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13025 4月30日 晴 重 （28京都3）第3日 第1競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

611 ア グ ネ ッ タ 牝3鹿 54 小牧 太菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B460－ 41：53．7 5．1�
816 ティーゲット 牝3栗 54

52 △義 英真深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 472＋ 2 〃 クビ 12．1�
510 エ ア シ ョ ウ 牝3黒鹿54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 01：54．02 14．9�
714 エルパンドール 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政難波 経雄氏 南井 克巳 新冠 ハシモトフアーム 468± 01：54．1� 57．1�
11 リベリーターン 牝3鹿 54 和田 竜二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 480± 01：54．2� 13．8�
35 フレグラントブレス 牝3芦 54 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460－ 21：54．3クビ 1．9	
612 タガノボワテュール 牝3栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 高橋 亮 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430－ 61：55．25 40．6

713 ベ ル ク リ ア 牝3芦 54 福永 祐一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 468＋161：55．3� 4．2�
815 ホッコーパフューム 牝3鹿 54 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 464＋ 21：55．62 53．9�
48 スリーアリアン 牝3鹿 54 古川 吉洋永井商事 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 446＋ 61：55．91� 280．4�
36 フェアウェルローズ 牝3栗 54 国分 恭介吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 452－ 61：56．64 161．9�
23 ゴールデンビューチ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 446－ 21：57．23� 204．4�
24 ジョープレシャス 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居 忠吉 476± 01：58．26 451．6�
12 ペプチドヴィーナス 牝3黒鹿54 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 458－ 21：58．73 507．0�
47 メイショウシッポウ 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 434＋ 82：02．0大差 242．8�
59 ファーマステラ 牝3黒鹿54 幸 英明中西 功氏 加藤 敬二 日高 増尾牧場 420－ 6 （競走中止） 253．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，768，200円 複勝： 41，224，700円 枠連： 12，654，800円
馬連： 51，988，200円 馬単： 33，030，700円 ワイド： 32，208，600円
3連複： 77，908，900円 3連単： 116，334，400円 計： 389，118，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 380円 � 480円 枠 連（6－8） 1，810円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，140円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 10，190円 3 連 単 ��� 45，150円

票 数

単勝票数 計 237682 的中 � 36807（3番人気）
複勝票数 計 412247 的中 � 59491（3番人気）� 26651（5番人気）� 20319（6番人気）
枠連票数 計 126548 的中 （6－8） 5400（8番人気）
馬連票数 計 519882 的中 �� 14992（11番人気）
馬単票数 計 330307 的中 �� 5556（16番人気）
ワイド票数 計 322086 的中 �� 10668（9番人気）�� 7254（12番人気）�� 4161（18番人気）
3連複票数 計 779089 的中 ��� 5733（29番人気）
3連単票数 計1163344 的中 ��� 1868（121番人気）

ハロンタイム 12．1―11．6―13．6―12．9―12．8―12．6―12．4―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．7―37．3―50．2―1：03．0―1：15．6―1：28．0―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア グ ネ ッ タ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．19 阪神3着

2013．4．14生 牝3鹿 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード 8戦1勝 賞金 12，100，000円
〔競走中止〕 ファーマステラ号は，競走中に疾病〔右肩甲骨複骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウシッポウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月31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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 タイセイフラム号・ヌンダーウ号・メイショウアケボノ号・ローマンカモミール号

13026 4月30日 晴 重 （28京都3）第3日 第2競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

23 ランドハイパワー 牡3鹿 56 太宰 啓介木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 482＋ 41：25．4 27．9�
611 ケ イ マ 牡3鹿 56 国分 恭介石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 472 ―1：25．5� 29．8�
816 メイショウユメマル 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 和子氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 498－ 81：25．6� 10．0�
713 ピッツバーグ 牡3鹿 56 武 豊�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 492－ 2 〃 ハナ 1．8�
714 オースミマルス 牡3鹿 56 秋山真一郎�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 456－ 4 〃 クビ 32．3�
35 シゲルメジロザメ 牝3鹿 54 川田 将雅森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 446± 01：25．7クビ 6．1	
11 コウザンベル 牡3青鹿56 酒井 学山下 良子氏 湯窪 幸雄 新ひだか 沖田 忠幸 472＋ 41：26．33� 39．5

48 ア ン カ ー 牡3青 56 和田 竜二吉岡 泰治氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 476－101：26．4� 90．8�
815 タガノキングパワー 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 41：26．61� 19．0�
612 テイエムマンカイ 牡3黒鹿56 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 532－ 61：26．7クビ 5．0
12 セフティバレンチノ 牡3黒鹿56 松若 風馬池田 實氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 464－ 81：26．91� 23．6�
510 アレルキナーダ 牝3鹿 54 岩田 康誠服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 494＋ 31：27．85 257．9�
24 ビットレーニア 牡3鹿 56

54 △城戸 義政礒川 正明氏 斉藤 崇史 新ひだか タガミファーム 478± 0 〃 アタマ 359．0�
36 ケンブリッジヌーサ 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 486－101：28．11� 173．7�

59 バナーワーク 牡3栗 56 佐藤 友則吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム B444－ 41：28．52� 461．0�
（笠松）

47 マリノトップレディ 牝3栗 54
51 ▲三津谷隼人�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 456－101：28．82 482．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，183，700円 複勝： 43，027，800円 枠連： 15，010，400円
馬連： 60，111，500円 馬単： 35，485，000円 ワイド： 35，783，500円
3連複： 81，080，800円 3連単： 124，386，100円 計： 423，068，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，790円 複 勝 � 720円 � 900円 � 570円 枠 連（2－6） 8，200円

馬 連 �� 51，020円 馬 単 �� 104，770円

ワ イ ド �� 9，370円 �� 3，110円 �� 4，930円

3 連 複 ��� 136，340円 3 連 単 ��� 733，170円

票 数

単勝票数 計 281837 的中 � 8077（7番人気）
複勝票数 計 430278 的中 � 15726（7番人気）� 12309（10番人気）� 20448（5番人気）
枠連票数 計 150104 的中 （2－6） 1417（17番人気）
馬連票数 計 601115 的中 �� 913（52番人気）
馬単票数 計 354850 的中 �� 254（106番人気）
ワイド票数 計 357835 的中 �� 978（47番人気）�� 2996（29番人気）�� 1871（39番人気）
3連複票数 計 810808 的中 ��� 446（146番人気）
3連単票数 計1243861 的中 ��� 123（801番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―23．2―34．9―47．2―59．8―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランドハイパワー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2015．8．2 小倉3着

2013．2．16生 牡3鹿 母 ホーマンキュート 母母 ホーマンレッド 9戦1勝 賞金 9，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時40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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ソル号
（非抽選馬） 3頭 クールヤシャマル号・スリーバゴ号・ロードセレリティ号
※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３日



13027 4月30日 晴 良 （28京都3）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

510 エッジースタイル 牝3栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 452± 01：47．1 3．6�
715 センショウレイナ 牝3鹿 54 武 豊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 464－ 21：47．31� 17．3�
817 アッフィラート 牝3鹿 54 松若 風馬 �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 422 ― 〃 ハナ 6．7�
48 サトノオニキス 牝3黒鹿54 川島 信二里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 418－ 4 〃 アタマ 3．8�
713 タガノガンチャン 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 21：47．51� 5．9�
714 ウ ル ド 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 410＋ 2 〃 クビ 24．2	
23 ア ル ビ オ ン 牝3芦 54 松田 大作
野 智博氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 406＋ 21：48．24 20．5�
612 クリノヴェルサイユ 牝3鹿 54

52 △義 英真栗本 博晴氏 荒川 義之 様似 様似渡辺牧場 426－16 〃 アタマ 122．9�
611 プレイフォーユー 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也堀 祥子氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 476－ 8 〃 ハナ 74．4
47 アドマイヤヒナタ 牝3鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 396 ―1：48．94 32．2�
59 ガラスダマノピアス 牝3鹿 54 松山 弘平副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 454－ 61：49．11� 38．3�
12 ハイリマイリ 牝3栗 54 酒井 学守内ひろ子氏 飯田 雄三 浦河 笠松牧場 454＋ 81：49．2� 362．3�
816 エスニックジュエル 牝3黒鹿54 佐藤 友則金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 日高 日高大洋牧場 450± 01：49．41� 288．4�
（笠松）

36 シャレードスマイル 牝3栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 424－ 61：49．61� 8．2�
818 マクスウェル 牝3栗 54

52 △城戸 義政 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 402－ 8 〃 ハナ 38．1�
35 トキノディライト 牝3黒鹿54 太宰 啓介田中 準市氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B490＋ 21：49．92 68．9�
24 プリマーベル 牝3鹿 54 国分 優作飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 430－ 21：50．21� 467．2�
11 エイシンイヒラニ 牝3芦 54 小牧 太�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 442＋121：50．62� 281．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，218，600円 複勝： 46，738，600円 枠連： 18，077，000円
馬連： 58，492，800円 馬単： 30，373，200円 ワイド： 37，747，200円
3連複： 82，874，100円 3連単： 98，398，900円 計： 399，920，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 350円 � 230円 枠 連（5－7） 630円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 670円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 33，760円

票 数

単勝票数 計 272186 的中 � 59888（1番人気）
複勝票数 計 467386 的中 � 99654（1番人気）� 27994（6番人気）� 49260（4番人気）
枠連票数 計 180770 的中 （5－7） 22190（1番人気）
馬連票数 計 584928 的中 �� 16116（10番人気）
馬単票数 計 303732 的中 �� 5105（17番人気）
ワイド票数 計 377472 的中 �� 8857（11番人気）�� 15123（5番人気）�� 3389（30番人気）
3連複票数 計 828741 的中 ��� 9690（18番人気）
3連単票数 計 983989 的中 ��� 2113（90番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．3―11．9―12．4―12．3―12．2―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―34．9―46．8―59．2―1：11．5―1：23．7―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エッジースタイル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．12．20 阪神3着

2013．1．31生 牝3栗 母 ランズエッジ 母母 ウインドインハーヘア 4戦1勝 賞金 8，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時10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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウケンプウ号
※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。

