票 数

単勝票数 計 499637 的中 � 3573（15番人気）
複勝票数 計 857118 的中 � 6632（15番人気）� 150001（2番人気）� 130258（4番人気）
枠連票数 計 148656 的中 （5－6） 1516（21番人気）
馬連票数 計 805210 的中 �� 1805（66番人気）
馬単票数 計 320714 的中 �� 274（141番人気）
ワイド票数 計 713451 的中 �� 1656（75番人気）�� 1763（74番人気）�� 39210（4番人気）
3連複票数 計1216966 的中 ��� 1460（156番人気）
3連単票数 計1244686 的中 ��� 139（1220番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．2―47．2―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーグランド �
�
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 2019．10．5 京都8着

2017．5．30生 牡3栗 母 プリモタイム 母母 キ ハ ク 4戦1勝 賞金 7，800，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 アフィラトゥーラ号・ヴィグラスカイザー号・コパノフィーリング号・メイショウカッサイ号・ユキノグローリー号



12007 4月25日 晴 良 （2京都3） 第1日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右・外）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

811 デクレアラー 牡5栗 57 川田 将雅�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋ 41：47．4 5．4�

55 マルモネオフォース 牝4鹿 55 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 504＋ 2 〃 クビ 2．1�
11 ディープインラヴ 牡5鹿 57 岩田 康誠�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 462－101：48．03� 6．6�
66 �	 ファインスティール 牝4鹿 55 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

516＋ 6 〃 アタマ 24．0�
33 ミラーミラー 牝4黒鹿 55

52 ▲泉谷 楓真吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 408－ 21：48．1� 24．5�
78 アマネセール 
4青鹿57 福永 祐一 	シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474－221：48．42 3．8

44 	 スズカローレル 牝5鹿 55 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 412＋ 21：48．5クビ 49．5�
810 ファムファタル 牝4鹿 55 小崎 綾也 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 浦河 絵笛牧場 498－ 21：48．6� 31．2�
22 	 ダイチョウセブン 牡5青鹿57 国分 恭介長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 478－ 4 〃 ハナ 135．2
79 アックアアルタ 牝4青鹿55 北村 友一 	サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460± 01：49．23� 28．6�
67 トゥプエデス 牡4黒鹿57 長岡 禎仁佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B444± 01：49．94 62．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，926，800円 複勝： 56，442，400円 枠連： 8，746，100円
馬連： 56，722，600円 馬単： 29，528，100円 ワイド： 44，295，300円
3連複： 75，548，800円 3連単： 114，370，200円 計： 426，580，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連（5－8） 460円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 230円 �� 490円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 7，860円

票 数

単勝票数 計 409268 的中 � 59976（3番人気）
複勝票数 計 564424 的中 � 93758（2番人気）� 222904（1番人気）� 63469（4番人気）
枠連票数 計 87461 的中 （5－8） 14590（2番人気）
馬連票数 計 567226 的中 �� 80961（2番人気）
馬単票数 計 295281 的中 �� 14741（5番人気）
ワイド票数 計 442953 的中 �� 53225（2番人気）�� 20564（6番人気）�� 38253（3番人気）
3連複票数 計 755488 的中 ��� 49247（3番人気）
3連単票数 計1143702 的中 ��� 10543（18番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．9―12．5―12．6―12．2―11．7―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．5―48．0―1：00．6―1：12．8―1：24．5―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デクレアラー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．9．17 阪神4着

2015．2．7生 牡5栗 母 アスドゥクール 母母 アイリッシュカーリ 27戦2勝 賞金 36，886，000円

12008 4月25日 晴 良 （2京都3） 第1日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

815 アスカノダイチ 牡4栗 57 松山 弘平豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 522－141：12．7 3．5�
610 グーテンモルゲン 牡4鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 502－ 6 〃 クビ 60．2�
713 ルクスムンディー 牡5鹿 57 川須 栄彦前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 B520－ 41：12．91� 7．6�
22 カネコメアサヒ 牡4栗 57 松田 大作髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 444－ 2 〃 ハナ 4．0�
58 ウインヒストリオン 牡5鹿 57 藤岡 佑介�ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 470－ 21：13．0クビ 5．3�
712 シルバークレイン 牝4芦 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 450－121：13．21� 54．7	
35 メイショウアマギ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 486± 0 〃 アタマ 8．3

