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13037 4月30日 晴 良 （29京都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

12 サイモンミラベル 牝3栗 54 福永 祐一澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 460＋ 21：25．7 4．1�
24 ピ カ ロ 牝3鹿 54 武 豊山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 440± 01：26．55 4．3�
47 ワールドオンライン 牝3鹿 54 小林 徹弥玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 452－ 81：26．71� 15．2�
611 エイシンルジーナ 牝3黒鹿54 酒井 学�栄進堂 渡辺 薫彦 様似 清水 誠一 516＋121：26．8� 7．9�
510 ソ ウ ォ ン 牝3青鹿54 松山 弘平�ノースヒルズ 大久保龍志 新ひだか 土居牧場 424＋ 6 〃 ハナ 57．1�
713 イルーシヴハピネス 牝3鹿 54 C．ルメール 	シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 528 ―1：26．9クビ 2．4

35 フロールネイジ 牝3芦 54 岩田 康誠�KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 488± 01：27．21� 35．7�
59 タガノエヴァンジル 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460± 01：27．62� 23．1�
11 エフヨンエフ 牝3黒鹿54 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 浦河 榊原 敏明 470± 01：27．91� 144．2
48 サワヤカフェスタ 牝3栗 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 むかわ 新井牧場 396－12 〃 クビ 119．8�
815 ダムガルヌンナ 牝3鹿 54 菱田 裕二原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 426± 01：28．0クビ 71．9�
612 アイファーチェンジ 牝3青鹿 54

53 ☆岩崎 翼中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 野表 篤夫 404－ 81：28．32 229．8�
714 ア ス テ ィ ル 牝3鹿 54 川田 将雅 	キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 422± 01：28．83 42．0�
23 ホッコーペネロープ 牝3栗 54 川島 信二北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 480－ 8 〃 ハナ 53．7�
816 ヴァンヴィーノ 牝3鹿 54 蛯名 正義市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 洞�湖 レイクヴィラファーム 464± 01：29．86 88．3�
36 サダムベッピンサン 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人大西 定氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 392－ 21：31．29 184．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，256，200円 複勝： 40，065，700円 枠連： 13，725，300円
馬連： 60，703，100円 馬単： 31，973，700円 ワイド： 39，672，500円
3連複： 99，492，700円 3連単： 125，981，400円 計： 441，870，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 140円 � 330円 枠 連（1－2） 590円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 230円 �� 660円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 7，460円

票 数

単勝票数 計 302562 的中 � 58109（2番人気）
複勝票数 計 400657 的中 � 89733（1番人気）� 82751（3番人気）� 21603（6番人気）
枠連票数 計 137253 的中 （1－2） 17803（1番人気）
馬連票数 計 607031 的中 �� 79086（1番人気）
馬単票数 計 319737 的中 �� 18354（4番人気）
ワイド票数 計 396725 的中 �� 50503（1番人気）�� 13829（8番人気）�� 15800（7番人気）
3連複票数 計 994927 的中 ��� 43924（5番人気）
3連単票数 計1259814 的中 ��� 12238（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．3―47．9―1：00．5―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイモンミラベル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．8．21 小倉4着

2014．1．14生 牝3栗 母 ミ リ ア ム 母母 ウェルカムミレニアム 8戦1勝 賞金 11，450，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ワールドオンライン号の騎手四位洋文は，検査のため小林徹弥に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サダムベッピンサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月31日まで平

地競走に出走できない。

13038 4月30日 晴 良 （29京都3）第4日 第2競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

57 メイショウマトイ 牡3鹿 56 M．デムーロ松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 468＋ 21：54．7 2．1�
45 � ホワイトドラゴン 牡3白 56 川田 将雅窪田 康志氏 �島 一歩 米 Patchen Wilkes

Farm, LLC 500＋ 21：55．44 3．5�
812 マ ン ト ン 牡3黒鹿56 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 462＋161：55．5	 30．2�
33 シンゼンムサシ 牡3黒鹿56 和田 竜二原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 446－ 21：55．6
 17．1�
68 プリンスオブペスカ 牡3鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 466＋ 81：55．92 77．4�
56 サンライズソウマ 牡3青鹿 56

55 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 468－ 21：56．11
 9．5�
813 ハギノシャーウッド 牡3栗 56 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 乾 皆雄 480－ 41：56．3	 19．7	
710 アイファーイチオー 牡3栗 56 C．ルメール 中島 稔氏 橋口 慎介 新ひだか 静内山田牧場 498± 01：56．72
 5．5

11 テイエムファンドル 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 石川 栄一 492－101：56．8
 146．6�
22 メイショウラプター 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 佐藤 陽一 470＋ 21：57．12 20．0�
44 タイキリアリティ 牡3芦 56

53 ▲富田 暁大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 472－ 21：57．95 231．5�

711 シゲルマサイキリン 牡3芦 56
53 ▲三津谷隼人森中 蕃氏 福島 信晴 青森 青南ムラカミ

ファーム 466＋ 21：58．21	 294．2�
69 パワーストライド 牡3栗 56 松山 弘平前原 敏行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 550－141：59．05 156．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，754，300円 複勝： 50，531，300円 枠連： 13，739，200円
馬連： 60，125，600円 馬単： 34，789，000円 ワイド： 36，031，500円
3連複： 79，883，900円 3連単： 124，700，800円 計： 429，555，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 520円 枠 連（4－5） 310円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，140円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 11，870円

票 数

単勝票数 計 297543 的中 � 108720（1番人気）
複勝票数 計 505313 的中 � 231251（1番人気）� 78668（2番人気）� 11000（8番人気）
枠連票数 計 137392 的中 （4－5） 33746（1番人気）
馬連票数 計 601256 的中 �� 125339（1番人気）
馬単票数 計 347890 的中 �� 42535（1番人気）
ワイド票数 計 360315 的中 �� 62811（1番人気）�� 6950（15番人気）�� 4262（19番人気）
3連複票数 計 798839 的中 ��� 15251（11番人気）
3連単票数 計1247008 的中 ��� 7614（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．2―49．7―1：03．0―1：16．1―1：29．3―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウマトイ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．1．17 京都11着

2014．5．11生 牡3鹿 母 メイショウルイーズ 母母 フェアトゥザウインド 6戦1勝 賞金 10，300，000円
〔騎手変更〕 シンゼンムサシ号の騎手四位洋文は，検査のため和田竜二に変更。

第３回 京都競馬 第４日



13039 4月30日 晴 良 （29京都3）第4日 第3競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

612 サクセスエナジー 牡3黒鹿56 和田 竜二髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 516＋ 21：12．8 4．4�
714 ミスターロンリー 牡3鹿 56 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B458－ 21：13．11� 4．8�
816 バルコラベーロ 牡3栗 56 酒井 学 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482－ 41：13．2� 63．5�
59 レッドルドラ 牡3黒鹿56 C．ルメール �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 504－ 4 〃 クビ 6．6�
48 メイショウクジャク 牝3栗 54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 432＋ 21：13．3クビ 8．6	
510 シゲルドラネコ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 444－ 41：13．93� 33．4

23 タガノヴァン 牡3黒鹿56 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454＋ 4 〃 アタマ 20．5�
36 ニシノキャプテン 牡3鹿 56 M．デムーロ西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 474± 01：14．0クビ 3．2�
35 シ ン カ イ 牡3栗 56 幸 英明三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 シンボリ牧場 488－101：14．32 12．0
47 ブ リ ッ ゲ ン 牡3鹿 56 田辺 裕信�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 440－ 21：14．93� 31．1�
12 ビップアンフィル 牝3栗 54 国分 恭介鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 B448－ 21：15．32� 151．8�
11 タキシードネコ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹山下 良子氏 佐藤 正雄 様似 様似共栄牧場 400－ 21：15．51� 159．3�
611 グローリファイ 牝3栗 54 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 21：15．71� 117．6�
24 アイファーチャンス 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 元茂 義一 428＋101：16．02 411．7�
815 コウザンアクティヴ 牝3鹿 54 小林 徹弥山下 良子氏 目野 哲也 熊本 村山 光弘 432－ 61：16．63� 111．6�
713 クレメンティーナ 牝3鹿 54 国分 優作田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 432＋141：20．4大差 273．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，789，000円 複勝： 46，428，200円 枠連： 14，775，900円
馬連： 65，727，500円 馬単： 32，265，400円 ワイド： 43，526，700円
3連複： 97，011，500円 3連単： 121，254，500円 計： 453，778，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 170円 � 860円 枠 連（6－7） 1，270円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 540円 �� 3，350円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 16，060円 3 連 単 ��� 67，620円

票 数

単勝票数 計 327890 的中 � 59269（2番人気）
複勝票数 計 464282 的中 � 73588（3番人気）� 83410（2番人気）� 10048（10番人気）
枠連票数 計 147759 的中 （6－7） 8998（6番人気）
馬連票数 計 657275 的中 �� 36809（5番人気）
馬単票数 計 322654 的中 �� 9808（8番人気）
ワイド票数 計 435267 的中 �� 22388（5番人気）�� 3201（35番人気）�� 3590（32番人気）
3連複票数 計 970115 的中 ��� 4529（51番人気）
3連単票数 計1212545 的中 ��� 1300（220番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．8―12．2―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―35．9―48．1―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．9
3 ・（14，16）（6，15，12）7，8（2，10，9）（3，5）－（1，13）－11＝4 4 14，16（6，12）－8（7，15）9，10（3，5）－（2，1）－（11，13）－4

