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13013 4月24日 晴 稍重 （28京都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）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

11 シルバードリーム 牝3栃栗 54
51 ▲荻野 極南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 446＋161：12．0 11．9�

59 オ ル ノ ス 牝3芦 54
51 ▲森 裕太朗武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 450＋121：12．53 4．2�

611 クリノアンジュ 牝3鹿 54 小牧 太栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 木村牧場 490± 01：13．03 169．2�
714 グランジュテ 牝3栗 54 福永 祐一�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 430－ 61：13．32 5．4�
612 ラララルジェス 牝3鹿 54 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 6．9	
48 マヤブリリアント 牝3栗 54 幸 英明�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 392－ 21：13．51� 51．7

815 ナイトレスシティ 牝3黒鹿54 田中 健加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 480－ 41：13．6� 3．9�
816 タマモペンライト 牝3鹿 54 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 452＋ 21：13．81� 5．8�
47 ワンダーフェリス 牝3黒鹿54 松山 弘平山本 信行氏 渡辺 薫彦 新ひだか 城地 清満 474 ―1：13．9� 23．9
35 イケジュンクイーン 牝3黒鹿54 松田 大作鈴木 等氏 北出 成人 新冠 武田牧場 424－ 21：14．32� 235．7�
12 トチノマドンナ 牝3黒鹿 54

52 △義 英真阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 山田 昇史 432＋16 〃 ハナ 26．4�
36 キョウワガイア 牝3鹿 54 国分 恭介�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 434 ―1：14．51� 91．0�
24 コウザンハピネス 牝3鹿 54 国分 優作山下 良子氏 湯窪 幸雄 宮崎 田上 勝雄 442＋121：14．6� 449．1�
510 タイセイアモーレ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 460－ 41：15．23� 21．7�
713 モズラコルタ 牝3栗 54 佐藤 友則 �キャピタル・システム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 482 ―1：15．3� 79．7�

（笠松）

23 メイショウハツハナ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 松栄牧場 436－301：15．51 238．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，592，700円 複勝： 34，444，400円 枠連： 15，524，300円
馬連： 48，292，000円 馬単： 24，560，500円 ワイド： 30，303，500円
3連複： 69，588，300円 3連単： 87，561，100円 計： 329，866，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 370円 � 200円 � 4，160円 枠 連（1－5） 1，980円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 6，650円

ワ イ ド �� 910円 �� 21，580円 �� 11，110円

3 連 複 ��� 132，120円 3 連 単 ��� 690，010円

票 数

単勝票数 計 195927 的中 � 13133（6番人気）
複勝票数 計 344444 的中 � 23335（6番人気）� 57137（2番人気）� 1710（13番人気）
枠連票数 計 155243 的中 （1－5） 6074（8番人気）
馬連票数 計 482920 的中 �� 13293（11番人気）
馬単票数 計 245605 的中 �� 2768（26番人気）
ワイド票数 計 303035 的中 �� 9005（11番人気）�� 352（70番人気）�� 686（55番人気）
3連複票数 計 695883 的中 ��� 395（168番人気）
3連単票数 計 875611 的中 ��� 92（904番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．4―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバードリーム �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．12．26 中山4着

2013．2．24生 牝3栃栗 母 サザンジュエリー 母母 サウスビューティー 5戦1勝 賞金 7，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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。
（非抽選馬） 2頭 アレルキナーダ号・サウンドダンサー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13014 4月24日 晴 稍重 （28京都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

815 カフェブリッツ 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 564－121：53．5 6．2�

816 メイショウカマクラ 牡3青鹿56 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 520＋ 4 〃 アタマ 6．2�
59 デューズワイルズ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 クビ 6．8�
24 ブリーズスズカ 牡3青鹿56 藤岡 佑介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 454± 01：53．71� 4．3�
510 エイシンリキュウ 牡3黒鹿56 和田 竜二�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 478 ―1：53．91� 25．0	
612 エ イ ム 牡3青鹿56 佐藤 友則ライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム B458＋ 21：55．28 38．5


（笠松）

11 ライトブリンガー 牡3栗 56 太宰 啓介�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 460－ 41：56．05 29．8�
48 ストンライティング 牡3鹿 56 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 B438± 01：56．1� 179．0�
35 マーベラスシチー 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 ムラカミファーム 546 ―1：56．2クビ 120．6
23 ジューンフォルテ 牡3鹿 56

