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13037 5月1日 晴 稍重 （28京都3）第4日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

35 ナオミベガス 牝3黒鹿54 C．ルメール 塩澤 正樹氏 吉村 圭司 平取 坂東牧場 458＋ 21：26．2 2．2�
24 オールスマイル 牝3青鹿54 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 41：26．41� 5．9�
59 アルマレイモミ 牝3鹿 54 川田 将雅コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 444＋ 61：27．14 6．9�
612 セトノチーター 牝3栗 54 福永 祐一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 442＋ 41：27．31 4．7�
510 ゼ ッ ト ガ ガ 牝3青鹿54 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 21：27．4� 48．0�
36 キョウワエステル 牝3鹿 54 武 豊�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 464－ 81：27．5クビ 15．0	
815 ヴィーヴァテキーラ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 518 ― 〃 ハナ 35．1

48 ダウンタウンブギ 牝3栗 54 池添 謙一吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 458± 01：27．92� 106．8�
713 ブ ボ ナ 牝3黒鹿54 松若 風馬杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 川島牧場 468＋ 61：28．0� 145．2�
11 フジクイーン 牝3栗 54 三浦 皇成平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 470－ 21：28．63� 15．6
816 アップセットウィン 牝3黒鹿54 丸山 元気幅田 昌伸氏 笹田 和秀 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454± 01：28．8� 165．6�
714 ラガーダンスドール 牝3黒鹿 54

52 △義 英真奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 前川 正美 446＋ 81：28．9� 43．3�
611 ジューンマドレーヌ 牝3鹿 54 松田 大作吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 452＋ 2 〃 クビ 76．7�
23 ハーマイオニー 牝3栗 54 川島 信二薪浦 英稔氏 渡辺 薫彦 新ひだか 秋田育成牧場 456＋18 〃 ハナ 164．9�
12 オ カ ミ サ ン 牝3鹿 54 小林 徹弥吉田 勝利氏 森 秀行 新ひだか チャンピオンズファーム 442－ 21：30．07 279．9�
47 タカイチモン 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政西本 資史氏 田中 章博 新冠 川上牧場 424＋ 61：31．49 27．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，884，700円 複勝： 39，518，400円 枠連： 13，383，100円
馬連： 58，997，500円 馬単： 32，753，800円 ワイド： 34，401，400円
3連複： 88，553，800円 3連単： 116，062，300円 計： 408，555，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 160円 枠 連（2－3） 570円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 290円 �� 370円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，250円

票 数

単勝票数 計 248847 的中 � 88659（1番人気）
複勝票数 計 395184 的中 � 99383（1番人気）� 67522（3番人気）� 56730（4番人気）
枠連票数 計 133831 的中 （2－3） 18088（2番人気）
馬連票数 計 589975 的中 �� 73320（2番人気）
馬単票数 計 327538 的中 �� 30523（2番人気）
ワイド票数 計 344014 的中 �� 32727（1番人気）�� 23445（3番人気）�� 18347（6番人気）
3連複票数 計 885538 的中 ��� 64758（2番人気）
3連単票数 計1160623 的中 ��� 25880（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―35．6―48．1―1：00．9―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナオミベガス �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．10．24 京都3着

2013．2．9生 牝3黒鹿 母 タイムウィルテル 母母 フサイチカツラ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タカイチモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月1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 イエスペガサス号

13038 5月1日 晴 稍重 （28京都3）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時35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

612 タガノフォルトゥナ 牡3鹿 56 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464－ 21：14．5 2．8�

816 クリノシャンティイ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 北星村田牧場 458± 01：14．6� 11．0�
714 ベストワークス 牡3栗 56 H．ボウマン �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 アタマ 8．3�

（豪）

59 ノ ア ビ ジ ン 牝3鹿 54 勝浦 正樹野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 440± 01：14．7クビ 6．3�
35 エーティーチャンプ 牡3鹿 56 松田 大作荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 仲野牧場 472－ 41：14．8� 3．7�
47 キルシュフェスト 牝3鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか タイヘイ牧場 478＋ 61：14．9� 6．8

12 シャリマティー 牝3黒鹿54 竹之下智昭�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 436－ 61：15．32� 105．3�
24 テ レ チ ャ ウ 牝3栗 54 高倉 稜�イクタ 福島 信晴 新冠 ムラカミファーム 468＋ 21：15．51� 25．1�
48 リッカキング 牡3青鹿56 三浦 皇成立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 434＋ 41：15．92� 63．5
611 ゴールドマリーン 牝3栗 54 丸山 元気朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 498－ 41：16．0� 69．5�
713 ピーマックス 牝3鹿 54