勝馬の
紹 介

サクセスエナジー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．4．1 阪神6着

2014．4．11生 牡3黒鹿 母 サクセスアイニー 母母 アワーミスレッグス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレメンティーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月30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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キーメンバー号・ダイヤグラム号・ニホンピロオンリー号
（非抽選馬） 2頭 ゼセル号・メイショウカリナン号

13040 4月30日 晴 良 （29京都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

22 ス プ マ ン テ 牡3青鹿56 C．ルメール 石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 478－ 42：02．3 2．8�
44 エアニューゲート 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 506－ 42：02．4� 3．9�
77 サウンドラブリー 牝3芦 54 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 446＋ 82：02．82� 5．3�
55 オーシャンセブン 牡3鹿 56 川田 将雅髙嶋 祐子氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 470 ― 〃 クビ 9．7�
33 ペ ガ ー ズ 牡3鹿 56 横山 典弘 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新冠 ヒカル牧場 476－ 42：02．9クビ 5．4�
66 バリオラージュ 牡3鹿 56 M．デムーロ 	社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 476－ 82：03．53� 8．1

11 ペ イ バ ッ ク 牡3黒鹿56 幸 英明小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 456－ 82：03．6� 35．4�
88 テイエムメガパワー 牡3青鹿 56

53 ▲富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 474－102：05．19 109．6�
89 オンワードミシガン 牡3芦 56 和田 竜二樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B418± 02：07．6大差 112．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，894，100円 複勝： 44，296，200円 枠連： 9，966，400円
馬連： 61，146，000円 馬単： 38，437，700円 ワイド： 37，063，700円
3連複： 79，982，400円 3連単： 163，949，300円 計： 472，735，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（2－4） 540円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 230円 �� 240円 �� 310円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 378941 的中 � 108125（1番人気）
複勝票数 計 442962 的中 � 110481（1番人気）� 93745（2番人気）� 62616（4番人気）
枠連票数 計 99664 的中 （2－4） 14045（1番人気）
馬連票数 計 611460 的中 �� 83458（1番人気）
馬単票数 計 384377 的中 �� 24697（2番人気）
ワイド票数 計 370637 的中 �� 42008（1番人気）�� 40527（2番人気）�� 28193（5番人気）
3連複票数 計 799824 的中 ��� 94695（1番人気）
3連単票数 計1639493 的中 ��� 39581（2番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．8―13．4―12．3―12．8―12．6―11．6―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―37．5―50．9―1：03．2―1：16．0―1：28．6―1：40．2―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F33．7
1
3
・（4，8）7（1，2，6）（5，3）－9・（2，5）（4，6，3）（7，8，1）－9

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

勝馬の
紹 介

ス プ マ ン テ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．11．27 京都11着

2014．2．12生 牡3青鹿 母 タイキオードリー 母母 エ ス カ ニ ア 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走状況〕 テイエムメガパワー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンワードミシガン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月31日まで平地

競走に出走できない。



13041 4月30日 晴 良 （29京都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

33 ラヴィングアンサー 牡3鹿 56 C．ルメール 江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 482－ 21：08．3 2．2�
22 ディープウォーリア 牡3黒鹿56 吉田 隼人中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 444＋ 2 〃 クビ 7．7�
813 コロラトゥーレ 牝3鹿 54 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 450＋161：08．62 9．1�
57 クールファンタジー 牝3黒鹿54 四位 洋文川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 452＋181：08．91� 18．9�
711 イリスファルコン 牝3鹿 54 福永 祐一菅原 広隆氏 安田 隆行 浦河 小島牧場 404－ 61：09．32� 5．3�
710 ティーティクイーン 牝3鹿 54 田辺 裕信ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 460± 01：09．4� 22．1	
69 アンバーミニー 牝3鹿 54 �島 良太 
社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450－ 21：09．5� 92．8�
11 コウエイダリア 牝3黒鹿54 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 480－ 21：09．6� 8．1�
56 ジャンダラリン 牝3鹿 54 高倉 稜岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 466＋ 41：09．7� 34．0
68 ショウサンルヴィア 牝3鹿 54 菱田 裕二鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 454± 01：10．23 222．8�
45 キットダイジョウブ 牝3黒鹿54 松山 弘平小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 416＋ 81：10．3クビ 27．4�
44 ミュークレックス 牡3鹿 56 幸 英明庄司 修二氏 藤沢 則雄 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 428＋ 61：10．51� 91．3�
812 アグネスジュレップ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 444－ 41：11．56 14．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，843，600円 複勝： 46，261，000円 枠連： 17，419，000円
馬連： 77，040，100円 馬単： 37，471，300円 ワイド： 45，459，500円
3連複： 103，353，000円 3連単： 135，924，900円 計： 497，772，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 210円 � 210円 枠 連（2－3） 840円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 390円 �� 410円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 8，420円