54 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 444＋101：57．26 598．7�
714 ワラグートレイク 牡3黒鹿56 松若 風馬吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 506－ 81：57．52 153．4�
713 グ ラ ウ ス 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗�ターフ・スポート飯田 祐史 浦河 高昭牧場 462－ 41：57．71� 26．6�
12 シゲルシロカジキ 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人森中 蕃氏 木原 一良 日高 浜本牧場 478－ 61：57．8クビ 369．5�
47 マコトシャムロック 牡3青鹿56 福永 祐一�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 494＋ 41：58．65 3．0�
611 ニホンピロフィート 牡3栗 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 512＋ 41：58．7� 67．5�
36 アイファーウタオー 牡3黒鹿56 松田 大作中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 498＋222：00．5大差 21．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，622，400円 複勝： 37，132，700円 枠連： 13，618，700円
馬連： 48，624，600円 馬単： 25，715，200円 ワイド： 29，613，500円
3連複： 66，203，500円 3連単： 87，309，800円 計： 332，840，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 180円 � 180円 枠 連（8－8） 1，960円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 640円 �� 710円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 14，970円

票 数

単勝票数 計 246224 的中 � 31278（4番人気）
複勝票数 計 371327 的中 � 53948（3番人気）� 52977（4番人気）� 52637（5番人気）
枠連票数 計 136187 的中 （8－8） 5372（7番人気）
馬連票数 計 486246 的中 �� 18560（10番人気）
馬単票数 計 257152 的中 �� 5695（17番人気）
ワイド票数 計 296135 的中 �� 11821（9番人気）�� 10522（10番人気）�� 13680（8番人気）
3連複票数 計 662035 的中 ��� 14958（10番人気）
3連単票数 計 873098 的中 ��� 4227（50番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―13．3―13．1―12．6―12．7―13．2―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．7―49．8―1：02．4―1：15．1―1：28．3―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カフェブリッツ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2016．3．19 阪神6着

2013．5．24生 牡3鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マコトシャムロック号・ニホンピロフィート号・アイファーウタオー号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成28年5月24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） 2頭 ヤマイチサンライズ号・ヤマカツリーダー号
（非抽選馬） 1頭 アリエ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 京都競馬 第２日



13015 4月24日 晴 良 （28京都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 （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

715 ブライティアレディ 牝3青鹿54 和田 竜二小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 422± 01：09．4 4．6�
11 ウイングフィールド 牝3鹿 54 国分 優作塚本 法生氏 服部 利之 浦河 金成吉田牧場 474＋ 41：09．72 86．0�
611 ガ ロ ン ヌ 牡3鹿 56 川島 信二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 496＋101：09．8クビ 43．3�
818 ジェルミナーレ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ターフ・スポート牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 436－ 61：09．9� 14．9�
714 ノーザンメジャー 牝3栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 444－ 41：10．11� 8．1�
36 レッドボルテクス 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也 	東京ホースレーシング 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 B470－14 〃 ハナ 10．4

47 メイショウダイウン 牡3青鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 484＋ 41：10．31� 50．9�
24 ピュアウィッシーズ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 420－101：10．4� 4．1�
817 マーシフルレイン 牝3栗 54 古川 吉洋 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 442－ 41：10．61� 83．2
713 テイエムハマッタ 牝3栗 54

52 △城戸 義政竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 450－ 41：10．7� 171．8�
35 インカンターレ 牝3栗 54 佐藤 友則飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 428＋ 4 〃 アタマ 222．3�

（笠松）

510 ブ リ オ 牝3鹿 54
51 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 432＋ 21：10．8� 33．4�

612 ベイビーズブレス 牝3鹿 54 幸 英明	ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 414＋ 6 〃 クビ 70．1�

48 メイショウフェスタ 牝3栗 54 太宰 啓介松本 好�氏 角田 晃一 むかわ 佐久間 孝司 422± 01：10．9� 150．8�
816 ニシノレーヌ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗西山 茂行氏 今野 貞一 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 466 ― 〃 ハナ 80．3�

12 オンザフロウ 牝3鹿 54 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 41：11．0クビ 3．5�
23 リボンティアラ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極�木村牧場 加用 正 日高 木村牧場 496＋ 41：11．32 159．0�
59 クリノクロンボー 牡3鹿 56 松山 弘平栗本 博晴氏 中村 均 日高 川島 良一 462－141：13．8大差 12．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，072，500円 複勝： 39，455，600円 枠連： 16，317，600円
馬連： 53，604，000円 馬単： 27，636，900円 ワイド： 33，530，900円
3連複： 75，407，200円 3連単： 95，185，500円 計： 366，210，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 1，580円 � 1，270円 枠 連（1－7） 580円