814 メイショウヤシャ 牡4栗 57

54 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 468－ 61：13．3クビ 29．2�
11 � スズカビステー 牡4鹿 57 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 伏木田牧場 450＋ 21：13．51� 89．0�
59 ウインアライバル 牡4栗 57 原田 和真�ウイン 新谷 功一 新冠 コスモヴューファーム B470＋ 21：13．71� 72．5
34 � ノーブルレゼル 牡5鹿 57 松若 風馬 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 454± 01：13．8� 55．1�
46 タイドオブハピネス 牡4黒鹿57 岩崎 翼 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 446－121：14．33 65．1�
47 � マーシデスペラード 牡4鹿 57 竹之下智昭佐藤 勝士氏 千田 輝彦 安平 �橋本牧場 528＋ 21：14．83 128．2�
611� セデックカズマ 牡4黒鹿 57

56 ☆岩田 望来合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 B492＋ 4 〃 アタマ 28．2�
23 マ ゼ 牡4栗 57 岩田 康誠吉井 理人氏 安田 翔伍 浦河 林 孝輝 484＋ 81：15．54 8．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，995，800円 複勝： 55，673，800円 枠連： 13，799，600円
馬連： 70，740，300円 馬単： 27，948，200円 ワイド： 59，901，600円
3連複： 107，910，300円 3連単： 108，712，700円 計： 487，682，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 1，390円 � 300円 枠 連（6－8） 2，380円

馬 連 �� 9，790円 馬 単 �� 14，820円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 720円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 14，620円 3 連 単 ��� 93，600円

票 数

単勝票数 計 429958 的中 � 95674（1番人気）
複勝票数 計 556738 的中 � 121990（1番人気）� 7751（12番人気）� 44843（6番人気）
枠連票数 計 137996 的中 （6－8） 4491（10番人気）
馬連票数 計 707403 的中 �� 5599（29番人気）
馬単票数 計 279482 的中 �� 1414（50番人気）
ワイド票数 計 599016 的中 �� 4567（36番人気）�� 22475（7番人気）�� 4903（31番人気）
3連複票数 計1079103 的中 ��� 5535（45番人気）
3連単票数 計1087127 的中 ��� 842（297番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―11．8―12．2―13．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスカノダイチ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．11．17 京都8着

2016．5．15生 牡4栗 母 エンゼルジョーカー 母母 ビューチフルドラマ 12戦2勝 賞金 23，130，000円



12009 4月25日 晴 良 （2京都3） 第1日 第9競走 ��1，800�あ や め 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000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
1：43．9
1：43．9

良
良

78 グランスピード 牡3鹿 56 福永 祐一ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 514＋281：47．4 7．4�
55 フィニステール 牡3黒鹿56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 468＋ 21：47．61� 2．8�
22 キングサーガ �3黒鹿56 藤井勘一郎 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450－161：47．81� 9．5�
77 アドマイヤベネラ 牡3黒鹿56 川田 将雅近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：47．9� 2．7�
810 スズカキング 牡3鹿 56 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B446－ 2 〃 アタマ 8．9	
33 バルンストック 牡3黒鹿56 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 桜井牧場 462－ 81：48．64 101．2