票 数

単勝票数 計 348436 的中 � 122424（1番人気）
複勝票数 計 462610 的中 � 135172（1番人気）� 47202（3番人気）� 44870（4番人気）
枠連票数 計 174190 的中 （2－3） 15980（3番人気）
馬連票数 計 770401 的中 �� 63089（3番人気）
馬単票数 計 374713 的中 �� 20066（3番人気）
ワイド票数 計 454595 的中 �� 30935（3番人気）�� 29912（4番人気）�� 8339（16番人気）
3連複票数 計1033530 的中 ��� 30051（5番人気）
3連単票数 計1359249 的中 ��� 11690（12番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．0―11．4―11．5―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．1―45．5―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴィングアンサー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．7．3 中京2着

2014．4．8生 牡3鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 7戦2勝 賞金 22，320，000円
〔制裁〕 ラヴィングアンサー号の騎手C．ルメールは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスジュレップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月31日まで平

地競走に出走できない。

13042 4月30日 晴 良 （29京都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

34 � シゲルオニカマス 牡4鹿 57 和田 竜二森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 532－ 61：25．4 2．1�
713� ショウサングランド 牡4鹿 57 岩田 康誠鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 482－ 21：25．82	 71．4�
815 サ ン キ ュ ー 牡4栗 57 武 豊市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 516－ 41：25．9	 6．7�
610� サトノユニコーン 牡7鹿 57 浜中 俊里見 治氏 橋口 慎介 新ひだか グランド牧場 B488＋ 4 〃 クビ 8．6�
11 ク ラ イ シ ス 牡4鹿 57 M．デムーロ前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 21：26．0クビ 5．7�
46 ハトマークエース 牡5黒鹿57 福永 祐一山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 480± 01：26．21� 13．8	
611 タイセイプレゼンス 牡4黒鹿57 松山 弘平田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 480＋ 21：26．3� 10．0

22 コンクエストシチー 5栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 456＋ 2 〃 クビ 142．1�
47 ファンタサイズ 牡4鹿 57 C．ルメール �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 432－ 21：26．51 9．7
59 ウォーターミリオン 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 444－ 2 〃 クビ 229．3�
712 ペプチドブラッサム 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 408＋ 61：26．71� 166．1�
23 カシノランド 牡5黒鹿57 国分 優作柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 462＋ 41：26．8クビ 47．7�
35 � スーサンブルース 牡4鹿 57

54 ▲川又 賢治田畑 利彦氏 石橋 守 新ひだか 片岡 博 450－261：27．01� 97．8�
58 � オースミマルス 牡4鹿 57 田辺 裕信�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 466＋ 21：27．74 104．1�
814 ディアスプマンテ 牝4栗 55 蛯名 正義 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 442＋ 41：28．34 121．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，415，700円 複勝： 53，984，200円 枠連： 19，813，600円
馬連： 76，347，200円 馬単： 36，616，100円 ワイド： 48，791，500円
3連複： 104，102，200円 3連単： 136，759，200円 計： 514，829，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 980円 � 200円 枠 連（3－7） 4，910円

馬 連 �� 7，630円 馬 単 �� 11，890円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 350円 �� 5，150円

3 連 複 ��� 15，140円 3 連 単 ��� 82，210円

票 数

単勝票数 計 384157 的中 � 140481（1番人気）
複勝票数 計 539842 的中 � 158199（1番人気）� 9000（9番人気）� 66837（4番人気）
枠連票数 計 198136 的中 （3－7） 3126（13番人気）
馬連票数 計 763472 的中 �� 7747（23番人気）
馬単票数 計 366161 的中 �� 2308（40番人気）
ワイド票数 計 487915 的中 �� 5181（23番人気）�� 40308（3番人気）�� 2240（37番人気）
3連複票数 計1041022 的中 ��� 5155（43番人気）
3連単票数 計1367592 的中 ��� 1206（242番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―36．2―48．7―1：01．2―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シゲルオニカマス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 テイエムオペラオー

2013．3．24生 牡4鹿 母 トップアクトレス 母母 トップジョリー 11戦1勝 賞金 18，830，000円
初出走 JRA



13043 4月30日 晴 良 （29京都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

44 ウインカートゥーン 牡4黒鹿57 C．ルメール�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 82：25．0 2．6�
78 ドルフィンマーク �4黒鹿57 岩田 康誠大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B506－ 22：25．21	 4．2�
22 ヴァーサトル 牡5黒鹿57 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 504＋ 42：25．51
 3．9�
810 ディスピュート 牡4鹿 57 蛯名 正義畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 430＋ 42：25．71	 31．0�
89 フォースフィールド 牡5黒鹿 57

54 ▲三津谷隼人岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 436－10 〃 クビ 68．9�
77 エイシンキスミー 牝4鹿 55 酒井 学�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 490± 0 〃 アタマ 31．1	
11 リッチガール 牝5栗 55