馬 連 �� 17，440円 馬 単 �� 22，020円

ワ イ ド �� 5，440円 �� 2，640円 �� 21，760円

3 連 複 ��� 113，790円 3 連 単 ��� 492，920円

票 数

単勝票数 計 250725 的中 � 43005（3番人気）
複勝票数 計 394556 的中 � 61675（3番人気）� 5678（11番人気）� 7135（10番人気）
枠連票数 計 163176 的中 （1－7） 21781（2番人気）
馬連票数 計 536040 的中 �� 2381（39番人気）
馬単票数 計 276369 的中 �� 941（59番人気）
ワイド票数 計 335309 的中 �� 1588（43番人気）�� 3326（23番人気）�� 393（99番人気）
3連複票数 計 754072 的中 ��� 497（219番人気）
3連単票数 計 951855 的中 ��� 140（1061番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．9―45．4―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．5
3 ・（2，3）12（1，4）13（15，11）14（10，6，18）17（7，16）（5，8）＝9 4 ・（2，3）12，1（15，4）（11，13）（10，14）（6，18）（7，17）16，8，5＝9

勝馬の
紹 介

ブライティアレディ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダイタクリーヴァ デビュー 2016．1．10 京都13着

2013．4．16生 牝3青鹿 母 ブライティアパルス 母母 ストームサンデー 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 クリノクロンボー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ニシノレーヌ号の騎手森裕太朗は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クリノクロンボー号は，平成28年4月25日から平成28年5月15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〕 クリノクロンボー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月24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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アカカホール号・クニサキゴメスタア号・ナムラルーシー号・ノアビジン号・メイショウオムロ号・リュウセイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13016 4月24日 晴 良 （28京都3）第2日 第4競走 ��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

11 エクセレントミスズ 牡3鹿 56 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 446＋ 22：01．0 10．2�
59 ワンスインアライフ 牡3鹿 56 佐藤 友則前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 458± 02：01．21� 8．1�

（笠松）

47 ニホンピロカーン 牡3鹿 56 秋山真一郎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 446－ 22：01．41� 21．7�
816 ゴールドラッシュ 牡3鹿 56 福永 祐一前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 42：01．61� 2．0�
24 ア ウ ズ 牡3栗 56 藤岡 佑介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 450－ 2 〃 クビ 20．0�
612 アグネスリバティ 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 472± 02：01．7クビ 6．6�
36 タガノミシュラン 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454＋ 4 〃 アタマ 32．0	

510 メイショウメリリー 牝3黒鹿 54
51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 428－ 4 〃 ハナ 107．3


714 ヨ カ グ ラ 牡3栗 56 池添 謙一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 482＋ 22：01．8� 12．2�
35 ウインカートゥーン 牡3黒鹿56 松山 弘平ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 480± 0 〃 ハナ 20．8�
23 プログレスシチー 牡3鹿 56 太宰 啓介 友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか カタオカフアーム 468－ 22：02．01� 55．1�
12 シャイニーサンダー 牡3青鹿 56

54 △城戸 義政小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 458－ 62：02．31� 123．0�
715 カスタネット 牝3栗 54

52 △義 英真手嶋 康雄氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 424＋ 42：02．51� 223．1�
48 テイエムタービン 牝3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 428＋ 42：02．71� 87．7�
611 ダイシンサクセス 牡3黒鹿56 和田 竜二大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 492 ― 〃 クビ 70．3�
713 マテンロウビクサス 牡3鹿 56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 458＋ 22：03．02 14．3�
818 カフジローレル 牡3青鹿56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 530＋ 42：06．5大差 535．3�

（17頭）
817 ホンマカイナ 牡3鹿 56 国分 恭介内田 玄祥氏 大根田裕之 新ひだか 鳥谷 勝彦 446＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，712，000円 複勝： 45，358，500円 枠連： 15，123，300円
馬連： 58，939，500円 馬単： 31，370，600円 ワイド： 38，572，200円
3連複： 80，924，100円 3連単： 107，321，900円 計： 407，322，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 270円 � 230円 � 510円 枠 連（1－5） 3，290円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 930円 �� 2，070円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 16，750円 3 連 単 ��� 100，780円

票 数

単勝票数 差引計 297120（返還計 226） 的中 � 23265（4番人気）
複勝票数 差引計 453585（返還計 258） 的中 � 44617（4番人気）� 56214（3番人気）� 20467（8番人気）
枠連票数 計 151233 的中 （1－5） 3553（13番人気）
馬連票数 差引計 589395（返還計 692） 的中 �� 14349（11番人気）
馬単票数 差引計 313706（返還計 332） 的中 �� 3371（21番人気）
ワイド票数 差引計 385722（返還計 606） 的中 �� 10957（8番人気）�� 4733（21番人気）�� 4517（22番人気）
3連複票数 差引計 809241（返還計 1959） 的中 ��� 3622（51番人気）
3連単票数 差引計1073219（返還計 1986） 的中 ��� 772（286番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．5―12．5―12．6―12．3―11．8―11．6―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．5―49．0―1：01．6―1：13．9―1：25．7―1：37．3―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクセレントミスズ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2016．1．24 中京4着