11 メイショウベンガル 牡3芦 56 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 456＋ 61：48．7� 98．6�
44 ハギノエスペラント 牡3青鹿56 松山 弘平日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 476－ 2 〃 ハナ 25．9�
66 メイショウラツワン 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 478－ 2 〃 クビ 11．3
89 エイシンガネーシャ 牡3栗 56 松若 風馬平井 克彦氏 杉山 晴紀 浦河 栄進牧場 486－ 21：49．44 25．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 67，800，800円 複勝： 76，531，700円 枠連： 14，283，000円
馬連： 100，436，900円 馬単： 48，269，200円 ワイド： 72，396，500円
3連複： 133，381，000円 3連単： 223，859，700円 計： 736，958，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 120円 � 240円 枠 連（5－7） 260円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，090円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 15，640円

票 数

単勝票数 計 678008 的中 � 72887（3番人気）
複勝票数 計 765317 的中 � 92827（3番人気）� 220402（1番人気）� 61528（6番人気）
枠連票数 計 142830 的中 （5－7） 42409（1番人気）
馬連票数 計1004369 的中 �� 70037（2番人気）
馬単票数 計 482692 的中 �� 11905（13番人気）
ワイド票数 計 723965 的中 �� 47663（2番人気）�� 15688（17番人気）�� 41257（4番人気）
3連複票数 計1333810 的中 ��� 38652（6番人気）
3連単票数 計2238597 的中 ��� 10373（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―35．6―47．6―1：00．3―1：12．5―1：24．3―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．9
3 ・（1，10）－（2，8，9）（3，7，6）5，4 4 ・（1，10）8，2（7，9）（3，5，6）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グランスピード �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．7．28 新潟6着

2017．2．2生 牡3鹿 母 センティナリー 母母 ジェイズジュエリー 4戦2勝 賞金 21，764，000円

12010 4月25日 晴 良 （2京都3） 第1日 第10競走 ��1，600�
ろ く は ら

六 波 羅 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）

4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．3

良
良

33 ステイオンザトップ 牡6栗 57 川田 将雅 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474－ 21：34．2 8．4�
22 トオヤリトセイト 牡4青鹿57 福永 祐一村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 484± 01：34．41� 6．6�
66 ナ リ ス 牝4鹿 55 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 472＋ 6 〃 ハナ 13．5�
810 トロイメント 牝4青 55 北村 友一�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 450－ 2 〃 クビ 40．4�
78 セ ン ト ウ ル 牡4黒鹿57 松山 弘平中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 6 〃 クビ 5．2	
811 オースミカテドラル 牡4鹿 57 藤岡 佑介�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 464－ 21：34．5クビ 3．7

67 ウェーブヒーロー 牡7鹿 57 岩田 康誠万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 504－ 21：34．71� 61．6�
55 メイケイハリアー 牡4芦 57 幸 英明名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 478± 01：34．91 2．6�
79 ノーブルアース 牝5黒鹿55 浜中 俊吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 482＋ 8 〃 クビ 68．2
44 アーデルワイゼ 牝5青鹿55 岩田 望来 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B464＋161：35．0クビ 62．5�
11 ピラミッドファラオ 牡5黒鹿57 藤井勘一郎玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 510＋181：36．7大差 139．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 63，656，300円 複勝： 82，953，400円 枠連： 15，558，000円
馬連： 120，847，400円 馬単： 51，184，800円 ワイド： 76，750，100円
3連複： 162，273，900円 3連単： 227，902，200円 計： 801，126，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 230円 � 210円 � 350円 枠 連（2－3） 2，380円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，530円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 9，230円 3 連 単 ��� 52，150円

票 数

単勝票数 計 636563 的中 � 60394（5番人気）
複勝票数 計 829534 的中 � 98959（5番人気）� 114497（4番人気）� 53719（6番人気）
枠連票数 計 155580 的中 （2－3） 5053（11番人気）
馬連票数 計1208474 的中 �� 40376（10番人気）
馬単票数 計 511848 的中 �� 7493（22番人気）
ワイド票数 計 767501 的中 �� 33045（8番人気）�� 12472（16番人気）�� 17552（14番人気）
3連複票数 計1622739 的中 ��� 13184（28番人気）
3連単票数 計2279022 的中 ��� 3168（155番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．6―49．0―1：00．7―1：11．9―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．5
3 11（2，9）（4，5）（3，10）（1，8）7，6 4 11（2，9）（4，5）10（3，8）（1，6，7）