52 △城戸 義政三宅 勝俊氏 飯田 雄三 平取 北島牧場 444± 01：16．1	 353．8�
23 スープレックス 
3鹿 56

54 △義 英真藤井聡一郎氏 崎山 博樹 日高 日高大洋牧場 418± 01：16．31� 216．0�
510 ヒロノストロング 牡3鹿 56 川島 信二小野 博郷氏 田中 章博 新冠 赤石 久夫 406－10 〃 クビ 467．2�
11 シゲルヒラスズキ 牡3黒鹿56 酒井 学森中 蕃氏 藤沢 則雄 新ひだか 坂本 春信 440＋24 〃 ハナ 239．7�
36 ゴールドエンブレム 牡3鹿 56 松若 風馬谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 B410－ 81：16．93� 51．0�
815 シゲルイブリカマス 牝3鹿 54 秋山真一郎森中 蕃氏 日吉 正和 日高 高山 博 464＋ 61：17．0	 276．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，601，000円 複勝： 33，577，400円 枠連： 12，538，300円
馬連： 51，353，000円 馬単： 28，101，000円 ワイド： 29，366，900円
3連複： 66，607，700円 3連単： 94，578，500円 計： 338，723，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 210円 � 210円 枠 連（6－8） 830円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 390円 �� 440円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 9，370円

票 数

単勝票数 計 226010 的中 � 63875（1番人気）
複勝票数 計 335774 的中 � 93888（1番人気）� 34685（4番人気）� 34319（5番人気）
枠連票数 計 125383 的中 （6－8） 11687（3番人気）
馬連票数 計 513530 的中 �� 40841（3番人気）
馬単票数 計 281010 的中 �� 14382（4番人気）
ワイド票数 計 293669 的中 �� 20105（3番人気）�� 17775（4番人気）�� 5855（14番人気）
3連複票数 計 666077 的中 ��� 19581（8番人気）
3連単票数 計 945785 的中 ��� 7317（24番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．5―12．4―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．7―37．2―49．6―1：01．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノフォルトゥナ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2015．8．22 小倉2着

2013．3．18生 牡3鹿 母 タガノグレイグース 母母 タイキミルフィーユ 8戦1勝 賞金 11，150，000円
〔発走状況〕 スープレックス号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 スープレックス号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 テイエムハナマル号・ノートルスウェ号
（非抽選馬） 2頭 テイエムサンピラー号・ミキノカンタータ号
※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４日



13039 5月1日 晴 稍重 （28京都3）第4日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時05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

11 � フェイスインパクト 牡3栗 56 C．ルメール �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Momkids,
Inc. 502－101：53．6 3．0�

612 マイネルインディゴ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ムラカミファーム 466－ 21：53．91� 14．1�

36 カフジキング 牡3鹿 56 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 462－ 41：54．11	 5．0�
815 イ フ リ ー ト 牡3栗 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 2 〃 クビ 8．9�
24 ヤマカツリーダー 
3黒鹿56 池添 謙一山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 41：54．31	 19．8	
510� チャイマックス 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 462＋ 21：54．4クビ 3．3

47 カレンジラソーレ 牡3栗 56 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 494 ― 〃 アタマ 132．5�
714 トーホウリーガル 牡3青鹿56 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 516－ 61：55．35 36．1�
611 ミスターライジン 牡3鹿 56 高倉 稜阿部東亜子氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 482± 01：55．4� 85．7
59 クインジョウ 牝3芦 54

52 △義 英真�東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 406± 01：56．03� 214．6�
48 シャインレイ 牡3黒鹿56 丸山 元気吉田 晴哉氏 池添 学 安平 追分ファーム 508－ 81：56．63� 285．7�
816 ルーセントアイズ 牝3黒鹿54 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 492－ 61：56．7� 147．1�
23 ザッツイット 牡3栗 56 松田 大作吉澤 克己氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 460－ 61：57．65 8．3�
12 マーベラスシチー 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 ムラカミファーム 542－ 41：58．23� 203．4�
35 アドベンチャー 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 512－ 81：58．73 484．5�
713 エイシンキングダム 牡3黒鹿56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 築紫 洋 542 ―2：08．8大差 101．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，645，100円 複勝： 48，092，600円 枠連： 14，306，200円
馬連： 61，902，100円 馬単： 33，551，800円 ワイド： 37，841，100円
3連複： 89，180，200円 3連単： 127，536，600円 計： 443，055，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 300円 � 180円 枠 連（1－6） 1，730円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 710円 �� 400円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 14，010円

票 数

単勝票数 計 306451 的中 � 79585（1番人気）
複勝票数 計 480926 的中 � 92765（2番人気）� 33473（6番人気）� 71688（3番人気）
枠連票数 計 143062 的中 （1－6） 6373（8番人気）
馬連票数 計 619021 的中 �� 25286（8番人気）
馬単票数 計 335518 的中 �� 8614（12番人気）
ワイド票数 計 378411 的中 �� 13371（9番人気）�� 25953（3番人気）�� 8549（13番人気）
3連複票数 計 891802 的中 ��� 20683（10番人気）
3連単票数 計1275366 的中 ��� 6598（42番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―13．6―12．4―12．9―13．1―12．9―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―37．4―49．8―1：02．7―1：15．8―1：28．7―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フェイスインパクト �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 High Yield デビュー 2016．2．28 小倉3着

2013．4．22生 牡3栗 母 Amazing Buy 母母 Scatter Buy 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドベンチャー号・エイシンキングダム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

6月1日まで平地競走に出走できない。

13040 5月1日 晴 良 （28京都3）第4日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時35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