52 ▲富田 暁吉田 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 486＋ 82：25．8
 24．5


66 ノーブルソニック 牝5黒鹿55 松山 弘平 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480＋182：25．9� 20．9�
55 マハロチケット 牡6鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 482－ 82：26．75 10．5
33 ナムラヘイハチロー 牡4鹿 57 幸 英明奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 456－ 6 （競走中止） 8．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，662，800円 複勝： 34，115，700円 枠連： 12，608，700円
馬連： 65，230，600円 馬単： 34，558，400円 ワイド： 36，046，900円
3連複： 86，477，600円 3連単： 144，102，800円 計： 443，803，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連（4－7） 470円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 210円 �� 220円 �� 280円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，020円

票 数

単勝票数 計 306628 的中 � 93366（1番人気）
複勝票数 計 341157 的中 � 80021（1番人気）� 65540（2番人気）� 58762（3番人気）
枠連票数 計 126087 的中 （4－7） 20676（1番人気）
馬連票数 計 652306 的中 �� 101065（1番人気）
馬単票数 計 345584 的中 �� 32498（1番人気）
ワイド票数 計 360469 的中 �� 46611（1番人気）�� 42983（2番人気）�� 30369（3番人気）
3連複票数 計 864776 的中 ��� 121514（1番人気）
3連単票数 計1441028 的中 ��� 51545（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．4―12．7―12．6―12．2―12．5―12．3―11．9―11．6―11．8―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�
12．6―24．1―35．5―48．2―1：00．8―1：13．0―1：25．5―1：37．8―1：49．7―2：01．3―2：13．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインカートゥーン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2016．1．24 中京3着

2013．3．25生 牡4黒鹿 母 カートゥーン 母母 カリカチユーラ 11戦1勝 賞金 13，220，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔競走中止〕 ナムラヘイハチロー号は，競走中に疾病〔左第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

13044 4月30日 晴 良 （29京都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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

12 レッドリーガル 牡5鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B488＋101：20．0 14．1�
59 プルメリアスター 牝5鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444± 01：20．1� 28．9�
47 ビットレート 牝5栗 55 M．デムーロ �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462＋ 6 〃 アタマ 3．5�
35 キアロスクーロ 	4黒鹿57 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498＋ 4 〃 ハナ 5．9�
48 ラッフォルツァート 牝5鹿 55 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 41：20．41� 31．5	
23 サフランハート 牡4鹿 57 武 豊海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 442＋ 41：20．5� 5．7

11 ダノンシーザー 牡5鹿 57 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 474－ 21：20．6
 4．6�
611 メイショウシャチ 牡4鹿 57 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 468－ 41：20．7クビ 24．7�
815 ウェーブヒーロー 牡4鹿 57 和田 竜二万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 494－ 21：20．8� 8．8
510 アドマイヤスカイ 牡5青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：20．9
 98．2�
36 ブレイズガール 牝4鹿 55 幸 英明岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B492＋ 4 〃 クビ 92．1�
713 ナムラアッパー 牡6鹿 57 酒井 学奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 426＋ 21：21．0
 65．5�
816 ノーブルルージュ 牝5黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 456＋ 41：21．1� 56．2�
612 キッズライトオン 牡5栗 57 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 61：21．2クビ 45．7�
24 ヤマカツボーイ 牡5黒鹿57 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 458＋ 2 〃 クビ 35．9�
714 タガノガジュマル 牡4黒鹿57 松山 弘平八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 428－ 21：21．52 50．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，837，100円 複勝： 69，942，500円 枠連： 25，471，100円
馬連： 104，657，800円 馬単： 43，373，600円 ワイド： 64，831，200円
3連複： 153，709，400円 3連単： 176，432，200円 計： 680，254，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 500円 � 830円 � 170円 枠 連（1－5） 4，090円

馬 連 �� 22，790円 馬 単 �� 41，330円

ワ イ ド �� 6，490円 �� 1，210円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 19，360円 3 連 単 ��� 168，520円

票 数

単勝票数 計 418371 的中 � 23654（6番人気）
複勝票数 計 699425 的中 � 32330（6番人気）� 18059（10番人気）� 137198（1番人気）
枠連票数 計 254711 的中 （1－5） 4818（16番人気）
馬連票数 計1046578 的中 �� 3558（55番人気）
馬単票数 計 433736 的中 �� 787（104番人気）
ワイド票数 計 648312 的中 �� 2504（60番人気）�� 14084（11番人気）�� 9936（14番人気）
3連複票数 計1537094 的中 ��� 5952（60番人気）
3連単票数 計1764322 的中 ��� 759（484番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．1―45．9―56．7―1：08．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．1
3 2－9（1，7，11）－（3，15）5，8（6，13）16，4，12，10，14 4 2－9，11，7（1，15）（3，5）8－13，6，16－4（10，12）－14

