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13025 4月29日 晴 良 （29京都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

46 カリーニョミノル 牝3鹿 54 国分 恭介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 81：54．5 13．8�
35 メモリーフェイス 牝3鹿 54 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 520－ 81：54．71� 1．6�
58 チェリーボンボン 牝3青鹿 54

51 ▲富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 436＋101：55．12� 67．2�
11 ジュティアン 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422± 01：55．31 47．7�
815 クインアマランサス 牝3栗 54

52 △荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 450± 01：55．4� 9．4	
34 シュクルダール 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム B500＋ 41：56．35 19．2

23 ブリシンガメン 牝3栗 54 浜中 俊吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 452＋ 21：56．51� 6．9�
611 ヤマニンフィオレロ 牝3鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 道見牧場 460± 01：56．6クビ 151．7�
47 ミ リ フ ィ カ 牝3鹿 54 松若 風馬水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 490－ 21：56．7� 44．8
22 モズアムール 牝3鹿 54 幸 英明 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 460－101：56．8� 55．5�
712 ミラクルツリー 牝3栗 54 川島 信二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 418± 01：56．9� 45．9�
610 チ ル ア ウ ト 牝3青鹿54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 520 ―1：57．64 6．9�
713 マダムストーリー 牝3鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 市川フアーム 414＋ 21：59．4大差 192．7�
814 バトルラッシュ 牝3栗 54 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 450－ 21：59．93 235．2�
59 ニホンピロカミーユ 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 456－ 82：02．7大差 130．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，376，500円 複勝： 87，917，400円 枠連： 13，796，600円
馬連： 55，490，500円 馬単： 34，807，700円 ワイド： 36，062，200円
3連複： 79，642，500円 3連単： 124，356，100円 計： 463，449，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 280円 � 110円 � 630円 枠 連（3－4） 660円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 410円 �� 5，350円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 8，150円 3 連 単 ��� 49，150円

票 数

単勝票数 計 313765 的中 � 18109（5番人気）
複勝票数 計 879174 的中 � 27124（5番人気）� 633288（1番人気）� 10108（8番人気）
枠連票数 計 137966 的中 （3－4） 16200（4番人気）
馬連票数 計 554905 的中 �� 54830（4番人気）
馬単票数 計 348077 的中 �� 10654（9番人気）
ワイド票数 計 360622 的中 �� 25314（4番人気）�� 1598（44番人気）�� 7194（12番人気）
3連複票数 計 796425 的中 ��� 7329（28番人気）
3連単票数 計1243561 的中 ��� 1834（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―37．8―51．3―1：04．2―1：17．2―1：29．9―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カリーニョミノル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．31 新潟4着

2014．5．14生 牝3鹿 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 5戦1勝 賞金 6，600，000円
〔制裁〕 チルアウト号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで蛇行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔その他〕 チルアウト号は，最後の直線コースで外側および内側に逃避したことについて平地調教注意。

ニホンピロカミーユ号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適
用を除外。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月29日まで平地競
走に出走できない。

※ブリシンガメン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13026 4月29日 晴 良 （29京都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

47 ヨドノビクトリー 牡3鹿 56 川田 将雅海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 472－ 41：26．0 4．1�
59 ハートフルタイム 牡3黒鹿56 武 豊青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 492－ 41：26．63� 1．4�
23 バトルデゼル 牡3栗 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 吉田 直弘 浦河 林 孝輝 514＋ 6 〃 アタマ 36．8�
612 エイシンユニコーン 牡3黒鹿56 松山 弘平�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 518＋ 21：27．45 104．4�
510 マイアフェクション 牡3鹿 56 田中 健五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 458－161：27．5� 28．0	
24 ハンズスミス 牡3鹿 56 池添 謙一永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B444－ 81：27．92� 60．1

816 ハリーレガシー 牡3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452± 01：28．53� 9．6�
36 ダイシンアルド 牡3黒鹿56 国分 恭介大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508 ―1：28．6クビ 43．2�
815 キングラズベリー 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人山本美佐江氏 目野 哲也 新冠 武田 修一 456＋ 4 〃 クビ 168．1
12 テイエムキャラバン 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 484－ 21：28．91� 149．3�
611 ポーラーブレイズ 牡3鹿 56 四位 洋文�ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 412＋ 21：29．11� 121．4�
11 エンジェルヘイロウ 牡3黒鹿56 福永 祐一西森 鶴氏 目野 哲也 様似 清水スタッド 508－221：29．31� 24．3�
35 ヒートアイズ 牡3鹿 56

54 △荻野 極 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 462± 01：29．62 135．2�
713 ワイルドプリンセス 牝3鹿 54 大下 智小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 458－ 21：29．7� 154．2�
48 ユウキシャルマン 牡3鹿 56 国分 優作雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 新ひだか 高橋フアーム 410 ―1：29．91� 220．1�
714 デンコウタカミー 牡3栗 56