36 アドマイヤキズナ 牡3黒鹿56 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 456－ 62：01．1 1．4�
11 ビービーブレスユー 牡3鹿 56 高倉 稜�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 492± 02：01．52� 30．2�
59 ナムラルパン 牡3鹿 56 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 490－ 62：01．71� 6．7�
12 ミッキーシャンティ 牡3青鹿56 岩田 康誠野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454± 02：01．8クビ 9．1�
713 トウカイバレーノ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 460 ―2：02．12 33．2�
23 � モ ズ ジ ョ イ 牡3栗 56 H．ボウマン 	キャピタル・システム 矢作 芳人 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

510－ 2 〃 ハナ 12．3

（豪）

714 トモノメジェール 牝3栗 54 吉田 隼人共田 義夫氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 468＋102：02．31	 165．6�
48 ブリーズリー 牡3鹿 56

54 △義 英真中野 義一氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 476＋ 22：02．4� 343．3�
47 ナリノクインビー 牝3黒鹿54 川田 将雅成塚 清志氏 
島 一歩 千歳 社台ファーム 474＋14 〃 アタマ 11．3
817� エイシンフィリップ 牡3鹿 56 酒井 学	栄進堂 渡辺 薫彦 愛 H. K. Ei-

shindo 484－ 42：02．61 254．4�
35 シャイニーサンダー 牡3青鹿56 内田 博幸小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 B454－ 42：02．81� 86．0�
612 マ オ ウ 牡3鹿 56 松若 風馬大塚 亮一氏 須貝 尚介 浦河 ガーベラパー

クスタツド B490－ 62：02．9� 88．2�
24 バトルローザ 牝3鹿 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 440－142：03．0� 145．7�
611 アスターシャトル 牡3青鹿56 国分 優作加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 山田 昇史 496－ 42：03．1� 522．0�
510 オースミフォース 牡3鹿 56 和田 竜二	オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 492－ 2 〃 クビ 54．1�
815 ツイセキシャ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 478－ 42：04．27 409．1�
816 ニシノケイバー 牝3黒鹿54 松田 大作西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 444－ 82：04．83� 314．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 31，456，100円 複勝： 129，813，000円 枠連： 17，020，800円
馬連： 63，654，400円 馬単： 50，117，700円 ワイド： 39，856，800円
3連複： 94，566，900円 3連単： 185，122，000円 計： 611，607，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 280円 � 160円 枠 連（1－3） 430円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 530円 �� 210円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 7，190円

票 数

単勝票数 計 314561 的中 � 173909（1番人気）
複勝票数 計1298130 的中 � 991739（1番人気）� 28161（6番人気）� 66139（2番人気）
枠連票数 計 170208 的中 （1－3） 30554（2番人気）
馬連票数 計 636544 的中 �� 34019（5番人気）
馬単票数 計 501177 的中 �� 21566（6番人気）
ワイド票数 計 398568 的中 �� 17738（6番人気）�� 59917（1番人気）�� 7012（13番人気）
3連複票数 計 945669 的中 ��� 35581（6番人気）
3連単票数 計1851220 的中 ��� 18644（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．2―49．2―1：02．1―1：14．6―1：26．4―1：38．2―1：49．6

コーナー
通過順位

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

2
4

・（14，12）（9，16）－（11，13）（1，6）（7，10）（15，17）2（4，8）3＝5・（14，12）（9，1，16，8）（6，13）（11，2）（3，10）7，17，4，5，15
勝馬の
紹 介

アドマイヤキズナ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．11．29 京都2着

2013．5．9生 牡3黒鹿 母 アドマイヤオウカ 母母 ロゼダンジュ 5戦1勝 賞金 12，400，000円
〔発走状況〕 ツイセキシャ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



13041 5月1日 晴 良 （28京都3）第4日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時25分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

34 ダイアナヘイロー 牝3黒鹿54 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 454－ 61：07．9 1．8�
47 サイタスリーレッド 牡3鹿 56 秋山真一郎西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 472± 01：08．64 5．4�
22 � ウメマツサクラ 牝3鹿 54 丸山 元気木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 460＋ 2 〃 クビ 11．5�
46 メイショウベニフジ 牝3黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 434＋ 41：08．7� 5．4�
59 エスペランサリュウ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政江上 幸�氏 飯田 雄三 日高 中館牧場 466－ 2 〃 クビ 28．1	
35 キンシロケット 牡3鹿 56 岩田 康誠若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 480＋ 61：08．8� 14．6