勝馬の
紹 介

レッドリーガル �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Darshaan デビュー 2015．1．18 京都6着

2012．3．4生 牡5鹿 母 ショウダウン 母母 Last Second 12戦3勝 賞金 33，314，000円
〔その他〕 プルメリアスター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 プルメリアスター号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年5月31日まで出走できない。



13045 4月30日 晴 良 （29京都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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

11 エ マ ノ ン 牝4黒鹿55 松山 弘平丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 494± 01：46．4 45．7�
711 ペプチドサプル 牝4黒鹿55 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 460－ 2 〃 クビ 5．8�
814 メイショウタチマチ 牝4鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 484－ 2 〃 ハナ 9．0�
22 パーシーズベスト 牝4黒鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460－ 41：46．61 3．5�
34 ウインミレーユ 牝4黒鹿55 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 438－ 61：46．7� 66．6	
58 バイナリーコード 牝5栗 55 川田 将雅 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 480＋ 41：46．8� 18．1

45 アプリコットベリー 牝5青鹿55 浜中 俊 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 404＋ 21：46．9クビ 32．1�
610 アッフィラート 牝4鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 61：47．21� 4．7�
33 クリノサンスーシ 牝4鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 444＋ 6 〃 クビ 26．5
69 ラ ル ク 牝4鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：47．3� 3．9�
46 アルケミスト 牝4鹿 55 勝浦 正樹�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 432－ 21：47．4� 46．8�
57 マルーンドロップ 牝6栗 55 田辺 裕信 �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 466－ 21：47．61� 39．7�
813 マイネボニータ 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 新冠 コスモヴューファーム 428± 01：48．55 181．5�
712 ショウナンマシェリ 牝4鹿 55 岩田 康誠�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 462－ 2 〃 ハナ 123．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，014，200円 複勝： 59，884，000円 枠連： 28，356，300円
馬連： 121，773，400円 馬単： 52，209，500円 ワイド： 62，495，900円
3連複： 158，025，200円 3連単： 209，403，100円 計： 738，161，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，570円 複 勝 � 780円 � 220円 � 270円 枠 連（1－7） 13，450円

馬 連 �� 13，470円 馬 単 �� 31，880円

ワ イ ド �� 3，460円 �� 5，060円 �� 870円

3 連 複 ��� 31，670円 3 連 単 ��� 307，940円

票 数

単勝票数 計 460142 的中 � 8053（10番人気）
複勝票数 計 598840 的中 � 16745（10番人気）� 81300（4番人気）� 59919（5番人気）
枠連票数 計 283563 的中 （1－7） 1633（25番人気）
馬連票数 計1217734 的中 �� 7003（37番人気）
馬単票数 計 522095 的中 �� 1228（78番人気）
ワイド票数 計 624959 的中 �� 4563（36番人気）�� 3094（43番人気）�� 19366（10番人気）
3連複票数 計1580252 的中 ��� 3742（92番人気）
3連単票数 計2094031 的中 ��� 493（699番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．2―47．6―1：00．2―1：12．1―1：23．5―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ マ ノ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2015．11．15 京都6着

2013．3．9生 牝4黒鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 12戦3勝 賞金 31，865，000円

13046 4月30日 晴 良 （29京都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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

815 マイネルバールマン 牡3芦 56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 496＋ 61：25．6 27．3�

47 ブルベアバブーン 牡3栗 56 酒井 学 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 中本牧場 492－121：25．81� 116．8�
11 シゲルベンガルトラ 牡3栗 56 武 豊森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 442± 0 〃 クビ 8．8�
12 グッドヒューマー 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 474＋ 81：25．9クビ 9．7�
816	 スーパーモリオン 牡3青鹿56 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 502＋181：26．0
 27．7�
510 ローズプリンスダム 牡3青鹿56 浜中 俊岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 458± 01：26．1� 39．1	
714 ネコワールド 牡3鹿 56 福永 祐一桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 新井 弘幸 506＋ 4 〃 ハナ 27．1

48 セイカチトセ 牡3黒鹿56 岩田 康誠久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B474－ 4 〃 アタマ 35．8�
36 メイショウラケーテ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 460－ 2 〃 アタマ 6．1
611 サザンボルケーノ 牡3栗 56 和田 竜二南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 482－ 21：26．2
 46．8�
23 ハ ッ ト ラ ブ 牝3鹿 54 菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 452－161：26．3クビ 55．2�
35 タガノカトレア 牝3鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 424＋ 2 〃 ハナ 3．5�
59 	 マテラスカイ 牡3栗 56 川又 賢治大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch

Bages LTD 504－ 61：26．51� 17．0�
612 ウ ラ ガ ー ノ 牝3青鹿54 M．デムーロ藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 506－ 81：26．71� 4．4�
713 ラッシュアウト 牡3黒鹿56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 440－ 21：26．8� 28．1�
24 スターカットダイヤ 牡3栗 56 川田 将雅小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 452－ 41：27．54 16．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，212，300円 複勝： 98，786，600円 枠連： 56，302，600円
馬連： 204，135，000円 馬単： 81，799，200円 ワイド： 104，781，400円
3連複： 289，408，300円 3連単： 377，252，000円 計： 1，282，677，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，730円 複 勝 � 880円 � 3，270円 � 280円 枠 連（4－8） 17，990円

馬 連 �� 187，440円 馬 単 �� 296，370円

ワ イ ド �� 51，050円 �� 3，850円 �� 12，460円

3 連 複 ��� 436，730円 3 連 単 ��� 2，681，440円

票 数

単勝票数 計 702123 的中 � 20547（9番人気）
複勝票数 計 987866 的中 � 27819（11番人気）� 7025（16番人気）� 110901（4番人気）
枠連票数 計 563026 的中 （4－8） 2425（31番人気）
馬連票数 計2041350 的中 �� 844（118番人気）
馬単票数 計 817992 的中 �� 207（233番人気）
ワイド票数 計1047814 的中 �� 526（120番人気）�� 7097（44番人気）�� 2164（92番人気）
3連複票数 計2894083 的中 ��� 497（465番人気）
3連単票数 計3772520 的中 ��� 102（2724番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―12．4―12．9―13．0―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．3―35．7―48．6―1：01．6―1：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．0
3 ・（14，6）10（5，11，16）（3，4，15）（2，13）12（9，7）1－8 4 ・（14，6）10（5，11，16）（4，15）（3，2，13）（12，1）（9，7）8

勝馬の
紹 介

マイネルバールマン �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．6．4 東京1着

2014．4．25生 牡3芦 母 クリスビーナス 母母 プレイリースカイ 10戦3勝 賞金 57，597，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 メイショウラケーテ号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10

番・2番・4番）

２レース目



13047 4月30日 晴 良 （29京都3）第4日 第11競走 ��
��3，200�第155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 3，654，000円 1，044，000円 522，000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

23 キタサンブラック 牡5鹿 58 武 豊�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 536－ 43：12．5レコード 2．2�
36 シュヴァルグラン 牡5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－ 63：12．71� 12．0�
815 サトノダイヤモンド 牡4鹿 58 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 クビ 2．5�
510 アドマイヤデウス 牡6栗 58 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 490＋ 43：12．8クビ 100．0�
47 ア ル バ ー ト 牡6栗 58 川田 将雅林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480＋ 23：13．33 22．4�
59 ディーマジェスティ 牡4鹿 58 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 486－ 23：13．51	 35．8	
612 ゴールドアクター 牡6青鹿58 横山 典弘居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 494－ 43：13．6
 20．7

713 トーセンバジル 牡5黒鹿58 四位 洋文島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480－ 23：13．7クビ 79．6�
11 シ ャ ケ ト ラ 牡4青鹿58 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 クビ 9．9�
35 ファタモルガーナ �9鹿 58 浜中 俊 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 494＋ 23：13．8	 219．1�
714 ワンアンドオンリー 牡6黒鹿58 和田 竜二ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496± 03：14．12 113．9�
816 レインボーライン 牡4鹿 58 M．デムーロ三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 442－ 63：14．31� 23．2�
48 タマモベストプレイ 牡7栗 58 吉田 隼人タマモ 南井 克巳 浦河 信成牧場 488－ 23：15．15 211．5�
24 スピリッツミノル 牡5栗 58 幸 英明吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 498± 03：15．2	 221．1�
817 ヤマカツライデン 牡5黒鹿58 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 532＋ 83：15．73 134．2�
611 プロレタリアト 牝6鹿 56 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B434－ 43：15．91� 326．8�
12 ラブラドライト �8鹿 58 酒井 学吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B492＋163：16．21	 167．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 1，093，950，800円 複勝： 824，831，600円 枠連： 618，011，500円 馬連： 2，720，501，300円 馬単： 1，594，930，100円
ワイド： 1，096，571，600円 3連複： 4，164，516，000円 3連単：10，096，040，100円 5重勝： 644，149，700円 計： 22，853，502，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 110円 枠 連（2－3） 1，090円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 260円 �� 140円 �� 350円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 3，780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����� 32，207，480円

票 数

単勝票数 計10939508 的中 � 3881165（1番人気）
複勝票数 計8248316 的中 � 2932383（1番人気）� 733307（3番人気）� 2126066（2番人気）
枠連票数 計6180115 的中 （2－3） 437998（3番人気）
馬連票数 計27205013 的中 �� 2022125（2番人気）
馬単票数 計15949301 的中 �� 834075（3番人気）
ワイド票数 計10965716 的中 �� 956333（2番人気）�� 2600965（1番人気）�� 639197（3番人気）
3連複票数 計41645160 的中 ���5038220（1番人気）
3連単票数 計100960401 的中 ���1935345（5番人気）
5重勝票数 計6441497 的中 ����� 14