勝馬の
紹 介

ステイオンザトップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．11．13 京都3着

2014．3．7生 牡6栗 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー 28戦3勝 賞金 74，819，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



12011 4月25日 晴 良 （2京都3） 第1日 第11競走 ��1，400�
ひ こ ね

彦根ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）

4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

817 ラ セ ッ ト 牡5鹿 57 加藤 祥太桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 500＋201：20．8 100．1�
35 ガ ゼ ボ 牡5青 57 北村 友一吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 542＋ 21：20．9� 4．6�
23 オールザゴー 牡6鹿 57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 21：21．0� 72．2�
11 メモリーコロネット 牝5黒鹿55 武 豊�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 454± 0 〃 アタマ 7．8�
611 インスピレーション 牡5黒鹿57 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 494＋ 6 〃 アタマ 62．1	
714 ワンダープチュック 牡6黒鹿57 岩田 康誠山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 516＋ 21：21．1クビ 42．0

24 シトラスノート 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：21．2� 11．3�
715 ロ ラ イ マ �7鹿 57 岩田 望来 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 ハナ 43．5�
48 コンパウンダー 牡5黒鹿57 幸 英明ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 61：21．3� 64．1
36 キアロスクーロ �7黒鹿57 松山 弘平水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 502± 0 〃 クビ 62．0�
816 サヴォワールエメ 牝4栗 55 藤岡 康太平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 452± 01：21．72� 9．3�
612 ラベンダーヴァレイ 牝7鹿 55 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 クビ 48．3�
47 トウカイオラージュ 牡4栗 57 松若 風馬内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 472± 0 〃 アタマ 4．5�
59 マイネルパラディ �6芦 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 468－101：21．8� 154．2�
510 アクアミラビリス 牝4鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 418± 01：21．9クビ 3．3�
713 メリーメーキング 牡4黒鹿57 浜中 俊前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468＋121：22．32� 101．1�
818 ミッキーブリランテ 牡4鹿 57 藤井勘一郎野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：22．61� 26．4�

（17頭）
12 ラ テ ュ ロ ス 牝5鹿 55 国分 優作 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 77，974，500円 複勝： 107，811，400円 枠連： 42，213，900円
馬連： 231，340，300円 馬単： 80，513，700円 ワイド： 144，267，400円
3連複： 374，457，600円 3連単： 398，868，700円 計： 1，457，447，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，010円 複 勝 � 2，440円 � 210円 � 1，680円 枠 連（3－8） 1，760円

馬 連 �� 32，550円 馬 単 �� 82，040円

ワ イ ド �� 8，180円 �� 51，620円 �� 5，610円

3 連 複 ��� 504，200円 3 連 単 ��� 3，755，580円

票 数

単勝票数 計 779745 的中 � 6229（15番人気）
複勝票数 計1078114 的中 � 9869（16番人気）� 177764（2番人気）� 14561（14番人気）
枠連票数 計 422139 的中 （3－8） 18525（7番人気）
馬連票数 計2313403 的中 �� 5508（64番人気）
馬単票数 計 805137 的中 �� 736（141番人気）
ワイド票数 計1442674 的中 �� 4556（64番人気）�� 717（131番人気）�� 6672（50番人気）
3連複票数 計3744576 的中 ��� 557（445番人気）
3連単票数 計3988687 的中 ��� 77（2700番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―35．6―46．8―58．0―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．0
3 1（7，8，16）（3，5，12，10，18）－（6，17）9，11，15，4（14，13） 4 1（7，8）（3，16）（5，12，18）（6，17，10）（9，11）15，4（14，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ セ ッ ト �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．10．14 京都9着