2013．3．27生 牡3鹿 母 アスクレピアス 母母 リザーブシート 5戦1勝 賞金 7，950，000円
〔競走除外〕 ホンマカイナ号は，疾病〔右口角部挫創〕のため装鞍所で競走除外。
〔制裁〕 メイショウメリリー号の騎手森裕太朗は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフジローレル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月24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 オースミフォース号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



13017 4月24日 晴 稍重 （28京都3）第2日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （ダート・右）

牝，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

35 ピュアコンチェルト 牝3鹿 54 佐藤 友則吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 442－ 21：24．8 5．3�
（笠松）

816 デアリングエッジ 牝3栗 54 国分 優作 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 432± 01：24．9� 22．2�
714 マイグランクロア 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 472＋ 31：25．32� 131．5�
11 ジュエルメッセージ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 444－ 61：25．4� 32．6�
612 タイセイラルーナ 牝3栗 54 幸 英明田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 474－ 41：25．5� 12．5	
23 エイシンリンリン 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 水丸牧場 458＋ 21：25．6� 36．3

47 ス ワ ニ ル ダ 牝3芦 54 秋山真一郎服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 434＋ 6 〃 ハナ 62．5�
510 オースミハナチャン 牝3栗 54 福永 祐一�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 480－ 4 〃 ハナ 22．3�
59 タガノミルキー 牝3芦 54 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434－ 61：26．23� 36．8
12 チュラカーギー 牝3栗 54 池添 謙一瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：26．3クビ 2．3�
36 セレッソプリマベラ 牝3栗 54 国分 恭介三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 434＋ 61：26．4� 379．3�
24 クインズカリナン 牝3鹿 54

52 △城戸 義政 �クイーンズ・ランチ 伊藤 圭三 新ひだか 谷藤 弘美 444± 01：26．71� 111．6�
48 ア テ ス ト 牝3栗 54 太宰 啓介山本 武司氏 服部 利之 浦河 浦河小林牧場 440－ 4 〃 ハナ 118．3�
815 メイショウフレイヤ 牝3栗 54

52 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 460＋ 81：26．8クビ 5．1�
713 オンリーワンスター 牝3鹿 54 和田 竜二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 440－ 21：27．01� 18．1�
611 トラストマヴィア 牝3黒鹿54 松若 風馬菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 484＋ 61：27．42� 10．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，268，700円 複勝： 45，307，200円 枠連： 18，621，800円
馬連： 61，611，600円 馬単： 29，881，500円 ワイド： 37，369，400円
3連複： 85，007，800円 3連単： 106，421，300円 計： 411，489，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 260円 � 690円 � 4，690円 枠 連（3－8） 1，270円

馬 連 �� 6，590円 馬 単 �� 11，660円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 15，190円 �� 54，710円

3 連 複 ��� 285，900円 3 連 単 ��� 1，244，440円

票 数

単勝票数 計 272687 的中 � 40896（3番人気）
複勝票数 計 453072 的中 � 55061（3番人気）� 16436（8番人気）� 2190（15番人気）
枠連票数 計 186218 的中 （3－8） 11328（5番人気）
馬連票数 計 616116 的中 �� 7240（24番人気）
馬単票数 計 298815 的中 �� 1922（44番人気）
ワイド票数 計 373694 的中 �� 4868（23番人気）�� 629（76番人気）�� 174（114番人気）
3連複票数 計 850078 的中 ��� 223（313番人気）
3連単票数 計1064213 的中 ��� 62（1537番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．3―12．1―12．5―13．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．7―22．4―33．7―45．8―58．3―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F39．0
3 11，1（13，15）（2，12）（3，16）（5，4，14）10（9，8）7，6 4 ・（11，1）（13，15）12，16，14（2，5）3，10，4（9，7）（8，6）

勝馬の
紹 介

ピュアコンチェルト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Concerto デビュー 2015．9．19 阪神1着

2013．2．3生 牝3鹿 母 ミスコンチェルト 母母 Miss Gaybeddard 6戦2勝 賞金 15，920，000円
〔制裁〕 ピュアコンチェルト号の騎手佐藤友則は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アナフィエル号・ワンダーサジェス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13018 4月24日 晴 良 （28京都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 （芝・右・外）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

710 オーヴィレール 牝3芦 54 福永 祐一下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 472＋ 21：22．9 2．9�
44 ショウナンアンセム 牡3芦 56 松若 風馬�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 462－ 21：23．21� 2．9�
33 ビナイーグル 牡3鹿 56 和田 竜二井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 486－ 6 〃 クビ 8．5�
812� ウメマツサクラ 牝3鹿 54 国分 恭介木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 458＋141：23．3	 10．9�
11 スマートスペクター 牡3鹿 56 池添 謙一大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 434－ 2 〃 ハナ 7．5	
55 ウインムート 牡3青鹿56 松山 弘平
ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 21：23．51
 47．4�
56 ウインクレド 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也
ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 466＋ 21：23．6	 73．7�
67 サンライズビーム 牡3芦 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 434－ 2 〃 クビ 77．6
68 クリノラホール 牝3芦 54 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 436± 01：23．81 7．9�
79 ジェイシックス 牡3芦 56 藤岡 佑介深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 490± 0 〃 ハナ 41．4�
22 グランドサッチャー 牝3栗 54 川島 信二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 500＋ 81：24．43	 29．0�
811� ロンリーウーマン 牝3鹿 54 佐藤 友則�ホースケア 山中 輝久 新ひだか 千代田牧場 504－101：28．6大差 429．5�

