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13001 4月23日 晴 稍重 （28京都3）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

23 クリノセゴビア 牝3黒鹿54 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 450－ 61：53．4 6．9�
816 ジャーマンアイリス 牝3芦 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 ハナ 4．3�
11 リバーサイドパーク 牝3鹿 54 川田 将雅�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 442－ 61：55．4大差 2．8�
815 メイショウエガオ 牝3栗 54 小牧 太松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 吉田 又治 450－ 21：55．71� 88．7�
510 タマモパフューム 牝3鹿 54 太宰 啓介タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 422－ 41：55．8� 31．7	
47 メイショウクノイチ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 442－ 61：56．01� 9．2

612 ローザビアンカ 牝3栗 54

52 △義 英真新木 鈴子氏 高橋 亮 浦河 ヒダカフアーム 422－101：56．53 192．9�
59 ウォーターワンダー 牝3黒鹿54 秋山真一郎山岡 良一氏 岡田 稲男 日高 オリオンファーム 522＋141：56．81� 36．8�
24 レジャンドドレ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也吉田 晴哉氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 500 ―1：57．33 70．6
12 コウエイスズラン 牝3鹿 54 田中 健西岡 静男氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 B458＋ 61：57．4� 24．1�
713 マジョレット 牝3青鹿 54

53 ☆岩崎 翼�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 446＋ 81：57．5� 250．5�
611 ソ ー ド 牝3黒鹿54 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 510 ―1：57．71 13．6�
714 クリノアローハ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 村田牧場 472± 0 〃 クビ 49．4�
36 アグネスプレジール 牝3栗 54 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 506＋ 41：58．02 9．2�
35 ココアスエイト 牝3黒鹿54 高倉 稜ザ・チャンピオンズ 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 436± 01：58．95 343．1�
48 ショウナンアイリス 牝3鹿 54 池添 謙一国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 西村 和夫 458 ―1：59．96 12．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，255，700円 複勝： 27，810，200円 枠連： 11，160，500円
馬連： 42，567，600円 馬単： 21，028，200円 ワイド： 26，206，300円
3連複： 60，507，200円 3連単： 76，510，900円 計： 282，046，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 150円 � 140円 � 120円 枠 連（2－8） 1，240円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 400円 �� 290円 �� 240円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 7，050円

票 数

単勝票数 計 162557 的中 � 18798（3番人気）
複勝票数 計 278102 的中 � 41061（3番人気）� 47634（2番人気）� 70887（1番人気）
枠連票数 計 111605 的中 （2－8） 6970（5番人気）
馬連票数 計 425676 的中 �� 29994（3番人気）
馬単票数 計 210282 的中 �� 6059（8番人気）
ワイド票数 計 262063 的中 �� 15176（3番人気）�� 23523（2番人気）�� 29834（1番人気）
3連複票数 計 605072 的中 ��� 49143（1番人気）
3連単票数 計 765109 的中 ��� 7861（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．0―35．5―48．6―1：01．8―1：15．0―1：28．1―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

クリノセゴビア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．7．12 中京2着

2013．4．7生 牝3黒鹿 母 クリームパフ 母母 サマニベッピン 16戦1勝 賞金 19，950，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 ショウナンアイリス号は，発走地点で馬装整備。発走時刻1分遅延。
〔制裁〕 ショウナンアイリス号の調教師中村均は，枠入りの際に同馬の左頬革の尾錠が外れたことについて過怠金50，000円。

メイショウクノイチ号の騎手城戸義政は，1コーナー手前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過怠金
10，000円。（被害馬：5番・9番）
タマモパフューム号の騎手太宰啓介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

〔その他〕 ココアスエイト号は，1コーナー手前で他の馬の影響を受けたため，「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〕 ショウナンアイリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月23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） 1頭 ゴールデンビューチ号
（非抽選馬） 4頭 ウインクルスーパー号・ファーマステラ号・フェアウェルローズ号・ペプチドヴィーナス号

13002 4月23日 晴 稍重 （28京都3）第1日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時30分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

12 ダノンメモリー 牡3鹿 56 池添 謙一�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 516 ―1：24．9 17．9�
816 サトノワイバーン 牡3黒鹿56 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 480－ 41：25．43 5．4�
47 ゲンキチヤマト 牡3栗 56 太宰 啓介荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 482＋ 21：26．25 26．3�
713 サウンドスプレッド 牡3鹿 56 和田 竜二増田 雄一氏 高橋 康之 新冠 新冠橋本牧場 462± 01：26．3� 6．5�
612� レザニティエ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也吉田 和子氏 矢作 芳人 米 Padua Sta-
bles, LLC 460＋ 81：26．51	 72．2�

23 オリエンタルローズ 牝3鹿 54 田中 健山口多賀司氏 福島 信晴 浦河 東栄牧場 488＋ 61：26．6
 4．1	
815 タガノピクシー 牝3黒鹿54 酒井 学八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 420＋ 2 〃 アタマ 34．8