23 ブンブンブラウ 牝3鹿 54

52 △義 英真三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 B444－ 61：09．01� 213．8�
712 オ フ ク ヒ メ 牝3黒鹿54 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 432－ 41：09．1クビ 172．1�
713 マダムクレアシオン 牝3鹿 54 福永 祐一�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 456－ 41：09．42 63．3
58 タガノファサネイト 牡3鹿 56 高倉 稜八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444－ 21：09．5クビ 295．2�
814 コーディネーター 牡3栗 56 内田 博幸岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 484＋ 41：09．71� 20．7�
610 タイセイマライカ 牝3黒鹿54 太宰 啓介田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 396＋ 21：10．12� 315．4�
815 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 442＋ 21：10．2� 100．9�
611 フルムーンソング 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432＋ 41：11．05 24．3�
11 ワイエムデマクール 牡3栗 56 勝浦 正樹�サンライズ 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472＋ 41：11．31� 75．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，840，000円 複勝： 51，107，200円 枠連： 22，145，800円
馬連： 73，154，600円 馬単： 43，167，200円 ワイド： 43，070，700円
3連複： 97，599，700円 3連単： 160，926，800円 計： 527，012，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 230円 枠 連（3－4） 210円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 280円 �� 410円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 4，550円

票 数

単勝票数 計 358400 的中 � 156183（1番人気）
複勝票数 計 511072 的中 � 166003（1番人気）� 71936（3番人気）� 40023（5番人気）
枠連票数 計 221458 的中 （3－4） 78459（1番人気）
馬連票数 計 731546 的中 �� 107073（2番人気）
馬単票数 計 431672 的中 �� 43167（2番人気）
ワイド票数 計 430707 的中 �� 44210（2番人気）�� 26318（4番人気）�� 12214（11番人気）
3連複票数 計 975997 的中 ��� 47589（2番人気）
3連単票数 計1609268 的中 ��� 25594（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―10．8―11．0―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―33．7―44．7―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイアナヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．1．24 京都1着

2013．5．5生 牝3黒鹿 母 ヤマカツセイレーン 母母 ヤマカツサクラ 5戦2勝 賞金 29，774，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フルムーンソング号・ワイエムデマクール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年6月1日まで平地競走に出走できない。
※ワイエムデマクール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13042 5月1日 晴 良 （28京都3）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走12時55分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

714 タマモユウトウセイ 牡5栗 57 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B480± 01：25．1 4．9�
59 テイエムジョウネツ 牝4黒鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 412－141：25．52� 304．0�
48 	 ワンダーヴァローレ 牡4鹿 57 H．ボウマン 山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム 502＋ 61：25．6� 4．9�
（豪）

47 シ ュ ネ ー ル 牡5鹿 57 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 506－ 21：25．7
 23．7�
815 ビタミンエース 牡5鹿 57

55 △城戸 義政村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 514－ 2 〃 ハナ 34．3�
611 メイショウナガマサ 牡4鹿 57 岩田 康誠松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 2 〃 ハナ 5．4	
12 � メンカウラー �5黒鹿57 和田 竜二前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B492－ 81：25．8
 5．8

612	 アルピニスト 牡5鹿 57 福永 祐一吉澤 克己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490－ 61：26．43� 56．6�
11 ウェーブキング 牡4鹿 57 川田 将雅万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 516－ 41：26．5クビ 11．4�
36 	 チュウワワンダー 牡6鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 488－ 41：26．92� 45．0
24 	 チョウエンペラー 牡5栗 57 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 458＋ 61：27．11 35．5�
23 	 ジャズコンボ 牡5栗 57

55 △義 英真礒川 正明氏 斉藤 崇史 新冠 平山牧場 442± 0 〃 クビ 339．9�
713 ブルーガーディアン 牡4黒鹿57 武 幸四郎 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 470－ 61：27．31 41．5�
35 � カフジオリオン 牡4鹿 57 勝浦 正樹加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 470－ 61：27．72� 7．2�
816 スズカブリザード 牡10鹿 57

54 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 508＋101：28．12� 342．2�
510	 メイショウワカアユ 牡4鹿 57 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 468－181：28．31 11．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，700，100円 複勝： 50，243，800円 枠連： 19，266，900円
馬連： 79，651，100円 馬単： 35，433，000円 ワイド： 46，773，100円
3連複： 111，380，200円 3連単： 128，000，700円 計： 502，448，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 6，360円 � 240円 枠 連（5－7） 3，080円

馬 連 �� 88，180円 馬 単 �� 136，980円

ワ イ ド �� 27，420円 �� 860円 �� 26，610円

3 連 複 ��� 259，420円 3 連 単 ��� 1，856，010円

票 数

単勝票数 計 317001 的中 � 51434（2番人気）
複勝票数 計 502438 的中 � 74766（3番人気）� 1562（15番人気）� 57929（4番人気）
枠連票数 計 192669 的中 （5－7） 4848（15番人気）
馬連票数 計 796511 的中 �� 700（80番人気）
馬単票数 計 354330 的中 �� 194（162番人気）
ワイド票数 計 467731 的中 �� 427（86番人気）�� 14910（8番人気）�� 440（85番人気）
3連複票数 計1113802 的中 ��� 322（310番人気）
3連単票数 計1280007 的中 ��� 50（1891番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．3―12．2―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―47．4―59．6―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 ・（1，2）5（11，14）10，8（13，16）（3，4）6（7，12）（15，9） 4 11（1，2）14－5（3，8）（10，13）（4，16）（7，15，6，12，9）

勝馬の
紹 介

タマモユウトウセイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．2．22 京都1着

2011．3．30生 牡5栗 母 ヒトリムスメ 母母 フローズンフランシーヌ 13戦3勝 賞金 29，950，000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。