（笠松） （笠松）

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，422，300円 複勝： 41，709，500円 枠連： 12，324，400円
馬連： 64，098，600円 馬単： 32，030，500円 ワイド： 35，144，800円
3連複： 76，660，900円 3連単： 120，529，500円 計： 411，920，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 130円 � 170円 枠 連（4－7） 460円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 230円 �� 480円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 4，620円

票 数

単勝票数 計 294223 的中 � 78553（2番人気）
複勝票数 計 417095 的中 � 90012（2番人気）� 93746（1番人気）� 50411（4番人気）
枠連票数 計 123244 的中 （4－7） 20341（1番人気）
馬連票数 計 640986 的中 �� 95710（1番人気）
馬単票数 計 320305 的中 �� 21621（1番人気）
ワイド票数 計 351448 的中 �� 44040（1番人気）�� 16885（7番人気）�� 21308（4番人気）
3連複票数 計 766609 的中 ��� 45284（3番人気）
3連単票数 計1205295 的中 ��� 18908（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―36．4―48．5―1：00．3―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーヴィレール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．8．23 小倉1着

2013．3．21生 牝3芦 母 シャンパンフルート 母母 トランシーフレーズ 4戦2勝 賞金 16，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロンリーウーマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月24日まで平地競

走に出走できない。
※クリノラホール号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



13019 4月24日 晴 良 （28京都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
1：21．5

重
不良

79 � スパイラルステップ 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 勝己氏 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 524＋211：23．7 2．2�

22 マイティティー 牝4鹿 55
52 ▲荻野 極五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 470＋10 〃 ハナ 20．2�

67 テイエムリヴィエラ 牝5鹿 55 池添 謙一竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B462＋ 21：24．23 4．2�
44 ウインクルミラクル 牝5鹿 55 太宰 啓介�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 B484± 0 〃 クビ 20．4�
66 カ オ ー ル 牝5青 55 藤岡 佑介 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 504－ 21：24．52 6．5�
55 ナリタノヘア 牝4鹿 55

53 △城戸 義政�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 414＋ 41：24．6クビ 8．4	
33 ヒデノヒロイン 牝5芦 55 松若 風馬大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 450± 0 〃 クビ 7．2

811 ポ リ ア フ 牝4鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B490－ 21：25．23� 25．0�
11 ウォーターメアヌイ 牝4鹿 55 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 420－ 41：25．3� 85．1
78 � アイファーハート 牝4黒鹿55 小牧 太中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 B466＋ 21：26．36 244．8�
810� エアリーチューン 牝4黒鹿 55

53 △義 英真中島 稔氏 柴田 光陽 千歳 社台ファーム 392± 01：28．7大差 388．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 32，657，700円 複勝： 36，956，700円 枠連： 13，137，200円
馬連： 66，114，500円 馬単： 35，903，700円 ワイド： 33，388，700円
3連複： 78，051，500円 3連単： 138，320，800円 計： 434，530，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 350円 � 140円 枠 連（2－7） 3，170円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 830円 �� 320円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 10，100円

票 数

単勝票数 計 326577 的中 � 118394（1番人気）
複勝票数 計 369567 的中 � 70606（2番人気）� 19579（7番人気）� 78144（1番人気）
枠連票数 計 131372 的中 （2－7） 3210（12番人気）
馬連票数 計 661145 的中 �� 22083（10番人気）
馬単票数 計 359037 的中 �� 9390（13番人気）
ワイド票数 計 333887 的中 �� 9695（11番人気）�� 30374（2番人気）�� 8029（14番人気）
3連複票数 計 780515 的中 ��� 22597（10番人気）
3連単票数 計1383208 的中 ��� 9921（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．9―34．6―46．9―59．0―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スパイラルステップ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エンドスウィープ

2012．3．3生 牝4鹿 母 スパイラルリング 母母 ウェディングバンド 2戦1勝 賞金 8，500，000円
初出走 JRA

13020 4月24日 晴 良 （28京都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

69 ダンツホーネット 牡4芦 57 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 480－ 21：52．8 18．3�
814 イェドプリオル 牡4青鹿57 松若 風馬�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 520－ 2 〃 アタマ 2．2�
45 ワールドレジェンド 牡4栗 57 幸 英明菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 佐藤 信広 482＋10 〃 ハナ 20．9�
22 キングサムソン 牡4鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 2 〃 アタマ 12．9�
33 サトノイクシード 牡6鹿 57 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 522± 01：52．9� 32．7�
813 ヨドノナイト 牡4鹿 57 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 492－ 4 〃 ハナ 17．1	
34 	 ヒアカムズザサン 牡4栗 57 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 496－171：53．0クビ 6．2