54 △城戸 義政田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 赤田牧場 510± 01：30．11� 189．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，458，600円 複勝： 93，002，400円 枠連： 13，478，200円
馬連： 52，590，500円 馬単： 35，347，200円 ワイド： 31，492，700円
3連複： 73，004，300円 3連単： 129，755，900円 計： 459，129，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 110円 � 310円 枠 連（4－5） 190円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 140円 �� 930円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 7，410円

票 数

単勝票数 計 304586 的中 � 59035（2番人気）
複勝票数 計 930024 的中 � 71676（2番人気）� 724503（1番人気）� 13684（6番人気）
枠連票数 計 134782 的中 （4－5） 53646（1番人気）
馬連票数 計 525905 的中 �� 192488（1番人気）
馬単票数 計 353472 的中 �� 35526（2番人気）
ワイド票数 計 314927 的中 �� 81814（1番人気）�� 6490（11番人気）�� 11764（6番人気）
3連複票数 計 730043 的中 ��� 39098（4番人気）
3連単票数 計1297559 的中 ��� 12680（18番人気）

ハロンタイム 12．3―11．9―12．6―12．8―12．6―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―24．2―36．8―49．6―1：02．2―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨドノビクトリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2016．8．27 札幌5着

2014．5．8生 牡3鹿 母 クイーンマルサ 母母 ホーマンマルサ 5戦1勝 賞金 10，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウアッパレ号
（非抽選馬） 2頭 テイエムアレグレス号・ビップハーデス号

第３回 京都競馬 第３日



13027 4月29日 晴 良 （29京都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

68 ユイフィーユ 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 464－ 81：47．9 4．8�
79 エレクトロニカ 牝3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 416＋ 21：48．32� 1．9�
11 カリブハーブ 牝3鹿 54 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 438 ―1：48．4� 33．3�
55 ナ ル ハ ヤ 牝3黒鹿54 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 492＋ 41：48．5� 11．9�
33 キ ャ リ コ 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：48．71� 14．6	
812 プライムタイム 牝3鹿 54 和田 竜二谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 472＋ 81：48．91� 33．5

44 ケアリイカイ 牝3鹿 54 松若 風馬守内 満氏 高橋 義忠 新冠 高瀬牧場 446－ 41：49．21� 4．6�
56 ブブールチャチャ 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452＋161：49．73 89．4�
811 ライクアエンジェル 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 416－ 41：49．91� 22．4

22 プラムステッド 牝3栗 54 藤岡 康太合同会社東堂 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 6 〃 クビ 48．1�
67 シャドウフルール 牝3栗 54 浜中 俊飯塚 知一氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478＋121：53．6大差 124．7�
710 フォルトラオム 牝3鹿 54 松山 弘平�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412± 01：53．7クビ 71．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，627，400円 複勝： 50，538，200円 枠連： 10，940，500円
馬連： 53，906，000円 馬単： 34，573，000円 ワイド： 32，750，800円
3連複： 75，057，600円 3連単： 129，202，000円 計： 414，595，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 110円 � 580円 枠 連（6－7） 370円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 240円 �� 2，120円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 16，670円

票 数

単勝票数 計 276274 的中 � 45162（3番人気）
複勝票数 計 505382 的中 � 62434（3番人気）� 257573（1番人気）� 9279（9番人気）
枠連票数 計 109405 的中 （6－7） 22426（2番人気）
馬連票数 計 539060 的中 �� 101280（1番人気）
馬単票数 計 345730 的中 �� 24369（3番人気）
ワイド票数 計 327508 的中 �� 42136（2番人気）�� 3476（21番人気）�� 6409（13番人気）
3連複票数 計 750576 的中 ��� 12088（14番人気）
3連単票数 計1292020 的中 ��� 5617（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．4―47．9―1：00．4―1：12．6―1：24．9―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユイフィーユ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Johan Cruyff デビュー 2016．9．4 小倉7着

2014．3．3生 牝3青鹿 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 8戦1勝 賞金 11，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャドウフルール号・フォルトラオム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

5月29日まで平地競走に出走できない。

13028 4月29日 晴 良 （29京都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

35 シエルブラン 牝3栗 54
53 ☆岩崎 翼金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 430－ 81：21．7 86．1�

510 ラモントルドール 牝3青鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 清水 久詞 平取 坂東牧場 468－ 81：21．91� 5．0�
715 ホープフルスター 牡3栗 56 武 豊前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－10 〃 アタマ 3．5�
12 タガノアヌビス 牡3鹿 56 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B478＋ 21：22．11� 7．3�
612 テ ソ ー ロ 牡3鹿 56 中谷 雄太了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492－ 41：22．2� 5．2�
59 タガノラガッツォ 牡3鹿 56 幸 英明八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436± 0 〃 クビ 6．7	
713 トモリエール 牡3鹿 56 浜中 俊
キーファーズ 石橋 守 浦河 三嶋牧場 452－ 81：22．41 91．1�
817 タガノフレイア 牝3鹿 54 福永 祐一八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 414－ 21：22．71� 9．5�
48 ステイウィズアンナ 牝3黒鹿54 池添 謙一吉田 千津氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 402－ 6 〃 クビ 58．6
714 アイファーフドオー 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗中島 稔氏 柴田 光陽 新冠 川上 悦夫 474＋121：22．8クビ 130．2�
24 バ タ ラ 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁杉澤 光雄氏 五十嵐忠男 新冠 川島牧場 468－ 41：23．01
 29．1�
23 エイシンプロング 牝3鹿 54 酒井 学
栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 436＋18 〃 クビ 57．2�
818 ナリノスマイル 牝3鹿 54

52 △城戸 義政成塚 清志氏 	島 一歩 千歳 社台ファーム 444－ 81：23．21 106．5�
611 ウインアブソルート 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極
ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 444 ―1：23．83
 27．6�
36 ハギノカンタービレ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 424＋ 8 〃 クビ 147．1�

11 ガーネットホープ 牝3黒鹿54 藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 428＋ 61：24．01
 67．3�
816 フ ァ シ ル 牝3鹿 54 四位 洋文�前川企画 野中 賢二 日高 浜本牧場 450＋ 41：24．31� 45．2�
47 アフロディーテ 牝3鹿 54 国分 優作近藤 英子氏 寺島 良 登別 青藍牧場 412± 01：24．51 140．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，993，700円 複勝： 30，646，400円 枠連： 16，866，000円
馬連： 50，371，500円 馬単： 23，810，000円 ワイド： 32，115，900円
3連複： 70，685，500円 3連単： 82，251，500円 計： 329，740，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，610円 複 勝 � 1，500円 � 170円 � 160円 枠 連（3－5） 6，350円

馬 連 �� 25，360円 馬 単 �� 58，740円

ワ イ ド �� 5，750円 �� 4，480円 �� 420円

3 連 複 ��� 16，140円 3 連 単 ��� 240，450円

票 数

単勝票数 計 229937 的中 � 2135（13番人気）
複勝票数 計 306464 的中 � 3578（14番人気）� 52647（2番人気）� 59516（1番人気）
枠連票数 計 168660 的中 （3－5） 2058（20番人気）
馬連票数 計 503715 的中 �� 1539（58番人気）
馬単票数 計 238100 的中 �� 304（128番人気）
ワイド票数 計 321159 的中 �� 1347（55番人気）�� 1734（37番人気）�� 22127（1番人気）
3連複票数 計 706855 的中 ��� 3284（37番人気）
3連単票数 計 822515 的中 ��� 248（605番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．8―47．5―59．0―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シエルブラン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．8．7 新潟9着

2014．4．28生 牝3栗 母 ファルネーゼ 母母 ユーキャンドゥイット 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 テソーロ号の騎手中谷雄太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて平成29年5月6日から平成29年5月14日まで騎

乗停止。（被害馬：5番・4番・2番・1番）
タガノアヌビス号の騎手田中健は，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：13番）

※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） 1頭 テイエムイキオイ号
（非抽選馬） 4頭 サウンドスカイメサ号・ステイオンザトップ号・プラチナバイオ号・ロードコランダム号



13029 4月29日 晴 良 （29京都3）第3日 第5競走 ��
��2，400�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
2：22．6
2：22．1

良
良

810 メイショウカミシマ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 450＋ 82：26．4 6．5�
33 ヴァントシルム 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 480－ 22：26．61� 9．6�
55 カンポデフィオーリ 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極吉田 和美氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B418＋ 22：26．7� 2．3�
89 ラピッドシップ 牡3黒鹿56 小牧 太飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 466＋ 2 〃 アタマ 9．4�
11 モズアトラクション 牡3栗 56 川須 栄彦 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 464± 02：26．8	 3．3	
78 サンライズフォルテ 牡3黒鹿56 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 480－ 42：27．54 11．3

66 テイエムナナフク 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 笠松牧場 464± 02：27．92� 126．8�
44 タルトリンツァー 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 日高 若林 順一 382＋ 62：28．0クビ 104．8�

77 ショウナンタロット 牡3青 56 浜中 俊国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 446＋ 62：29．06 20．5
22 クレールソレイユ 牡3栗 56