13043 5月1日 晴 良 （28京都3）第4日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

11 ハイプレッシャー 牡5黒鹿57 C．ルメール�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 526± 02：26．9 2．2�

33 マイネルレオーネ 牡4黒鹿57 H．ボウマン �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 404＋ 22：27．11� 10．7�

（豪）

810 アグネスマクシム 牝4栗 55 川田 将雅渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 444＋ 42：27．31� 7．4�
89 マイネルプレッジ 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 446－ 2 〃 クビ 3．5�
22 アドマイヤロワ 牡4鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：27．51� 36．7�
55 クロイツェル 牡4黒鹿57 岩田 康誠 	社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム B498＋162：27．6� 16．4

44 リッチガール 牝4栗 55 四位 洋文吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 42：27．7� 24．8�
78 ウインレーベン 牡5青鹿57 内田 博幸�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 460＋ 62：28．02 9．8�
66 アンバーグリスキー 牡4鹿 57 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B442－ 2 〃 ハナ 73．3
77 	 カリテスグレース 牝4黒鹿55 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 468＋ 22：28．21 16．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，144，400円 複勝： 40，547，100円 枠連： 17，497，300円
馬連： 67，550，400円 馬単： 42，035，600円 ワイド： 38，779，900円
3連複： 93，070，300円 3連単： 174，667，000円 計： 506，292，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 230円 � 220円 枠 連（1－3） 1，160円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 420円 �� 390円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 9，010円

票 数

単勝票数 計 321444 的中 � 112473（1番人気）
複勝票数 計 405471 的中 � 102164（1番人気）� 39304（4番人気）� 41581（3番人気）
枠連票数 計 174973 的中 （1－3） 11688（4番人気）
馬連票数 計 675504 的中 �� 43851（3番人気）
馬単票数 計 420356 的中 �� 21362（4番人気）
ワイド票数 計 387799 的中 �� 24277（3番人気）�� 26926（2番人気）�� 8044（15番人気）
3連複票数 計 930703 的中 ��� 27335（7番人気）
3連単票数 計1746670 的中 ��� 14048（22番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―13．2―13．8―12．7―12．9―12．8―12．1―11．6―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．8―35．4―48．6―1：02．4―1：15．1―1：28．0―1：40．8―1：52．9―2：04．5―2：15．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．0
1
3
・（5，7）（2，8）（6，9）（4，3）1－10・（5，7，8）（2，3，9）（6，1）（4，10）

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

勝馬の
紹 介

ハイプレッシャー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Miswaki デビュー 2013．9．15 阪神2着

2011．5．2生 牡5黒鹿 母 クイーンリザーブ 母母 Slamya 26戦2勝 賞金 33，590，000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。

13044 5月1日 晴 良 （28京都3）第4日 第8競走 ��
��1，400�

た か が み ね

鷹 ケ 峰 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

611 エーシンマイェスタ 牡6黒鹿57 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 542－ 81：21．1 6．5�
814 アドマイヤサブリナ 牝6芦 55 川島 信二近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 450－ 41：21．2� 22．3�
11 トウショウピスト 牡4鹿 57 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476－ 21：21．3� 5．5�
712	 クレアドール 牝5青鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 502－ 21：21．51 31．7�
23 カピオラニパレス 牡8芦 57 松山 弘平横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 536＋ 2 〃 クビ 5．0	
47 メイショウヤマホコ 牡6黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 466± 0 〃 クビ 49．1

610	 ゴ ー ス ル ー 牡6鹿 57 藤岡 佑介 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 464± 01：21．6
 174．5�
35 ナムラアッパー 牡5鹿 57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 424± 0 〃 アタマ 19．3�
58 デンコウウノ 牡5鹿 57 太宰 啓介田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 488＋ 6 〃 ハナ 28．8
34 ウインソワレ 牝4鹿 55 C．ルメール�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 460± 01：21．7
 3．4�
713 ケイアイユニコーン 牡7栗 57 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B492－ 21：21．8� 48．5�
815 タガノリバレンス 牡7鹿 57 岡田 祥嗣八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 21：22．01� 135．7�
46 	 ハイマウンテン 牝6鹿 55 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 464＋ 21：22．21 91．9�
59 ウエスタンラムール 牡4黒鹿57 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 458－ 41：22．3� 44．7�
22 コートシャルマン 牝4鹿 55 四位 洋文 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448＋ 41：22．51
 5．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，569，900円 複勝： 54，587，600円 枠連： 23，460，100円
馬連： 92，170，500円 馬単： 42，478，500円 ワイド： 51，468，300円
3連複： 128，089，600円 3連単： 169，393，500円 計： 597，218，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 240円 � 490円 � 220円 枠 連（6－8） 4，090円

馬 連 �� 5，400円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 680円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 8，950円 3 連 単 ��� 59，610円