58 グレンガイル 牡5鹿 57 四位 洋文 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 504± 01：53．21
 10．0�
711 マルカライン 牡4栗 57

55 △城戸 義政日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 514＋101：53．3クビ 23．7
610 セレブレイトソング �4栗 57 松山 弘平 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B474－ 81：53．4� 45．9�
57 ロウアンドロウ 牡4栗 57 福永 祐一谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 496－ 61：53．71� 5．2�
712	 ブレイブミノル 牡4鹿 57

55 △義 英真吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476－17 〃 ハナ 136．1�
11 	 ワンダーオマージュ 牡4黒鹿57 国分 恭介山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 514－31 〃 アタマ 147．7�
46 	 メイショウウケヅキ 牝5鹿 55 川須 栄彦松本 好雄氏 松下 武士 浦河 赤田牧場 464± 01：54．65 154．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，068，500円 複勝： 39，505，700円 枠連： 20，285，300円
馬連： 78，230，700円 馬単： 37，254，500円 ワイド： 41，195，500円
3連複： 94，633，100円 3連単： 138，800，800円 計： 476，974，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 350円 � 130円 � 400円 枠 連（6－8） 1，240円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 810円 �� 3，480円 �� 940円

3 連 複 ��� 8，600円 3 連 単 ��� 62，540円

票 数

単勝票数 計 270685 的中 � 11793（7番人気）
複勝票数 計 395057 的中 � 23589（7番人気）� 108229（1番人気）� 20116（8番人気）
枠連票数 計 202853 的中 （6－8） 12620（5番人気）
馬連票数 計 782307 的中 �� 30374（6番人気）
馬単票数 計 372545 的中 �� 5209（18番人気）
ワイド票数 計 411955 的中 �� 13436（7番人気）�� 2912（39番人気）�� 11417（10番人気）
3連複票数 計 946331 的中 ��� 8250（30番人気）
3連単票数 計1388008 的中 ��� 1609（208番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―22．8―35．6―48．4―1：01．5―1：14．0―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4F51．3―3F38．8
1
3
14－13－5，4，9（7，12）6，10，8（1，3）2－11
14，13（4，5）（9，8）－12（6，7）2（3，10）－11－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツホーネット �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2014．7．13 中京5着

2012．5．19生 牡4芦 母 ホワイトブレット 母母 ブルーマスカラ 15戦2勝 賞金 16，850，000円



13021 4月24日 晴 良 （28京都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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

22 ジュンヴァルカン 牡3鹿 56 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516± 02：25．5 1．3�
33 � マテンロウゴースト 牡3栗 56 松田 大作寺田千代乃氏 中内田充正 愛 Nobutaka

Tada 490－ 62：25．92� 5．5�
77 ディスピュート 牡3鹿 56 和田 竜二畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 422－ 22：26．21	 64．9�
55 ファスナハト 牡3青鹿56 四位 洋文 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 536－ 22：26．41� 23．9�
66 ス ノ ー マ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 494± 02：26．5	 18．6�
44 シンゼンドリーム 牡3黒鹿56 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 464＋ 82：26．7	 10．3	
11 ウインシンフォニア 牡3鹿 56 松山 弘平
ウイン 高木 登 新ひだか 片山牧場 468－ 2 〃 ハナ 52．4�
88 マルカベッカム 牡3鹿 56 松若 風馬日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 494＋ 62：28．29 8．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 39，892，300円 複勝： 106，364，400円 枠連： 発売なし
馬連： 77，485，400円 馬単： 58，458，700円 ワイド： 37，649，800円
3連複： 95，546，700円 3連単： 315，001，500円 計： 730，398，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 � 500円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 170円 �� 710円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 6，570円

票 数

単勝票数 計 398923 的中 � 233203（1番人気）
複勝票数 計1063644 的中 � 836925（1番人気）� 66724（2番人気）� 9430（8番人気）
馬連票数 計 774854 的中 �� 227640（1番人気）
馬単票数 計 584587 的中 �� 130459（1番人気）
ワイド票数 計 376498 的中 �� 75565（1番人気）�� 11547（9番人気）�� 3478（19番人気）
3連複票数 計 955467 的中 ��� 22569（11番人気）
3連単票数 計3150015 的中 ��� 34717（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―24．1―35．8―48．6―1：01．3―1：13．8―1：25．6―1：37．5―1：49．7―2：02．1―2：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
8－1－2，4，3－5，7，6・（8，4）＝（1，2）－3，5（7，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンヴァルカン 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．7．19 中京4着