53 ▲富田 暁山上 和良氏 崎山 博樹 日高 高藤 茂 474－ 22：34．7大差 137．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，556，900円 複勝： 30，320，500円 枠連： 12，418，700円
馬連： 48，704，400円 馬単： 31，071，700円 ワイド： 26，935，800円
3連複： 60，539，800円 3連単： 117，172，700円 計： 351，720，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 230円 � 120円 枠 連（3－8） 1，830円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 750円 �� 300円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 14，460円

票 数

単勝票数 計 245569 的中 � 30039（3番人気）
複勝票数 計 303205 的中 � 35119（3番人気）� 26150（5番人気）� 94679（1番人気）
枠連票数 計 124187 的中 （3－8） 5251（8番人気）
馬連票数 計 487044 的中 �� 13940（12番人気）
馬単票数 計 310717 的中 �� 4309（21番人気）
ワイド票数 計 269358 的中 �� 8446（12番人気）�� 24776（2番人気）�� 14997（4番人気）
3連複票数 計 605398 的中 ��� 28114（6番人気）
3連単票数 計1171727 的中 ��� 5871（51番人気）

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

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―24．2―35．7―48．2―1：00．7―1：13．3―1：26．5―1：39．3―1：51．3―2：03．2―2：14．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウカミシマ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．10．16 京都8着

2014．4．13生 牡3黒鹿 母 サンドヴィーナス 母母 サンドピアリス 6戦1勝 賞金 6，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレールソレイユ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月29日まで平地

競走に出走できない。

13030 4月29日 晴 良 （29京都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

815 スマートレイチェル 牝3黒鹿54 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 484＋ 41：24．9 2．1�
12 ブラックランナー 牡3鹿 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 460－ 41：25．75 14．2�
24 ケ ン シ ン 牡3鹿 56 福永 祐一岡 浩二氏 谷 潔 青森 スプリングファーム 488－ 4 〃 クビ 23．5�
36 オモイサイフ 牡3栗 56 太宰 啓介小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ

アーム 494－ 61：25．8クビ 173．9�
713 カ ム カ ム 牡3鹿 56 岡田 祥嗣共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 460＋ 2 〃 ハナ 15．9�
714� マラードザレコード 牡3青鹿56 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd 466± 01：26．12 78．4	
612 テイエムチェロキー 牡3鹿 56 中谷 雄太竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 460± 01：26．31� 4．9

611	 タイセイプロスパー 牡3栗 56 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 484± 01：26．62 23．1�
35 � ヒップホップスワン 牝3栗 54 浜中 俊吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 476± 01：26．91
 11．6�
11 ヒラボクメジャー 牡3栗 56 古川 吉洋�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 478－ 81：27．0� 85．4
59 ワンダープラヤアン 牡3栗 56 池添 謙一山本 信行氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 464－101：27．21� 19．1�
23 オーミシューマン 牡3鹿 56 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 450－ 61：27．41� 45．9�
48 ダブルスプリット 牡3栗 56 藤岡 康太�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B472＋ 41：27．71
 23．4�
47 シゲルカモシカ 牡3鹿 56 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水丸牧場 448± 0 〃 クビ 107．3�
510 メイショウギガース 牡3青鹿56 酒井 学松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 462± 01：28．02 9．7�
816 シュンノカミ 牡3青鹿56 高倉 稜石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 494－ 41：28．2
 50．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，904，400円 複勝： 50，271，100円 枠連： 19，272，600円
馬連： 76，223，200円 馬単： 39，532，400円 ワイド： 53，918，900円
3連複： 102，553，600円 3連単： 131，684，700円 計： 512，360，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 320円 � 520円 枠 連（1－8） 1，880円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，180円 �� 4，470円

3 連 複 ��� 12，620円 3 連 単 ��� 40，670円

票 数

単勝票数 計 389044 的中 � 145036（1番人気）
複勝票数 計 502711 的中 � 134481（1番人気）� 34684（5番人気）� 18999（9番人気）
枠連票数 計 192726 的中 （1－8） 7908（7番人気）
馬連票数 計 762232 的中 �� 25957（7番人気）
馬単票数 計 395324 的中 �� 9690（8番人気）
ワイド票数 計 539189 的中 �� 16078（8番人気）�� 11829（12番人気）�� 2988（44番人気）
3連複票数 計1025536 的中 ��� 6091（42番人気）
3連単票数 計1316847 的中 ��� 2347（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．4―35．3―47．4―59．6―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレイチェル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．12．24 阪神2着

2014．1．25生 牝3黒鹿 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 4戦2勝 賞金 17，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オーサムバローズ号・ジュエアトゥー号
（非抽選馬） 1頭 エルミーロ号



13031 4月29日 晴 良 （29京都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

611 ニシオボヌール �5黒鹿57 四位 洋文西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 492＋ 41：08．8 2．2�
23 サンライズビーム 牡4芦 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 454＋ 6 〃 アタマ 22．0�
11 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿57 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 488＋101：09．01� 27．5�
713 ダブルスキップ 牝4黒鹿 55