13028 4月30日 晴 良 （28京都3）第3日 第4競走 ��
��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

47 スマートシモーヌ 牝3鹿 54 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 日高 戸川牧場 418－ 61：22．0 15．1�
611� スペードクイーン 牝3栗 54 佐藤 友則吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 454－10 〃 アタマ 6．1�
（笠松）

11 ソ ラ ー レ 牝3青鹿54 酒井 学阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 468＋121：22．21� 213．7�
48 マ リ エ ラ 牡3鹿 56 川田 将雅栗山 良子氏 	島 一歩 日高 新井 昭二 520± 0 〃 クビ 2．8�
818 ツースターク 牝3鹿 54 国分 恭介宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 沖田牧場 436－ 41：22．3クビ 12．7�
714 グルーヴィタイム 牡3鹿 56 松若 風馬 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 424＋ 4 〃 クビ 74．7	
36 サダムノンノ 牝3鹿 54 松山 弘平大西 定氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 428＋ 81：22．4
 65．1

816 ティーソフィア 牡3鹿 56 和田 竜二深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 正和山本牧場 452 ―1：22．5� 166．6�
612� ベリースコール �3黒鹿56 国分 優作田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck

Benillouche 480± 01：22．6� 148．2�
23 � タランテュー 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 仏 Mme Danielle

de la Heronniere 464＋ 8 〃 アタマ 14．4�
817 ヒルノサルバドール 牡3栗 56 古川 吉洋ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 444－ 4 〃 ハナ 28．6�
24 ハトマークレディ 牝3鹿 54 幸 英明山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 400＋ 21：22．7クビ 35．4�
715 イージーゴー 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也谷水 雄三氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B472－18 〃 クビ 24．4�
510 メイショウルルド 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 500－ 81：23．01� 242．7�
12 ヴィクトリアマンボ 牝3青鹿54 武 豊 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 450＋ 21：23．21� 5．6�
59 ナムラルーシー 牝3鹿 54 松田 大作奈村 睦弘氏 中村 均 浦河 谷川牧場 470－ 81：23．3
 118．0�
35 テイエムダグラス 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム B502－ 21：23．83 8．4�
713 ザマーチャン 牝3鹿 54 福永 祐一戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 448 ―1：24．0
 16．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，733，900円 複勝： 38，385，100円 枠連： 15，662，300円
馬連： 49，610，200円 馬単： 25，515，400円 ワイド： 30，866，400円
3連複： 65，579，300円 3連単： 82，105，800円 計： 333，458，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 410円 � 250円 � 6，730円 枠 連（4－6） 710円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 7，740円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 38，680円 �� 24，910円

3 連 複 ��� 321，460円 3 連 単 ��� 1，653，510円

票 数

単勝票数 計 257339 的中 � 13561（7番人気）
複勝票数 計 383851 的中 � 24940（6番人気）� 46207（3番人気）� 1248（18番人気）
枠連票数 計 156623 的中 （4－6） 17056（1番人気）
馬連票数 計 496102 的中 �� 10841（12番人気）
馬単票数 計 255154 的中 �� 2470（26番人気）
ワイド票数 計 308664 的中 �� 6241（12番人気）�� 202（121番人気）�� 314（110番人気）
3連複票数 計 655793 的中 ��� 153（393番人気）
3連単票数 計 821058 的中 ��� 36（2152番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．6―46．1―57．7―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートシモーヌ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2015．9．12 阪神8着

2013．3．8生 牝3鹿 母 ティファイファイ 母母 メジロティファニー 6戦1勝 賞金 6，250，000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。
（非抽選馬） 2頭 インテグリティー号・サマンサ号
※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。



13029 4月30日 晴 良 （28京都3）第3日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時25分 （芝・右・外）

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

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

35 ジャジャウマガール 牝3鹿 54 岩田 康誠廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 454＋ 62：13．7 2．5�
11 ナリタエイト 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 458－ 42：14．44 3．6�
611 ハイドロフォイル 牡3鹿 56 小牧 太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B482－142：14．72 7．4�
36 シゲルクルマダイ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 市川フアーム 446－ 42：15．01� 7．7�
24 マテンロウバッハ 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 480－ 82：15．21� 8．8	
12 エイシンシルダリア 牝3栗 54 松山 弘平�栄進堂 川村 禎彦 浦河 小島牧場 436＋102：15．41� 25．3

510 デ ィ モ ン ド 牡3芦 56 幸 英明大八木信行氏 谷 潔 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－ 42：15．5� 75．7�
612 イメージング 牝3鹿 54 古川 吉洋�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 460－ 62：15．71 320．8�
815 ネコハーバー 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 クビ 43．0
714 クレッシェレ 牡3黒鹿 56

54 △義 英真布施 光章氏 本田 優 むかわ 上水牧場 462＋ 22：16．33� 90．5�
23 トロピカルストーム �3黒鹿56 佐藤 友則吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 42：16．62 20．7�
（笠松）