2013．2．15生 牡3鹿 母 ピンクリップス 母母 マリスターⅡ 6戦2勝 賞金 26，965，000円

13022 4月24日 曇 良 （28京都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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

78 � マ ス ク ゾ ロ 牡5黒鹿57 秋山真一郎門野 重雄氏 岡田 稲男 米
Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

540＋ 21：55．9 18．0�
79 	 ミキノハルモニー 牡5栃栗57 藤岡 佑介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 458－ 21：56．53
 9．4�
22 トラキチシャチョウ 牡5鹿 57 松山 弘平 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 514± 01：56．81� 5．5�
33 チェスナットバロン 牡7栗 57 小牧 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－ 41：57．54 19．7�
11 ヨヨギマック 牡5栗 57 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 506－ 21：57．6
 4．4�
67 マ ル ケ サ ス 牡7青鹿57 池添 謙一 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 478－ 21：57．7� 46．9

44 	 タガノヴェリテ 牡4鹿 57 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488＋ 61：57．8クビ 8．3�
66 テイエムジンソク 牡4芦 57 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 478－ 81：58．22
 11．7�
55 ルファルシオン 牡5芦 57 和田 竜二 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 510± 0 〃 ハナ 18．5
810 サクセスグローリー 牡5黒鹿57 福永 祐一髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 548＋ 41：59．47 2．9�
811 カラパナビーチ 牡4黒鹿57 佐藤 友則金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 538－ 42：00．89 63．8�
（笠松）

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，406，500円 複勝： 69，875，000円 枠連： 24，293，900円
馬連： 151，337，800円 馬単： 65，487，300円 ワイド： 63，605，000円
3連複： 177，686，800円 3連単： 291，407，100円 計： 889，099，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 530円 � 310円 � 190円 枠 連（7－7） 11，380円

馬 連 �� 10，650円 馬 単 �� 20，540円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 1，470円 �� 900円

3 連 複 ��� 12，270円 3 連 単 ��� 100，650円

票 数

単勝票数 計 454065 的中 � 20105（7番人気）
複勝票数 計 698750 的中 � 28828（9番人気）� 56422（5番人気）� 117454（3番人気）
枠連票数 計 242939 的中 （7－7） 1654（28番人気）
馬連票数 計1513378 的中 �� 11007（32番人気）
馬単票数 計 654873 的中 �� 2391（63番人気）
ワイド票数 計 636050 的中 �� 5788（35番人気）�� 11129（21番人気）�� 18708（12番人気）
3連複票数 計1776868 的中 ��� 10857（49番人気）
3連単票数 計2914071 的中 ��� 2099（338番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．0―29．1―41．1―52．8―1：04．9―1：17．7―1：30．8―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．2
1
3
10－11，4，6，8（1，5）－3－9－（2，7）
10＝4（11，6）（1，8）5（9，3）－7－2

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

勝馬の
紹 介

�マ ス ク ゾ ロ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．8．3 新潟13着

2011．2．18生 牡5黒鹿 母 Saravati 母母 Our Dani 12戦5勝 賞金 71，856，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



13023 4月24日 曇 良 （28京都3）第2日 第11競走 ��
��1，600�第47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，27．4．25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，27．4．24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 1，064，000円 304，000円 152，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

22 ク ル ー ガ ー 牡4黒鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 514－ 61：32．6 9．1�
11 ダノンシャーク 牡8鹿 57 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 458－ 2 〃 クビ 9．3�
34 ク ラ レ ン ト 牡7栗 56 小牧 太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 ノースヒルズマネジメント 510＋101：32．7� 33．5�
47 フ ィ エ ロ 牡7青鹿56 	島 良太金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508－ 31：33．01
 2．6�
712 アルバートドック 牡4鹿 56 幸 英明�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 2 〃 ハナ 22．6	
815 サンライズメジャー 牡7栗 56 四位 洋文松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 488＋ 2 〃 ハナ 10．0

35 ケイティープライド 牡6鹿 56 秋山真一郎�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 クビ 192．3�
713 ケ ン ト オ ー 牡4黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 458－ 81：33．1
 40．6�
46 エキストラエンド 牡7鹿 56 松田 大作 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 474± 01：33．2クビ 22．4
23 テイエムイナズマ 牡6黒鹿56 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 514＋ 81：33．51
 18．1�
610 マーティンボロ 牡7青鹿56 藤岡 佑介吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 ハナ 62．8�
814 ダノンリバティ 牡4鹿 56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－ 6 〃 アタマ 9．2�
59 ネオスターダム 牡4黒鹿56 池添 謙一一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484± 01：34．13� 6．3�
611 レッドアリオン 牡6鹿 57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 えりも エクセルマネジメント 490＋ 61：34．52� 17．2�
58 アルマワイオリ 牡4黒鹿56 武 幸四郎コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 462－ 2 〃 アタマ 106．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 172，090，200円 複勝： 250，384，200円 枠連： 140，812，100円
馬連： 708，424，000円 馬単： 288，416，300円 ワイド： 306，483，400円
3連複： 1，096，590，800円 3連単： 1，766，345，800円 計： 4，729，546，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 360円 � 310円 � 850円 枠 連（1－2） 3，750円