53 △城戸 義政ザ・チャンピオンズ 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 416± 0 〃 クビ 142．5�
34 スナークスカイ 牡4鹿 57

55 △荻野 極杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 458＋141：09．1クビ 8．6�
59 ナ ー ウ ル 牝4青鹿55 武 豊金子真人ホール

ディングス	 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 470－ 21：09．2� 7．1

22 ヒ ワ ラ ニ 牝4鹿 55 古川 吉洋名古屋友豊	 木原 一良 新ひだか 高橋 修 466＋10 〃 クビ 43．1�
47 カノヤパリティ 牝4栗 55 田中 健神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 458± 01：09．3クビ 70．2�
610 レ イ リ オ ン 牝4鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 ハナ 3．5
712	 ショウナンアーリー 牡4鹿 57 幸 英明国本 哲秀氏 中村 均 新冠 富本 茂喜 472＋ 61：09．4� 102．5�
814 エスカラード 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 468－ 21：09．5� 13．9�

46 ジャミールカズマ 牡5青鹿 57
54 ▲富田 暁合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 490＋ 4 〃 クビ 71．7�

58 プレシャスロード �5青鹿57 中谷 雄太山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 468＋ 81：09．71 55．5�
35 	 ラパンノワール 牝4青鹿55 藤岡 佑介鈴木 史郎氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 434＋ 41：09．91� 101．8�
815 ウエスタンビジュー 牝4鹿 55 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B474＋ 81：10．32� 33．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，358，200円 複勝： 38，466，200円 枠連： 19，819，000円
馬連： 67，766，100円 馬単： 33，991，300円 ワイド： 42，200，500円
3連複： 90，551，300円 3連単： 130，634，900円 計： 452，787，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 480円 � 510円 枠 連（2－6） 1，030円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，110円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 11，040円 3 連 単 ��� 33，590円

票 数

単勝票数 計 293582 的中 � 102501（1番人気）
複勝票数 計 384662 的中 � 119160（1番人気）� 15516（6番人気）� 14371（7番人気）
枠連票数 計 198190 的中 （2－6） 14813（5番人気）
馬連票数 計 677661 的中 �� 28312（7番人気）
馬単票数 計 339913 的中 �� 9955（8番人気）
ワイド票数 計 422005 的中 �� 14066（6番人気）�� 9859（10番人気）�� 2448（34番人気）
3連複票数 計 905513 的中 ��� 6149（32番人気）
3連単票数 計1306349 的中 ��� 2819（92番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．0―11．2―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―34．5―45．7―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシオボヌール �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．2．21 京都1着

2012．4．20生 �5黒鹿 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック 20戦3勝 賞金 41，326，000円
〔制裁〕 スナークスカイ号の騎手荻野極は，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100，000円。（被害馬：1番）

サンライズビーム号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年5月6日から平成29年
5月7日まで騎乗停止。（被害馬：9番・4番）
サンライズビーム号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

13032 4月29日 曇 良 （29京都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

11 ブライスガウ 牝4栗 55 中谷 雄太一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 484－ 21：11．7 5．3�
610 ワンダーヴィーヴァ 牡7青鹿57 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 570＋14 〃 クビ 21．4�
34 メイショウユメゴゼ 牝8栃栗55 和田 竜二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490＋121：12．02 18．5�
35 コパノリスボン 牡4栗 57 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 506－ 41：12．1クビ 3．8�
611 サンビショップ �5栗 57 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 462＋ 2 〃 クビ 8．0�
47 シゲルゴホウサイ 牝5鹿 55 川田 将雅森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 444＋ 41：12．3	 6．8�
22 メイショウカフウ 牡6鹿 57 幸 英明松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 486± 0 〃 アタマ 102．4	
58 レンイングランド 牡5芦 57 川須 栄彦田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 540＋ 6 〃 クビ 12．4

713
 キングカーティス 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 462＋ 61：12．4� 45．3�
712 トーセンミッション 牡5栗 57 岡田 祥嗣島川 哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム B520＋ 21：12．5クビ 31．0�
814 ダイシンバルカン 牡5鹿 57 松山 弘平大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504± 01：12．71 25．4�
59 セレッソブランコ 牝5芦 55

53 △荻野 極三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 480＋14 〃 クビ 4．7�
46 タイセイラルーナ 牝4栗 55 松若 風馬田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 480＋101：13．23 49．2�
23 � トッコディルーチェ �4鹿 57 池添 謙一加藤 誠氏 中竹 和也 米

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

488－ 41：13．3	 91．0�
815 ナリタロック 牡7栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 504＋ 81：13．4クビ 177．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，224，800円 複勝： 45，034，600円 枠連： 20，565，700円
馬連： 78，007，700円 馬単： 32，364，700円 ワイド： 44，676，200円
3連複： 96，917，500円 3連単： 117，379，900円 計： 462，171，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 640円 � 520円 枠 連（1－6） 1，470円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 9，870円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 1，490円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 22，060円 3 連 単 ��� 110，950円