票 数

単勝票数 計 355699 的中 � 43203（5番人気）
複勝票数 計 545876 的中 � 63826（5番人気）� 24913（7番人気）� 73126（4番人気）
枠連票数 計 234601 的中 （6－8） 4439（16番人気）
馬連票数 計 921705 的中 �� 13223（20番人気）
馬単票数 計 424785 的中 �� 4255（23番人気）
ワイド票数 計 514683 的中 �� 8101（15番人気）�� 20473（7番人気）�� 7194（20番人気）
3連複票数 計1280896 的中 ��� 10722（24番人気）
3連単票数 計1693935 的中 ��� 2060（175番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．7―11．1―11．3―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．0―47．1―58．4―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンマイェスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．9 阪神4着

2010．4．18生 牡6黒鹿 母 エイシンシンシアナ 母母 By Land by Sea 25戦4勝 賞金 57，945，000円
※アドマイヤサブリナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13045 5月1日 晴 良 （28京都3）第4日 第9競走 ��1，800�
ただす もり

糺 の 森 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

67 ヒルノマテーラ 牝5黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 464± 01：47．8 4．4�
44 ワーキングプライド 牝4鹿 55 福永 祐一 �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 502－ 21：47．9� 4．2�
68 ナガラフラワー 牝4鹿 55 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 468＋101：48．32� 4．4�
79 マルーンドロップ 牝5栗 55 川田 将雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 岡田スタツド 454－ 2 〃 ハナ 9．5�
55 サンクボヌール 牝4栗 55 C．ルメール �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋20 〃 ハナ 3．5	
812 スマイルミーティア 牝4黒鹿55 武 豊保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 444－101：48．4� 12．5

710 シ ン ダ ー ズ 牝4青鹿55 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458± 0 〃 クビ 41．5�
33 スペランツァデーア 牝5黒鹿55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B446＋ 61：48．61� 29．6�
22 フェイトカラー 牝5黒鹿55 吉田 隼人吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 516－ 21：48．81� 34．5
811 ウインクルキラリ 牝6栗 55 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 482＋ 41：49．11� 153．0�
56 オーネットサクセス 牝6鹿 55 岩田 康誠醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 462＋101：49．84 185．5�

（11頭）
11 ショウナンアズサ 牝6鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 41，469，000円 複勝： 55，995，800円 枠連： 22，548，000円
馬連： 110，308，600円 馬単： 52，823，700円 ワイド： 52，330，900円
3連複： 135，334，000円 3連単： 221，873，200円 計： 692，683，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 140円 � 160円 枠 連（4－6） 520円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 320円 �� 390円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 9，250円

票 数

単勝票数 差引計 414690（返還計 129） 的中 � 74701（3番人気）
複勝票数 差引計 559958（返還計 205） 的中 � 112746（1番人気）� 105171（2番人気）� 85022（4番人気）
枠連票数 差引計 225480（返還計 277） 的中 （4－6） 33038（2番人気）
馬連票数 差引計1103086（返還計 672） 的中 �� 90229（4番人気）
馬単票数 差引計 528237（返還計 313） 的中 �� 25049（3番人気）
ワイド票数 差引計 523309（返還計 362） 的中 �� 44187（2番人気）�� 34066（4番人気）�� 25427（6番人気）
3連複票数 差引計1353340（返還計 1668） 的中 ��� 60309（4番人気）
3連単票数 差引計2218732（返還計 1905） 的中 ��� 17376（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．7―49．1―1：01．8―1：13．8―1：25．3―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．0
3 6（11，7）－（2，4）12（8，5）9，10，3 4 ・（6，7）（11，4）（2，12）（8，5）9（3，10）

勝馬の
紹 介

ヒルノマテーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Concern デビュー 2013．12．1 阪神7着

2011．4．28生 牝5黒鹿 母 コンサーンナッカ 母母 Sacramentada 21戦4勝 賞金 70，881，000円
〔出走取消〕 ショウナンアズサ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※オーネットサクセス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13046 5月1日 晴 良 （28京都3）第4日 第10競走 ��
��1，400�

た ん ご

端午ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
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1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

36 ディーズプラネット 牝3芦 54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 488－ 81：24．5 19．8�
815 コウエイエンブレム 牡3栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 508± 0 〃 クビ 6．0�
11 ヴ ェ ゼ ー ル 牡3栗 56 松若 風馬畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 534＋ 41：24．6� 27．2�
612 ソーディヴァイン 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 520－ 81：24．91� 8．1�
510	 マ デ ィ デ ィ 牡3鹿 56 三浦 皇成�ラ・メール 友道 康夫 米

Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

458＋ 21：25．11� 23．1	
816	 トッコディルーチェ 牡3鹿 56 池添 謙一加藤 誠氏 中竹 和也 米

Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

490± 01：25．2� 36．6

23 ノーモアゲーム 牡3鹿 56 内田 博幸内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 462± 0 〃 ハナ 23．9�
24 
 タイニーダンサー 牝3鹿 55 福永 祐一�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 486＋ 2 〃 クビ 8．0�
59 	 ヨ ン カ ー 牡3芦 56 H．ボウマン 吉田 和美氏 和田正一郎 米

Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

546＋ 61：25．3� 8．4
（豪）

12 プレスティージオ 牡3栗 56 武 豊奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 466－ 21：25．4クビ 20．2�
611 スノードリーム 牝3芦 54 和田 竜二三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B442± 01：25．71� 45．2�
714 ドライヴナイト 牡3黒鹿56 太宰 啓介桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 500－ 41：26．12� 112．7�
35 	 ジープルメリア 牝3黒鹿54 松田 大作 �キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

448＋ 6 〃 アタマ 27．9�
713 タイセイラナキラ 牝3栗 54 吉田 隼人田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 508－ 21：26．2� 72．2�
48 	 エルフィンコーブ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

506＋121：26．41� 4．5�
47 スリラーインマニラ 牡3鹿 56 蛯名 正義古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 452＋ 41：26．71� 5．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，918，300円 複勝： 100，041，700円 枠連： 47，241，900円
馬連： 193，924，000円 馬単： 78，435，500円 ワイド： 95，488，600円
3連複： 269，541，600円 3連単： 331，510，600円 計： 1，186，102，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 550円 � 250円 � 670円 枠 連（3－8） 3，380円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 11，300円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 5，750円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 35，130円 3 連 単 ��� 220，700円

票 数

単勝票数 計 699183 的中 � 28202（7番人気）
複勝票数 計1000417 的中 � 44752（7番人気）� 120263（3番人気）� 35793（10番人気）
枠連票数 計 472419 的中 （3－8） 10812（16番人気）
馬連票数 計1939240 的中 �� 31982（15番人気）
馬単票数 計 784355 的中 �� 5202（40番人気）
ワイド票数 計 954886 的中 �� 15366（15番人気）�� 4204（68番人気）�� 11537（23番人気）
3連複票数 計2695416 的中 ��� 5753（123番人気）
3連単票数 計3315106 的中 ��� 1089（755番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．0―47．4―59．8―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディーズプラネット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．16 新潟1着

2013．3．21生 牝3芦 母 ザ デ イ 母母 ウエイアウト 6戦3勝 賞金 34，350，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナムラアラシ号
（非抽選馬） 1頭 ヒーローメーカー号
※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。

２レース目



13047 5月1日 晴 良 （28京都3）第4日 第11競走 ��
��3，200�第153回天 皇 賞 （ 春 ）（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，58�，牝馬2�減

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 3，780，000円 1，080，000円 540，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

3：13．4
3：13．4
3：13．4

良
良
良

11 キタサンブラック 牡4鹿 58 武 豊�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 524± 03：15．3 4．5�
23 カレンミロティック �8栗 58 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 ハナ 99．2�
48 シュヴァルグラン 牡4栗 58 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 23：15．51	 6．4�
611 タンタアレグリア 牡4栗 58 蛯名 正義�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 23：15．6
 29．1�
59 トーホウジャッカル 牡5栗 58 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 492－12 〃 クビ 17．4	
510 ア ル バ ー ト 牡5栗 58 C．ルメール 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462－ 23：15．81	 9．9

47 ファタモルガーナ �8鹿 58 内田 博幸 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 492＋ 6 〃 ハナ 160．3�
35 フェイムゲーム 牡6青鹿58 H．ボウマン �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 460－10 〃 クビ 7．4�

（豪）

36 アドマイヤデウス 牡5栗 58 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 490± 03：15．9クビ 30．9
818 レーヴミストラル 牡4鹿 58 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490－ 83：16．0
 27．6�
714 サトノノブレス 牡6黒鹿58 和田 竜二里見 治氏 池江 泰寿 洞�湖 メジロ牧場 514－ 2 〃 クビ 48．5�
817 ゴールドアクター 牡5青鹿58 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 490－ 43：16．1
 3．8�
12 トゥインクル 牡5栗 58 勝浦 正樹畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 466－ 23：17．16 27．7�
816 ファントムライト 牡7黒鹿58 三浦 皇成 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494± 03：17．73
 149．1�
715 サウンズオブアース 牡5黒鹿58 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 502－ 43：18．55 8．3�
713 マイネルメダリスト 牡8鹿 58 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B490－ 2 〃 クビ 255．2�
612 ヤマニンボワラクテ �5鹿 58 丸山 元気土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 478＋ 43：18．81� 202．4�
24 トーセンレーヴ 牡8鹿 58 武 幸四郎島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋103：19．43
 133．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 837，695，700円 複勝： 863，160，200円 枠連： 696，081，000円 馬連： 2，954，451，900円 馬単： 1，291，301，500円
ワイド： 1，063，713，600円 3連複： 4，684，078，000円 3連単： 8，437，670，000円 5重勝： 679，442，100円 計： 21，507，594，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 1，390円 � 240円 枠 連（1－2） 6，650円

馬 連 �� 20，160円 馬 単 �� 29，950円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 540円 �� 7，840円

3 連 複 ��� 32，350円 3 連 単 ��� 242，730円

5 重 勝
対象競走：東京10R／京都10R／新潟11R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 4，172，010円