2015．3．2生 牡5鹿 母 ナンヨーサフラウア 母母 フサイチハッスル 14戦4勝 賞金 66，038，000円
〔出走取消〕 ラテュロス号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔制裁〕 ラセット号の騎手加藤祥太は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

12012 4月25日 晴 良 （2京都3） 第1日 第12競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
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
1：47．8
1：47．6

重
重

59 パンコミード 牡5黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 528－121：53．2 2．7�

12 ウォータービルド 牡6鹿 57 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 496－ 2 〃 クビ 10．0�
47 � ツブラナヒトミ 牡5栗 57 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 506± 01：53．73 13．3�
714 ヴォカツィオーネ 牝6栗 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 478＋ 21：53．91� 32．9�
815 プエルタデルソル 牡6栗 57 北村 友一前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 21：54．11� 57．8�
48 ゴールデンライオン 牡4鹿 57 中井 裕二石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 498＋ 4 〃 アタマ 27．9	
36 � ウインプラウド 牡4栗 57 松山 弘平�ウイン 西園 正都 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

508± 0 〃 アタマ 13．8

816 エイシンヨッシー 牡4栗 57 岩田 康誠�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 448－ 2 〃 アタマ 19．2�
23 ワタシノロザリオ 牝6青鹿55 小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 456＋ 41：54．2クビ 46．4�
713	 ロングファイナリー 
4鹿 57 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 458± 0 〃 アタマ 4．1
11 キタサンチャンドラ 牡4鹿 57

56 ☆岩田 望来�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466± 01：54．3� 11．6�
35 サンマルエンパイア 牡6鹿 57 国分 優作相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 470± 01：54．51 57．1�
24 ハイパーノヴァ 
6栃栗57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 504－ 21：55．13� 10．9�
510	 ヘヴントゥナイト 
6芦 57 松若 風馬 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 482± 01：55．52� 44．0�
611 ジョウショームード 牡4黒鹿57 川須 栄彦熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 440± 01：55．71 78．3�
612 レジェンディスト 牝5鹿 55 加藤 祥太吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 464－ 81：55．91 55．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，470，400円 複勝： 79，490，500円 枠連： 25，866，200円
馬連： 122，114，000円 馬単： 44，024，900円 ワイド： 94，051，000円
3連複： 191，561，200円 3連単： 207，638，400円 計： 823，216，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 300円 � 350円 枠 連（1－5） 740円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 760円 �� 740円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 6，880円 3 連 単 ��� 23，410円

票 数

単勝票数 計 584704 的中 � 167421（1番人気）
複勝票数 計 794905 的中 � 187854（1番人気）� 58167（4番人気）� 49168（6番人気）
枠連票数 計 258662 的中 （1－5） 26800（2番人気）
馬連票数 計1221140 的中 �� 51061（4番人気）
馬単票数 計 440249 的中 �� 12587（4番人気）
ワイド票数 計 940510 的中 �� 32366（6番人気）�� 33541（4番人気）�� 9720（26番人気）
3連複票数 計1915612 的中 ��� 20872（14番人気）
3連単票数 計2076384 的中 ��� 6428（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―37．2―50．3―1：03．6―1：16．7―1：29．1―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パンコミード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．1．28 東京4着

2015．2．2生 牡5黒鹿 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 10戦3勝 賞金 33，795，000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） 2頭 アロマティカス号・スズカフロンティア号
（非抽選馬） 1頭 インターセクション号



（2京都3）第1日 4月25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 174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
厩務員出走奨励金

194，280，000円
23，850，000円
1，280，000円
21，540，000円
73，080，500円
4，785，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
597，723，600円
825，833，000円
190，204，500円
1，053，910，800円
448，953，500円
811，423，300円
1，597，833，400円
1，910，306，400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 7，436，188，500円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回京都競馬第1日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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