48 マジックダイオウ 牡3栗 56 和田 竜二�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 458＋ 22：16．81� 131．0�
47 ア ラ シ 牡3鹿 56 小林 徹弥國立 治氏 山内 研二 日高 三城牧場 446± 02：16．9クビ 123．7�
816 ダノンワールド 牡3鹿 56 藤岡 佑介�ダノックス 矢作 芳人 日高 森永牧場 508± 02：17．43 162．0�
713 レッドカムラッド 牡3鹿 56 松若 風馬 �東京ホースレーシング 橋田 満 浦河 杵臼牧場 492＋ 42：20．3大差 22．3�
59 ヨドノセンチュリー 牡3栗 56 田中 健海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 538 ―2：25．1大差 173．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，180，200円 複勝： 31，632，800円 枠連： 16，510，300円
馬連： 52，655，100円 馬単： 28，603，900円 ワイド： 29，741，900円
3連複： 67，602，700円 3連単： 94，145，400円 計： 343，072，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 180円 枠 連（1－3） 340円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 230円 �� 450円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 221802 的中 � 69633（1番人気）
複勝票数 計 316328 的中 � 83776（1番人気）� 57657（2番人気）� 34457（4番人気）
枠連票数 計 165103 的中 （1－3） 37015（1番人気）
馬連票数 計 526551 的中 �� 98160（1番人気）
馬単票数 計 286039 的中 �� 27431（1番人気）
ワイド票数 計 297419 的中 �� 37002（1番人気）�� 15898（5番人気）�� 13054（7番人気）
3連複票数 計 676027 的中 ��� 44269（3番人気）
3連単票数 計 941454 的中 ��� 18827（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．3―35．5―48．0―1：00．5―1：13．8―1：26．4―1：38．5―1：50．7―2：01．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャジャウマガール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2016．1．10 京都5着

2013．3．8生 牝3鹿 母 マーズプリンセス 母母 ディアーミミ 6戦1勝 賞金 8，850，000円
〔制裁〕 レッドカムラッド号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドカムラッド号・ヨドノセンチュリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

5月31日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13030 4月30日 晴 稍重 （28京都3）第3日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

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 7，200，000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

24 レッドウィズダム 牡3鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 494－ 21：24．6 6．0�
11 ヒロブレイブ 牡3鹿 56

54 △義 英真石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 464－ 21：24．92 93．2�
59 レッドヴェルサス 牡3鹿 56 松山 弘平 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B502± 01：25．0� 16．2�
815 メイショウノボサン 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 462－ 6 〃 ハナ 45．2�
510 ブラックジョー �3青鹿56 和田 竜二山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 472± 01：25．42� 32．9�
713 コパノリスボン 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 502± 01：25．5クビ 91．7	
23 ダンツペンダント 牝3黒鹿54 古川 吉洋山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 506－ 21：25．71	 140．2

816 メイショウトキン 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 468＋101：25．91	 35．0�
35 
 ベストドライヴ 牡3栗 56 武 豊馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Dorsey Brown &

Richard Palmer 516－ 2 〃 クビ 12．2�
714 ワンダーサジェス 牝3鹿 54 小牧 太山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 476－ 21：26．0� 2．9
48 ヤマニンエスペロス 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 498－101：26．1� 554．4�
36 ヨ シ オ 牡3鹿 56 佐藤 友則仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458＋ 21：26．2� 26．8�
（笠松）

12 クリノサンレオ 牡3栗 56 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 432＋ 6 〃 クビ 63．4�
611
 ストロボフラッシュ 牝3芦 54 川田 将雅吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &

Felicia Branham 468－ 41：27．15 5．7�
612 エ ポ ッ ク 牡3黒鹿56 福永 祐一吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B502－ 81：28．69 3．9�
47 ヒロノフェロー 牡3鹿 56 秋山真一郎サンエイ開発� 庄野 靖志 浦河 川越ファーム 510＋ 41：29．45 77．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，532，900円 複勝： 54，163，300円 枠連： 21，140，300円
馬連： 71，375，100円 馬単： 33，124，100円 ワイド： 43，959，300円
3連複： 98，574，500円 3連単： 119，945，300円 計： 473，814，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 1，870円 � 400円 枠 連（1－2） 7，700円

馬 連 �� 37，140円 馬 単 �� 47，770円

ワ イ ド �� 6，970円 �� 1，380円 �� 10，630円

3 連 複 ��� 85，170円 3 連 単 ��� 616，740円

票 数

単勝票数 計 315329 的中 � 41852（4番人気）
複勝票数 計 541633 的中 � 72038（4番人気）� 6339（12番人気）� 35567（6番人気）
枠連票数 計 211403 的中 （1－2） 2125（18番人気）
馬連票数 計 713751 的中 �� 1489（62番人気）
馬単票数 計 331241 的中 �� 520（96番人気）
ワイド票数 計 439593 的中 �� 1604（57番人気）�� 8496（13番人気）�� 1048（70番人気）
3連複票数 計 985745 的中 ��� 868（168番人気）
3連単票数 計1199453 的中 ��� 141（1049番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．8―12．3―12．5―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．5―46．8―59．3―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドウィズダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2015．9．20 阪神5着