馬 連 �� 6，640円 馬 単 �� 13，200円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 6，100円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 50，390円 3 連 単 ��� 281，010円

票 数

単勝票数 計1720902 的中 � 150039（3番人気）
複勝票数 計2503842 的中 � 189933（6番人気）� 230274（3番人気）� 69681（11番人気）
枠連票数 計1408121 的中 （1－2） 29100（16番人気）
馬連票数 計7084240 的中 �� 82575（24番人気）
馬単票数 計2884163 的中 �� 16387（47番人気）
ワイド票数 計3064834 的中 �� 37504（24番人気）�� 12819（62番人気）�� 25210（40番人気）
3連複票数 計10965908 的中 ��� 16320（149番人気）
3連単票数 計17663458 的中 ��� 4557（787番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．1―46．2―57．9―1：09．6―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ル ー ガ ー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Diktat デビュー 2014．11．1 京都2着

2012．4．26生 牡4黒鹿 母 アディクティド 母母 Astica 11戦5勝 賞金 127，127，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりクルーガー号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

13024 4月24日 曇 良 （28京都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

79 ピンストライプ 牡4青鹿57 松田 大作 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 518± 01：34．0 16．3�

66 ジョーアラタ 牡4鹿 57
54 ▲荻野 極上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 482＋ 2 〃 クビ 6．2�

22 プレミオテーラー 牝4黒鹿55 松山 弘平中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 474－ 41：34．1� 2．8�
44 ウォーターショパン 牡5黒鹿57 福永 祐一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 476－ 41：34．2� 3．4�
810 デンコウリキ 牡6黒鹿57 武 幸四郎田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 516＋ 21：34．51	 30．6�
67 バ ン ザ イ 牡7栗 57 松若 風馬幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 510＋ 81：34．71
 13．6�
78 レッドオーラム 牝5鹿 55 小牧 太 	東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 478－ 61：34．91� 23．4

811 アルパーシャン 牡4栗 57 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 462＋ 21：35．0	 5．9�
11 クリノダイスーシー 牡4鹿 57 佐藤 友則栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 498＋ 41：35．21
 211．9

（笠松）

33 タガノエンブレム 牡6青鹿57 古川 吉洋八木 良司氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 2 〃 アタマ 17．2�

55 メイショウゲンブ 牡7鹿 57
55 △城戸 義政松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 486－ 81：35．51	 218．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，290，400円 複勝： 56，093，700円 枠連： 29，651，600円
馬連： 134，943，100円 馬単： 61，410，300円 ワイド： 60，676，000円
3連複： 156，940，600円 3連単： 301，996，900円 計： 856，002，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 320円 � 210円 � 130円 枠 連（6－7） 2，270円

馬 連 �� 5，590円 馬 単 �� 12，120円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 830円 �� 450円

3 連 複 ��� 5，260円 3 連 単 ��� 50，500円

票 数

単勝票数 計 542904 的中 � 26539（6番人気）
複勝票数 計 560937 的中 � 34433（7番人気）� 63839（4番人気）� 142889（1番人気）
枠連票数 計 296516 的中 （6－7） 10099（11番人気）
馬連票数 計1349431 的中 �� 18700（22番人気）
馬単票数 計 614103 的中 �� 3799（42番人気）
ワイド票数 計 606760 的中 �� 9375（22番人気）�� 18466（11番人気）�� 37498（4番人気）
3連複票数 計1569406 的中 ��� 22359（19番人気）
3連単票数 計3019969 的中 ��� 4335（174番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．8―48．1―1：00．0―1：11．3―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．0
3 7，9，6，2（1，10）4，5，8，3，11 4 ・（7，9）6（2，10）－（4，1）（8，5）3，11

勝馬の
紹 介

ピンストライプ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．7．26 中京3着

2012．3．15生 牡4青鹿 母 ア バ ヤ 母母 Jilbab 16戦3勝 賞金 31，600，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（28京都3）第2日 4月24日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 165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

280，510，000円
6，380，000円
2，120，000円
32，060，000円
65，221，500円
4，545，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
527，096，200円
802，587，600円
319，710，200円
1，551，705，800円
718，126，000円
747，532，700円
2，153，241，300円
3，556，202，000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 10，376，201，800円

総入場人員 22，196名 （有料入場人員 21，103名）
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