票 数

単勝票数 計 272248 的中 � 40577（3番人気）
複勝票数 計 450346 的中 � 69554（2番人気）� 16213（8番人気）� 20545（7番人気）
枠連票数 計 205657 的中 （1－6） 10835（8番人気）
馬連票数 計 780077 的中 �� 10939（20番人気）
馬単票数 計 323647 的中 �� 2457（36番人気）
ワイド票数 計 446762 的中 �� 6192（21番人気）�� 7837（16番人気）�� 2533（43番人気）
3連複票数 計 969175 的中 ��� 3294（75番人気）
3連単票数 計1173799 的中 ��� 767（357番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―11．8―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．2―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライスガウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．17 中京1着

2013．5．11生 牝4栗 母 プリモスター 母母 チ ー タ ー 9戦3勝 賞金 37，910，000円
※出走取消馬 テイクウォーニング号（疾病〔左後肢跛行〕のため）



13033 4月29日 雨 良 （29京都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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

69 グラットシエル 牡3黒鹿56 福永 祐一 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 500－ 21：47．2 6．3�
45 ソーグリッタリング 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 476＋ 8 〃 ハナ 5．6�
22 クリノヤマトノオー 牡3鹿 56 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 444－ 4 〃 クビ 21．1�
710 ドリームソルジャー 牡3栗 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 456＋ 21：47．41 13．5�

56 カ ラ ル 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：47．5� 34．9	
57 ア ン セ ム 牡3鹿 56 四位 洋文 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 470＋ 8 〃 クビ 3．4

44 セイイーグル 牡3鹿 56 幸 英明吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 448± 01：47．6� 66．7�
33 � フィアーノロマーノ 牡3鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 518＋ 41：47．7クビ 3．6�
68 スズカフロンティア 牡3鹿 56 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 424－ 41：48．02 67．5
813 ライオネルカズマ 牡3鹿 56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 B504－ 8 〃 クビ 20．2�
812 インウィスパーズ 牡3鹿 56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 436－ 21：48．1� 9．5�
711 メイショウオオヅツ 牡3鹿 56 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 522± 01：48．84 210．1�
11 ケンシュナウザー 牡3栗 56 池添 謙一中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 458－101：50．18 70．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 43，232，700円 複勝： 62，919，100円 枠連： 19，798，300円
馬連： 108，691，400円 馬単： 48，638，600円 ワイド： 57，329，600円
3連複： 144，781，700円 3連単： 202，148，500円 計： 687，539，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 220円 � 360円 枠 連（4－6） 1，470円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，410円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 7，270円 3 連 単 ��� 36，430円

票 数

単勝票数 計 432327 的中 � 54655（4番人気）
複勝票数 計 629191 的中 � 82544（3番人気）� 80962（4番人気）� 39742（7番人気）
枠連票数 計 197983 的中 （4－6） 10389（8番人気）
馬連票数 計1086914 的中 �� 53797（7番人気）
馬単票数 計 486386 的中 �� 10640（15番人気）
ワイド票数 計 573296 的中 �� 26171（7番人気）�� 10157（19番人気）�� 13048（13番人気）
3連複票数 計1447817 的中 ��� 14924（25番人気）
3連単票数 計2021485 的中 ��� 4022（112番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．2―13．0―12．3―11．7―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―34．9―47．1―1：00．1―1：12．4―1：24．1―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．8
3 ・（1，11）13（5，9）8（3，4）6（2，12）7，10 4 ・（1，11，13）（5，9）（3，8）（4，6，12）2，7－10

勝馬の
紹 介

グラットシエル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．10．1 阪神3着

2014．4．4生 牡3黒鹿 母 リ リ ア ー レ 母母 エ グ ジ ジ ェ 6戦2勝 賞金 20，587，000円
〔制裁〕 ソーグリッタリング号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：1番）

13034 4月29日 曇 良 （29京都3）第3日 第10競走 ��
��2，400�

からすま

烏丸ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，28．4．30以降29．4．23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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

710 サラトガスピリット 牡5栗 55 武 豊平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 512－ 22：23．9 2．9�
811 ノーブルマーズ 牡4栗 55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 482± 02：24．0� 17．6�
68 サトノエトワール 牡4青鹿56 川田 将雅里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B506± 02：24．1� 3．6�
22 ジャズファンク 牡5鹿 54 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 502－ 62：24．31� 18．9�
812 ウインスペクトル 牡5鹿 55 松山 弘平�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 B478＋ 4 〃 アタマ 30．9�
33 スズカルパン 牡8鹿 54 藤岡 康太永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 474＋ 42：24．4クビ 53．0	
44 キンショーユキヒメ 牝4芦 53 福永 祐一礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 516＋ 4 〃 クビ 14．6