2013．3．16生 牡3鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ 8戦2勝 賞金 18，900，000円
〔その他〕 ストロボフラッシュ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ガンコ号・シゲルオキサワラ号・セネッティ号
※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。



13031 4月30日 晴 良 （28京都3）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時25分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

47 � ジェントルヴァウ 牝4鹿 55 福永 祐一窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne
Farm 470＋ 61：08．8 3．5�

510 ポップオーヴァー 牝4鹿 55 藤岡 佑介橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 462－ 61：09．01	 7．0�
816 デ ィ ア エ ナ 牝4黒鹿55 小牧 太桑畑 �信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 526± 0 〃 アタマ 18．2�
818 リリーヴィクトリー 牡4黒鹿57 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 504＋ 41：09．1クビ 10．2�
23 プライマリーコード 牝5芦 55 川田 将雅 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490＋ 6 〃 アタマ 9．2	
24 シェアザジョイフル 牝4鹿 55 幸 英明 
グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 448－ 81：09．31	 3．6�
11 タガノビーンズ 牝5鹿 55 古川 吉洋八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432＋12 〃 クビ 31．3�
48 ダンツレガリア 牡4青 57 武 豊山元 哲二氏 本田 優 浦河 ガーベラパー

クスタツド 452＋101：09．4
 35．6
36 テイクウォーニング 牝4栗 55

53 △城戸 義政 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 21：09．5
 47．8�

611 ジンセイハオマツリ 牡6黒鹿57 佐藤 友則小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 504＋14 〃 ハナ 60．3�
（笠松）

612 カレンローザネーラ 牝4鹿 55 秋山真一郎鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 470＋ 6 〃 ハナ 19．3�
12 コパノチャールズ 牡4栗 57 岩田 康誠小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 486－ 8 〃 アタマ 25．7�
817� ノボリクリーン 牡4青鹿57 太宰 啓介原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 470＋ 6 〃 クビ 78．7�
715 ティーエスバラ 牡4鹿 57 川島 信二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 512＋10 〃 ハナ 111．6�
713 アドマイヤジャズ 牡4青鹿57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 21：09．6� 15．7�
59 ジャミールカズマ 牡4青鹿 57

56 ☆小崎 綾也�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 490－ 61：09．7クビ 170．7�
35 � ユ リ 牝4栗 55 酒井 学中島 稔氏 坪 憲章 平取 有限会社中

田牧場 400－ 2 〃 クビ 302．7�
714 クールジョジョ 牝5黒鹿55 松若 風馬川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 428± 01：09．91 80．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，384，200円 複勝： 41，889，500円 枠連： 23，004，700円
馬連： 69，112，500円 馬単： 31，765，700円 ワイド： 38，072，700円
3連複： 89，562，000円 3連単： 110，715，800円 計： 432，507，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 220円 � 530円 枠 連（4－5） 1，300円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，400円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 8，250円 3 連 単 ��� 27，380円

票 数

単勝票数 計 283842 的中 � 64022（1番人気）
複勝票数 計 418895 的中 � 73253（2番人気）� 50854（3番人気）� 16218（8番人気）
枠連票数 計 230047 的中 （4－5） 13612（5番人気）
馬連票数 計 691125 的中 �� 36051（3番人気）
馬単票数 計 317657 的中 �� 9071（4番人気）
ワイド票数 計 380727 的中 �� 15771（4番人気）�� 6863（13番人気）�� 5278（19番人気）
3連複票数 計 895620 的中 ��� 8141（20番人気）
3連単票数 計1107158 的中 ��� 2931（48番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．2―11．3―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．5―45．8―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジェントルヴァウ �
�
父 Broken Vow �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．3．22 阪神3着

2012．2．9生 牝4鹿 母 Ranter 母母 Preach 10戦2勝 賞金 21，340，000円
〔制裁〕 ディアエナ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※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。

13032 4月30日 晴 稍重 （28京都3）第3日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時55分 （ダート・右）
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
1：09．1
1：08．7

重
重

24 � アンクルダイチ 牡4鹿 57 武 豊塚本 能交氏 高橋 亮 米
Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

500＋101：11．2 6．3�
48 チーフアセスメント 牡5鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 21：11．41	 9．8�
11 メイショウユメゴゼ 牝7栃栗55 国分 優作松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 480＋141：11．72 18．4�
816 マ ハ ロ マ ナ 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 508－ 21：12．02 13．9�
713 タッチシタイ 牡6栗 57 佐藤 友則小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 500＋ 41：12．21	 13．7�

（笠松）

35 ス ズ ダ リ ア 牝4鹿 55 和田 竜二小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 458－ 61：12．41	 6．6	
36 バ リ キ 牡4栗 57 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 458＋ 4 〃 クビ 25．2

47 
 ジョウショーチカラ 牡4青鹿57 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 536－ 11：12．5� 102．0�
12 テーオーソルジャー 牡5栗 57 秋山真一郎小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 8 〃 ハナ 2．6�
815 ワンダーフォルテ 牡8栗 57 小牧 太山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 512＋ 61：12．81� 138．4
714 トーセンミッション 牡4栗 57

55 △城戸 義政島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 512－ 41：12．9� 167．0�

612� セ ト ア ロ ー 牡5鹿 57 松若 風馬難波 澄子氏 森 秀行 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

538－ 21：13．0� 6．3�
611 ア バ ン サ ル 牡5栗 57 松田 大作今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 514＋ 21：13．1� 93．5�
59 サダムコーテイ 牡6鹿 57 太宰 啓介大西 定氏 本間 忍 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 4 〃 クビ 77．2�
23 チュウワベイビー 牝5芦 55 藤岡 佑介中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 454－ 81：13．63 49．9�
510 オリエンタルサン 牡6鹿 57 酒井 学下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 466＋ 21：15．210 387．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，439，100円 複勝： 48，031，400円 枠連： 19，886，400円
馬連： 79，705，300円 馬単： 36，265，700円 ワイド： 46，610，900円
3連複： 101，371，700円 3連単： 134，279，000円 計： 497，589，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 290円 � 330円 � 540円 枠 連（2－4） 2，820円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 5，160円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 2，180円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 13，360円 3 連 単 ��� 58，390円

票 数

単勝票数 計 314391 的中 � 39312（3番人気）
複勝票数 計 480314 的中 � 46280（4番人気）� 38428（6番人気）� 21468（9番人気）
枠連票数 計 198864 的中 （2－4） 5453（13番人気）
馬連票数 計 797053 的中 �� 20811（11番人気）
馬単票数 計 362657 的中 �� 5262（19番人気）
ワイド票数 計 466109 的中 �� 11408（11番人気）�� 5451（26番人気）�� 5188（28番人気）
3連複票数 計1013717 的中 ��� 5689（43番人気）
3連単票数 計1342790 的中 ��� 1667（196番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．7―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．7―47．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンクルダイチ �
�
父 Discreetly Mine �

�
母父 El Corredor デビュー 2014．12．20 阪神1着

2012．4．30生 牡4鹿 母 Darling Monique 母母 Amandas Bandit 8戦3勝 賞金 30，444，000円
※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 クーゲル号・ツーエムカイザー号・マイネルエスパス号
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤリバティ号・リバーソウル号
※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。



13033 4月30日 晴 良 （28京都3）第3日 第9競走 ��
��1，800�あ や め 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 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

811 ナイトオブナイツ 牡3栗 56 松山 弘平市川義美ホール
ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 436＋ 21：47．6 10．5�

79 ロワアブソリュー 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 2．1�
78 ド ゥ オ ー モ 牡3鹿 56 川田 将雅広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 460－121：47．81 3．6�
55 ロードスター 牡3栗 56 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 472－ 41：48．01� 17．5�
810 ディープエクシード 牡3鹿 56 武 豊菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 パカパカ

ファーム 482－ 4 〃 ハナ 5．6	
66 スクエアフォールド �3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B458－ 6 〃 クビ 50．3

44 ホットファイヤー 牡3鹿 56 岩田 康誠西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 456－ 21：48．21� 10．4�
11 マイネルサグラ 牡3栗 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 21：48．83	 34．6�
33 メイショウカクオビ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 472－ 41：49．01� 104．8
67 ク ロ ー ク ス 牡3栗 56 松田 大作 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 468－ 21：49．32 39．3�
22 
 リ ン 牝3黒鹿54 佐藤 友則渋谷 高雄氏 山中 輝久 浦河 福岡 光夫 430－ 31：51．3大差 268．1�

（笠松） （笠松）

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，457，100円 複勝： 63，960，100円 枠連： 21，808，600円
馬連： 93，269，500円 馬単： 53，747，400円 ワイド： 50，426，000円
3連複： 121，918，800円 3連単： 227，218，300円 計： 673，805，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 170円 � 110円 � 150円 枠 連（7－8） 250円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 330円 �� 790円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 11，730円

票 数

単勝票数 計 414571 的中 � 31363（5番人気）
複勝票数 計 639601 的中 � 69434（4番人気）� 249173（1番人気）� 85774（2番人気）
枠連票数 計 218086 的中 （7－8） 67449（1番人気）
馬連票数 計 932695 的中 �� 94649（3番人気）
馬単票数 計 537474 的中 �� 16089（9番人気）
ワイド票数 計 504260 的中 �� 38043（3番人気）�� 13675（11番人気）�� 74584（1番人気）
3連複票数 計1219188 的中 ��� 68752（4番人気）
3連単票数 計2272183 的中 ��� 14042（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．1―48．8―1：01．3―1：13．3―1：24．7―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトオブナイツ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．26 阪神4着

2013．4．16生 牡3栗 母 シャイニングアレキ 母母 シャイニンレーサー 9戦2勝 賞金 26，099，000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。

13034 4月30日 晴 良 （28京都3）第3日 第10競走 ��
��2，000�

しもがも

下鴨ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．5．2以降28．4．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

23 レッドソロモン 牡4鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B474－121：58．8 8．0�
815 ピースオブジャパン 牡4栗 55 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B496＋ 41：59．01 25．3�
12 エアアンセム 牡5黒鹿56 川田 将雅 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 ハナ 3．5�
11 サンライズタイセイ 牡6鹿 55 和田 竜二松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 476± 01：59．1� 67．3�
59 ウェスタールンド 牡4栗 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480± 01：59．31� 15．4	
48 マイネグレヴィル 牝5鹿 53 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 61：59．4� 49．8