ハロンタイム 12．9―11．5―11．2―11．3―11．4―11．6―11．6―13．0―12．5―12．7―12．6―12．5―12．2―11．6―11．7―12．2

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�
12．9―24．4―35．6―46．9―58．3―1：09．9―1：21．5―1：34．5―1：47．0―1：59．7―2：12．3―2：24．8

2，600� 2，800� 3，000�
―2：37．0―2：48．6―3：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．7―3F35．5
1
�

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

2
�

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

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5鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 16戦10勝 賞金 1，344，139，000円
〔制裁〕 シュヴァルグラン号の騎手福永祐一は，2周目4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番）

13048 4月30日 晴 良 （29京都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

612 イーデンホール 牡5栗 57 M．デムーロ�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 498＋ 41：24．4 7．1�
611 カネトシビバーチェ 牝6鹿 55 岩田 康誠兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 458－ 4 〃 クビ 19．7�
713 ヒロブレイブ 牡4鹿 57 �島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 472－ 41：24．5	 20．7�
36 ラインシュナイダー 牡5鹿 57 武 豊大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 476＋ 41：24．6クビ 3．3�
714 ビナイーグル 牡4鹿 57 和田 竜二井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 490± 01：24．7
 65．9�
59 ゴールドスーク 牡6栗 57 四位 洋文 	サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 504－ 81：24．8
 66．8

816 ゲマインシャフト 牡7鹿 57 池添 謙一丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 504± 01：24．9クビ 101．4�
510 ダノンフェイス 牡4黒鹿57 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 536＋ 6 〃 クビ 3．7�
35 � サンライズネオ 牡7黒鹿57 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 480－ 41：25．0クビ 143．5
12 � エイシンラナウェー 牡6栗 57 蛯名 正義�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn

Farm, Inc. 478－ 61：25．21 24．2�
815 ミスズスター 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 458± 0 〃 ハナ 12．1�
23 タイセイエクレール 牡4鹿 57 田辺 裕信田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 512－ 41：25．3
 6．7�
48 クリノリーソクツモ 牝5鹿 55 松山 弘平栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 444± 01：25．51 25．3�
47 センターピース 牡5栗 57 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 464－ 61：26．03 16．1�
24 ヴ ァ ー ノ ン 牡6栗 57 杉原 誠人	日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 508－ 61：26．21 160．1�
11 � エルフィンコーブ 牝4鹿 55 川田 将雅吉田 和子氏 池添 学 米

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

504－ 61：27．05 36．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 111，261，300円 複勝： 148，856，800円 枠連： 72，873，000円
馬連： 294，997，500円 馬単： 122，517，100円 ワイド： 161，891，600円
3連複： 411，337，000円 3連単： 584，824，300円 計： 1，908，558，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 300円 � 420円 � 450円 枠 連（6－6） 8，200円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 11，850円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 2，690円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 29，660円 3 連 単 ��� 142，130円

票 数

単勝票数 計1112613 的中 � 124168（4番人気）
複勝票数 計1488568 的中 � 138419（4番人気）� 90422（6番人気）� 83322（8番人気）
枠連票数 計 728730 的中 （6－6） 6880（29番人気）
馬連票数 計2949975 的中 �� 30650（27番人気）
馬単票数 計1225171 的中 �� 7748（41番人気）
ワイド票数 計1618916 的中 �� 18193（25番人気）�� 15467（30番人気）�� 16058（29番人気）
3連複票数 計4113370 的中 ��� 10398（93番人気）
3連単票数 計5848243 的中 ��� 2983（434番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．5―47．7―59．8―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．7
3 ・（4，6）（2，7）（8，10）11（1，9）（3，15）（5，12）（14，16）－13 4 ・（4，6）（2，7，10）（8，11）9（3，15，12）（1，5，14）16，13

勝馬の
紹 介

イーデンホール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．8．10 札幌4着

2012．2．27生 牡5栗 母 シーリーコート 母母 シ ー リ ー ル 19戦5勝 賞金 66，941，000円
※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 コスタアレグレ号

５レース目



（29京都3）第4日 4月30日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

492，440，000円
2，530，000円
18，800，000円
7，220，000円
61，770，000円
70，877，000円
5，075，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
1，597，891，400円
1，517，983，800円
903，062，600円
3，912，385，100円
2，140，941，100円
1，777，164，000円
5，827，299，200円
12，396，624，600円
644，149，700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 30，717，501，500円

総入場人員 77，786名 （有料入場人員 75，337名）
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