55 ペンタトニック 牡6栗 55 和田 竜二吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B502＋ 22：24．5	 8．2�
56 
 ヤマカツポセイドン 牡8黒鹿54 国分 優作山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 474± 02：24．71� 80．9�
79 ダノンアローダ 牡4鹿 55 松若 風馬�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 530－ 22：24．91� 10．4
67 ワールドレーヴ 牡7黒鹿56 浜中 俊嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 472－ 82：25．75 7．5�
11 プリメラアスール 牝5黒鹿54 幸 英明�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 500＋ 22：25．91� 23．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，543，400円 複勝： 67，761，600円 枠連： 29，720，000円
馬連： 133，505，800円 馬単： 59，414，400円 ワイド： 69，821，600円
3連複： 176，446，700円 3連単： 255，997，900円 計： 836，211，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 330円 � 140円 枠 連（7－8） 1，360円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 810円 �� 220円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 16，320円

票 数

単勝票数 計 435434 的中 � 118924（1番人気）
複勝票数 計 677616 的中 � 156069（1番人気）� 36044（8番人気）� 144028（2番人気）
枠連票数 計 297200 的中 （7－8） 16837（4番人気）
馬連票数 計1335058 的中 �� 37164（12番人気）
馬単票数 計 594144 的中 �� 9956（17番人気）
ワイド票数 計 698216 的中 �� 19848（11番人気）�� 96579（1番人気）�� 15032（14番人気）
3連複票数 計1764467 的中 ��� 52383（7番人気）
3連単票数 計2559979 的中 ��� 11370（39番人気）

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

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―24．0―35．5―48．0―1：00．3―1：12．6―1：24．9―1：37．2―1：49．1―2：00．8―2：12．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サラトガスピリット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．4．4 阪神4着

2012．3．7生 牡5栗 母 サ ラ ト ガ 母母 スイングバイ 17戦5勝 賞金 89，336，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13035 4月29日 晴 良 （29京都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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

510 コウエイエンブレム 牡4栗 57 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 532＋ 41：10．1 3．0�
35 スマートアヴァロン 牡5黒鹿58 武 豊大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 520＋ 41：10．63 4．6�
24 ニットウスバル 牡5鹿 56 浜中 俊�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 514－ 81：10．81� 8．1�
815 ナガラオリオン 牡8鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 472－ 2 〃 ハナ 20．0�
59 ブルドッグボス 牡5鹿 57 池添 謙一 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 	川 啓一 518＋ 8 〃 ハナ 4．7�
12 
 エイシンブルズアイ 牡6栗 58 福永 祐一	栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 474－ 4 〃 ハナ 32．9

11 
 イ ッ テ ツ 牡5鹿 56 藤岡 佑介林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 484＋ 21：11．01 24．7�
713
 ナンチンノン 牡6栗 57 和田 竜二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 538＋ 4 〃 クビ 13．4�
48 ペイシャモンシェリ 牡6鹿 56 幸 英明北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 486＋101：11．1クビ 105．1
36 ワ デ ィ 牝6栗 55 川田 将雅 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 480＋ 21：11．2� 26．7�
23 マキャヴィティ 牡6栗 57 小牧 太金子真人ホール

ディングス	 萩原 清 千歳 社台ファーム 504－ 21：11．3� 120．9�
47 キタサンミカヅキ 牡7鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 532－ 81：11．4� 25．1�
612 エイシンヴァラー 牡6鹿 57 酒井 学	栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 512－ 4 〃 クビ 33．2�
611 スウィープアウェイ 牡6芦 56 国分 優作藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 480± 0 〃 ハナ 131．9�
714
 ジープルメリア 牝4黒鹿54 藤岡 康太 	キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

450＋ 41：11．5� 27．6�
816 シ ゲ ル カ ガ 牡6鹿 57 太宰 啓介森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 520＋ 21：12．24 164．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，364，200円 複勝： 106，288，000円 枠連： 67，257，000円
馬連： 289，487，200円 馬単： 115，799，300円 ワイド： 129，566，600円
3連複： 403，272，700円 3連単： 588，899，800円 計： 1，774，934，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 150円 � 190円 枠 連（3－5） 390円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 260円 �� 490円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 5，270円