612 ステイインシアトル 牡5黒鹿56 武 豊青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484± 01：59．5� 2．8�
47 ピ オ ネ ロ 牡5鹿 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：59．6� 11．0�
817 サンマルホーム 牡6栗 54 小牧 太相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 448± 0 〃 ハナ 282．0
24 グッドスピリッツ 	5鹿 54 酒井 学杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：59．7� 38．3�
510 ショウナンバーキン 牝6青 52 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 484＋12 〃 アタマ 118．5�
35 ダノンフェニックス 牡8黒鹿54 高田 潤�ダノックス 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 472＋ 8 〃 アタマ 66．8�
611 ワンダーアツレッタ 牡4黒鹿55 国分 恭介山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 474＋ 41：59．91� 35．1�
714 ブレークビーツ 	6鹿 54 佐藤 友則吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム B454－ 2 〃 クビ 234．2�

（笠松）

816 ハッピーモーメント 牡6鹿 54 松田 大作 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 アタマ 29．5�
36 ダイシンサンダー 牡5鹿 57 幸 英明大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 502＋ 82：00．0
 8．4�
713 ブランネージュ 牝5鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 474－142：00．95 30．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 50，100，900円 複勝： 75，883，300円 枠連： 33，711，500円
馬連： 148，242，500円 馬単： 63，345，500円 ワイド： 72，700，900円
3連複： 200，164，300円 3連単： 256，421，300円 計： 900，570，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 250円 � 430円 � 170円 枠 連（2－8） 3，470円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 11，840円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 600円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 6，860円 3 連 単 ��� 54，100円

票 数

単勝票数 計 501009 的中 � 49627（3番人気）
複勝票数 計 758833 的中 � 75822（4番人気）� 37940（7番人気）� 140717（2番人気）
枠連票数 計 337115 的中 （2－8） 7516（15番人気）
馬連票数 計1482425 的中 �� 17671（21番人気）
馬単票数 計 633455 的中 �� 4012（39番人気）
ワイド票数 計 727009 的中 �� 8420（23番人気）�� 32671（3番人気）�� 14898（12番人気）
3連複票数 計2001643 的中 ��� 21854（19番人気）
3連単票数 計2564213 的中 ��� 3436（147番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―12．2―12．3―12．3―12．5―11．8―11．4―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．2―35．4―47．7―1：00．0―1：12．5―1：24．3―1：35．7―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドソロモン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．29 阪神3着

2012．3．24生 牡4鹿 母 アドマイヤリッチ 母母 レ ー ス 14戦3勝 賞金 55，760，000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。



13035 4月30日 晴 稍重 （28京都3）第3日 第11競走 ��
��1，200�

てんのうざん

天王山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200
万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：09．1
1：08．7

重
重

35 � ニシケンモノノフ 牡5栗 57 岩田 康誠西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 514－ 21：10．4 1．8�
815 ゴーイングパワー 牡7鹿 56 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 504＋ 6 〃 アタマ 14．6�
611 ダッシャーワン 牡8栗 58 松若 風馬芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 504－ 61：10．71	 66．3�
610 ポメグラネイト 牡5栗 56 松山 弘平畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 580± 01：10．91
 10．2�
58 キクノストーム 牡7鹿 59 福永 祐一菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 496－ 41：11．11� 25．4�
814� テーオーヘリオス 牡4鹿 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 502＋ 2 〃 ハナ 6．2�
712 サクラエール 牡5黒鹿56 幸 英明	さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 476－101：11．42 11．9

713 カ ジ キ 牡7鹿 57 武 豊幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 496－ 4 〃 ハナ 6．9�
11 アメージングタクト 牡6鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 21：11．5クビ 50．3
47 オースミイージー 牡8鹿 56 酒井 学	オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 506＋ 4 〃 クビ 92．4�
23 トキノゲンジ 牡8鹿 56 佐藤 友則中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 514＋ 21：11．6	 47．5�

（笠松）

34 ミヤジエルビス 牡6青鹿56 国分 恭介曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 502＋ 61：11．7クビ 106．4�
59 デルマヌラリヒョン 牡6鹿 56 太宰 啓介浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 496－ 4 〃 クビ 61．3�
46 レンイングランド 牡4芦 56 国分 優作田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 524－ 41：12．44 28．9�

（14頭）
22 � ミリオンヴォルツ 牡7鹿 56 小崎 綾也林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 500－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 64，826，900円 複勝： 85，509，200円 枠連： 55，680，500円
馬連： 224，124，400円 馬単： 105，179，600円 ワイド： 96，609，200円
3連複： 301，183，600円 3連単： 497，437，900円 計： 1，430，551，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 280円 � 1，130円 枠 連（3－8） 430円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，940円 �� 5，700円