票 数

単勝票数 計8376957 的中 � 1488614（2番人気）
複勝票数 計8631602 的中 � 1593973（1番人気）� 120170（13番人気）� 983607（3番人気）
枠連票数 計6960810 的中 （1－2） 81066（21番人気）
馬連票数 計29544519 的中 �� 113575（51番人気）
馬単票数 計12913015 的中 �� 32333（91番人気）
ワイド票数 計10637136 的中 �� 69725（48番人気）�� 548975（2番人気）�� 33204（61番人気）
3連複票数 計46840780 的中 ��� 108565（103番人気）
3連単票数 計84376700 的中 ��� 25202（682番人気）
5重勝票数 計6794421 的中 ����� 114

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―25．1―37．5―49．7―1：01．8―1：13．8―1：25．4―1：38．3―1：50．9―2：03．5―2：16．2―2：28．7

2，600� 2，800� 3，000�
―2：40．3―2：51．7―3：03．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．6―3F35．0
1
�
1，12，3（15，13）6（4，17）（8，9）14（10，7）11（5，2）16－18
1，12，3（15，13，17）（6，4，9，2）8（14，7）（10，11，16）5，18

2
	

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

勝馬の
紹 介

キタサンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．1．31 東京1着

2012．3．10生 牡4鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 10戦6勝 賞金 536，577，000円
〔制裁〕 カレンミロティック号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）
※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 マドリードカフェ号
※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。

13048 5月1日 晴 良 （28京都3）第4日 第12競走 ��
��1，400�

たかせがわ

高瀬川ステークス
発走16時25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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

611 ダノングッド 牡4栗 57 福永 祐一�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B502± 01：23．7 7．0�
815 サウススターマン 牡5黒鹿57 三浦 皇成南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 500＋ 41：23．91� 7．2�
713 ゴーインググレート 牡6栗 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 484＋ 21：24．21	 11．2�
36 リアルプロジェクト 牡4鹿 57 H．ボウマン 吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 524－ 21：24．3
 5．7�

（豪）

612 ウエスタンレベッカ 牝6鹿 55 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B456± 0 〃 アタマ 62．9�
59 サトノネプチューン 牡6鹿 57 岩田 康誠里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500± 01：24．51� 25．4	
816 ハニードント 牝5栗 55 藤岡 佑介薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 452＋ 2 〃 アタマ 56．4

11 ノッキングオン 牡6鹿 57 酒井 学松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 450－ 61：24．6クビ 142．5�
47 � フォンタネットポー 牝4栗 55 川田 将雅吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 512－ 21：24．81� 4．7�
714 ラブミークン 牡4栗 57 柴田 大知小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 486＋ 2 〃 アタマ 71．0
12 ダイリュウキセキ 牝5黒鹿55 松山 弘平大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 450－ 21：24．9
 6．8�
24 アテンファースト 牡6栗 57 城戸 義政玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 490± 01：25．53
 191．9�
48 � スティンライクビー 牡4青鹿57 C．ルメール �ローレルレーシング 田村 康仁 青森 ワールドファーム 476＋ 2 〃 アタマ 5．2�
510 ガッサンプレイ 牡6栗 57 蛯名 正義西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 478± 01：25．71� 46．5�
35 テイクファイア 牡6鹿 57 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 472－ 41：26．55 105．1�
23 ミッキーシーガル 牡4青鹿57 内田 博幸野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：26．82 35．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 116，193，300円 複勝： 155，196，500円 枠連： 77，166，900円
馬連： 278，130，700円 馬単： 117，901，600円 ワイド： 151，016，700円
3連複： 376，455，800円 3連単： 588，065，000円 計： 1，860，126，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 260円 � 280円 � 300円 枠 連（6－8） 2，370円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，080円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 7，300円 3 連 単 ��� 39，230円

票 数

単勝票数 計1161933 的中 � 130977（5番人気）
複勝票数 計1551965 的中 � 159260（5番人気）� 146454（6番人気）� 129958（7番人気）
枠連票数 計 771669 的中 （6－8） 25219（9番人気）
馬連票数 計2781307 的中 �� 69000（19番人気）
馬単票数 計1179016 的中 �� 16208（30番人気）
ワイド票数 計1510167 的中 �� 31850（20番人気）�� 36141（17番人気）�� 33484（18番人気）
3連複票数 計3764558 的中 ��� 38654（31番人気）
3連単票数 計5880650 的中 ��� 10867（169番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．4―46．9―59．2―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノングッド �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．1．12 京都5着

2012．4．23生 牡4栗 母 マイグッドネス 母母 Caressing 12戦4勝 賞金 52，334，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時30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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アルボナンザ号・カネトシビバーチェ号・サンレーン号・ブルミラコロ号・メイショウコンカー号
※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。

５レース目



（28京都3）第4日 5月1日（日曜日） 晴 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 182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

492，440，000円
2，530，000円
5，280，000円
7，260，000円
60，510，000円
74，361，000円
5，398，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
1，310，117，600円
1，621，881，300円
982，656，300円
4，085，248，800円
1，848，100，900円
1，684，108，000円
6，234，457，800円
10，735，406，200円
679，442，100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
5 重 勝
計 29，181，419，000円

総入場人員 79，028名 （有料入場人員 76，628名）
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