票 数

単勝票数 計 743642 的中 � 196350（1番人気）
複勝票数 計1062880 的中 � 216836（1番人気）� 188642（2番人気）� 121244（4番人気）
枠連票数 計 672570 的中 （3－5） 133138（1番人気）
馬連票数 計2894872 的中 �� 340550（1番人気）
馬単票数 計1157993 的中 �� 74484（1番人気）
ワイド票数 計1295666 的中 �� 142441（1番人気）�� 64677（4番人気）�� 53603（6番人気）
3連複票数 計4032727 的中 ��� 204092（2番人気）
3連単票数 計5888998 的中 ��� 80893（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．4―46．2―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．7
3 1，10，13（6，9）14，2（8，7，12）－（3，16）15（4，5）11 4 ・（1，10）（6，13）（9，14）（8，2）（7，12）－（3，15）4，5，16，11

勝馬の
紹 介

コウエイエンブレム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Forty Niner デビュー 2015．11．23 京都1着

2013．4．17生 牡4栗 母 ニシノシンデレラ 母母 Le l’Argent 16戦6勝 賞金 133，264，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラズールリッキー号
（非抽選馬） 9頭 カジキ号・サクラエール号・デルマヌラリヒョン号・トキノゲンジ号・ナリタハリケーン号・ポメグラネイト号・

メイショウイチオシ号・メイショウオセアン号・レッドラウダ号

13036 4月29日 晴 良 （29京都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

23 ロイヤルパンプ 牡5栗 57 松若 風馬吉田 千津氏 友道 康夫 平取 稲原牧場 522－161：52．2 4．2�
11 � タ イ マ ツ リ 牡6黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 41：52．73 55．8�
713 ヴ ィ ッ セ ン 牡6鹿 57 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋16 〃 アタマ 38．2�
12 ガ ン コ 牡4青鹿57 小牧 太杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 482＋ 2 〃 ハナ 9．5�
611 ロバストミノル 牡4栗 57 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 492－ 21：53．01	 18．0�
24 フ ィ エ ル テ 牝5鹿 55

53 △城戸 義政	ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478－ 41：53．1
 136．2


47 トウショウコマンチ 牡4青鹿57 �島 良太トウショウ産業	 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 514± 01：53．2
 14．8�
510 スマイルフォース 牡5鹿 57 松山 弘平上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 452－ 6 〃 アタマ 103．1�
36 モルゲンロート 牡4鹿 57 古川 吉洋武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 470＋ 6 〃 ハナ 55．0
35 サンライズワールド �7栗 57

55 △荻野 極松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 458＋ 6 〃 ハナ 71．3�
612 マイネルボルソー 牡6鹿 57 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 B474± 0 〃 クビ 64．5�
48 ワンダーアビルマン 牡4黒鹿57 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 494＋ 41：53．3	 9．4�
59 ダノンレーザー 牡4栗 57 川田 将雅	ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 514± 01：53．5	 2．0�
815 ディグニファイド 牡5栗 57 川島 信二 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B528－ 81：53．6	 95．9�
816 カフジナイサー 牡4黒鹿 57

54 ▲富田 暁加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 21：55．5大差 17．0�
714 メイショウバッハ 牡4栗 57 藤岡 康太松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 484－ 21：55．6	 75．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，065，200円 複勝： 70，609，100円 枠連： 33，992，200円
馬連： 154，186，900円 馬単： 70，453，400円 ワイド： 81，787，800円
3連複： 200，304，800円 3連単： 318，100，200円 計： 980，499，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 240円 � 920円 � 720円 枠 連（1－2） 2，070円

馬 連 �� 9，010円 馬 単 �� 14，060円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 2，110円 �� 9，810円

3 連 複 ��� 57，930円 3 連 単 ��� 232，480円

票 数

単勝票数 計 510652 的中 � 96355（2番人気）
複勝票数 計 706091 的中 � 93376（2番人気）� 17980（9番人気）� 23581（8番人気）
枠連票数 計 339922 的中 （1－2） 12715（7番人気）
馬連票数 計1541869 的中 �� 13258（24番人気）
馬単票数 計 704534 的中 �� 3758（36番人気）
ワイド票数 計 817878 的中 �� 8032（25番人気）�� 10113（16番人気）�� 2117（62番人気）
3連複票数 計2003048 的中 ��� 2593（135番人気）
3連単票数 計3181002 的中 ��� 992（556番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．0―49．8―1：02．3―1：14．7―1：27．1―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルパンプ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．6．14 東京9着

2012．3．22生 牡5栗 母 ロイヤルタバスコ 母母 マチカネベニザクラ 21戦3勝 賞金 57，004，000円
［他本会外：2戦1勝］



（29京都3）第3日 4月29日 （祝日） 晴時々曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174頭 本 賞
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

211，040，000円
5，060，000円
15，340，000円
1，300，000円
23，300，000円
70，280，000円
4，472，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
444，706，000円
733，774，600円
277，924，800円
1，168，931，200円
559，803，700円
638，658，600円
1，573，758，000円
2，327，584，100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
計 7，725，141，000円

総入場人員 24，407名 （有料入場人員 23，281名）
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