3 連 複 ��� 12，940円 3 連 単 ��� 34，800円

票 数

単勝票数 差引計 648269（返還計 2964） 的中 � 275343（1番人気）
複勝票数 差引計 855092（返還計 6473） 的中 � 258080（1番人気）� 66213（6番人気）� 13050（13番人気）
枠連票数 差引計 556805（返還計 357） 的中 （3－8） 98378（2番人気）
馬連票数 差引計2241244（返還計 30833） 的中 �� 169236（4番人気）
馬単票数 差引計1051796（返還計 15411） 的中 �� 61487（4番人気）
ワイド票数 差引計 966092（返還計 19574） 的中 �� 55161（5番人気）�� 12356（20番人気）�� 4107（47番人気）
3連複票数 差引計3011836（返還計 80895） 的中 ��� 17451（44番人気）
3連単票数 差引計4974379（返還計119352） 的中 ��� 10362（101番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．3―11．3―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．2―46．5―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ニシケンモノノフ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト （1戦0勝 賞金 0円）

2011．3．11生 牡5栗 母 グリーンヒルコマチ 母母 ツネノコトブキ 19戦5勝 賞金 135，908，000円
地方デビュー 2013．7．4 門別 ［他本会外：3戦1勝］

〔競走除外〕 ミリオンヴォルツ号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し放馬。疾病〔下唇部裂創〕を発症したため競走除外。発
走時刻7分遅延。

〔制裁〕 ミリオンヴォルツ号の騎手小崎綾也は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ミリオンヴォルツ号は，平成28年5月1日から平成28年5月30日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。

13036 4月30日 晴 稍重 （28京都3）第3日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：47．8
1：47．8

重
重

713 ヒラボクレジェンド 牡5栗 57 岩田 康誠�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 518－ 41：51．4 10．4�
611 オールマンリバー 牡4黒鹿57 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 500＋ 41：51．5� 7．5�
47 	 スリーアロー 牝5黒鹿 55

53 △城戸 義政松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498－ 21：51．6� 7．3�
510 ザイディックメア 牡4鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 458－ 21：52．02� 8．5�
11 ドラゴンビューティ 牡6鹿 57 佐藤 友則 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 506－ 4 〃 アタマ 116．7	

（笠松）

48 コウユーアンドレ 牡6鹿 57 太宰 啓介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 466± 01：52．1
 19．7

23 メイスンウォー 牡6鹿 57 松田 大作梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 21：52．52� 41．7�
714 フミノメモリー 牡6黒鹿57 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 514＋ 6 〃 クビ 139．9�
36 キーブランド 牡7鹿 57 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 516－ 21：52．6� 201．0
815 オウケンワールド 牡4芦 57 川田 将雅福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 484－ 2 〃 ハナ 4．2�
612 リーゼントロック 牡5黒鹿57 小牧 太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 520－ 41：52．7クビ 5．1�
24 テイエムコンドル 牡5鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 460－ 81：53．01
 35．6�
59 コスモボアソルテ 牡4芦 57

54 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 488－ 21：53．1� 130．7�
816 スズカリバー 牡4鹿 57 松若 風馬永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494± 01：53．63 127．4�
12 タガノスマイル 牝4鹿 55 武 幸四郎八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B478－ 61：54．87 7．7�
35 ルヴァンカー 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：55．54 13．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，978，200円 複勝： 67，847，400円 枠連： 34，359，200円
馬連： 135，476，100円 馬単： 53，703，900円 ワイド： 66，666，000円
3連複： 183，184，600円 3連単： 241，423，300円 計： 827，638，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 330円 � 270円 � 220円 枠 連（6－7） 1，700円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 9，130円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，130円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 10，040円 3 連 単 ��� 63，760円

票 数

単勝票数 計 449782 的中 � 34551（7番人気）
複勝票数 計 678474 的中 � 50616（7番人気）� 66665（5番人気）� 85829（2番人気）
枠連票数 計 343592 的中 （6－7） 15583（8番人気）
馬連票数 計1354761 的中 �� 24137（22番人気）
馬単票数 計 537039 的中 �� 4409（47番人気）
ワイド票数 計 666660 的中 �� 11815（20番人気）�� 15351（14番人気）�� 13309（16番人気）
3連複票数 計1831846 的中 ��� 13675（36番人気）
3連単票数 計2414233 的中 ��� 2745（250番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―12．6―13．1―13．0―12．7―12．6―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．8―22．4―35．0―48．1―1：01．1―1：13．8―1：26．4―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクレジェンド �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Rahy デビュー 2014．1．26 京都4着

2011．4．15生 牡5栗 母 エンキャンタドゥ 母母 Floramera 14戦4勝 賞金 44，186，000円
※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） 3頭 シャンパーニュ号・ティマイドリーム号・メジャーシップ号
（非抽選馬） 1頭 スズカウラノス号
※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。



（28京都3）第3日 4月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 192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

211，040，000円
2，530，000円
7，880，000円
1，390，000円
21，490，000円
77，144，500円
4，992，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
419，803，900円
638，293，200円
287，506，000円
1，094，163，200円
530，140，100円
581，392，600円
1，471，005，300円
2，102，811，500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 7，125，115，800円

総入場人員 25，509名 （有料入場人員 24，455名）
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