611 サダムギフテッド 牡3鹿 56 国分 恭介大西 定氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 486± 01：26．81 580．5�
35 スズカウエーブ 牡3栗 56 国分 優作永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 464－ 21：26．9� 118．1�
48 シャインスプライト 牡3鹿 56 武 豊布施 光章氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 520－ 4 〃 クビ 2．8
24 エスシーレオーネ 牡3鹿 56 川田 将雅工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 櫛桁牧場 476－ 81：27．21� 14．0�
714� タイキバベル 牡3鹿 56 福永 祐一�大樹ファーム 石坂 正 米 Nicewonder

Stable, LLC 522－ 81：27．52 11．1�
36 キョウワニケ 牝3栗 54

52 △城戸 義政�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 450－ 41：27．6クビ 574．6�
510 シゲルイナダ 牡3鹿 56

54 △義 英真森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 三好牧場 426－201：28．98 438．7�
11 ピカピカシャチョウ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 470－ 21：29．32
 292．2�
59 オヤマホクト 牡3鹿 56 小林 徹弥加藤 泰章氏 松永 幹夫 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 438＋101：31．3大差 129．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，335，400円 複勝： 32，321，800円 枠連： 12，860，500円
馬連： 43，501，600円 馬単： 22，484，600円 ワイド： 25，277，800円
3連複： 59，681，400円 3連単： 77，792，800円 計： 295，255，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 610円 � 260円 � 620円 枠 連（1－8） 3，670円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 11，440円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 5，190円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 33，550円 3 連 単 ��� 159，770円

票 数

単勝票数 計 213354 的中 � 9504（7番人気）
複勝票数 計 323218 的中 � 13001（7番人気）� 37853（4番人気）� 12707（8番人気）
枠連票数 計 128605 的中 （1－8） 2714（12番人気）
馬連票数 計 435016 的中 �� 6392（19番人気）
馬単票数 計 224846 的中 �� 1474（42番人気）
ワイド票数 計 252778 的中 �� 3499（22番人気）�� 1235（40番人気）�� 3301（24番人気）
3連複票数 計 596814 的中 ��� 1334（82番人気）
3連単票数 計 777928 的中 ��� 353（415番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―12．1―12．7―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．2―46．3―59．0―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンメモリー �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Louis Quatorze 初出走

2013．4．13生 牡3鹿 母 カロスキューマ 母母 How Lovely 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オヤマホクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月23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） 4頭 アンカー号・ソル号・マリノトップレディ号・ランドハイパワー号
（非抽選馬） 1頭 ロードセレリティ号

第３回 京都競馬 第１日



13003 4月23日 晴 稍重 （28京都3）第1日 第3競走 ��
��1，900�サラブレッド系3歳

発走11時00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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

24 カルムパシオン 牡3鹿 56 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 510－101：59．3 11．2�

611 ロバストミノル 牡3栗 56 武 豊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 496 ―1：59．62 7．9�
612 タマモベルガモ 牡3栗 56 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 474－ 2 〃 ハナ 6．7�
36 トウカイエクレール 牡3鹿 56 柴田 未崎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 468＋ 21：59．7クビ 5．9�
48 ワンダードゥエーロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 462－ 21：59．8� 2．9�
714 トウカイハッピー 牡3鹿 56 松田 大作内村 正則氏 野中 賢二 新ひだか 佐藤 陽一 484－ 22：00．33 34．5	
11 グレートジーピー 牡3黒鹿56 国分 優作竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 484－ 42：01．25 5．6

713 メメニシコリ 牡3鹿 56 古川 吉洋本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 454－ 82：01．51� 181．6�
59 ワークショップ 牡3鹿 56 国分 恭介小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 492－ 82：01．82 13．4�
12 アヴァンスマン 牡3栗 56 小牧 太前田 幸治氏 浜田多実雄 新ひだか 土居 忠吉 502－10 〃 ハナ 24．8
47 ケンブリッジエス 牡3栗 56

54 △義 英真中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 川上牧場 468＋10 〃 ハナ 65．7�
815 スリーサンレーザー 牝3黒鹿54 酒井 学永井商事� 目野 哲也 浦河 辻 牧場 486＋ 42：02．11� 484．3�
510	 キャナルハート 牝3鹿 54 高倉 稜�大樹ファーム 矢作 芳人 米 Mike

Abraham 472 ―2：03．710 61．1�
816 ランドストーリア 牡3黒鹿56 太宰 啓介木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 西村 和夫 456＋ 42：03．91
 102．3�
23 メインステイ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 532 ―2：04．22 229．4�
35 アグネスブレイブ 牡3鹿 56 武 幸四郎渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 468－ 22：06．1大差 145．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，370，800円 複勝： 33，886，100円 枠連： 13，744，700円
馬連： 44，608，800円 馬単： 23，334，100円 ワイド： 27，046，800円
3連複： 61，592，400円 3連単： 76，827，600円 計： 302，411，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 460円 � 280円 � 180円 枠 連（2－6） 3，100円

馬 連 �� 6，930円 馬 単 �� 17，390円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 1，570円 �� 940円

3 連 複 ��� 15，810円 3 連 単 ��� 108，780円

票 数

単勝票数 計 213708 的中 � 15256（6番人気）
複勝票数 計 338861 的中 � 16304（7番人気）� 30705（5番人気）� 57171（2番人気）
枠連票数 計 137447 的中 （2－6） 3436（13番人気）
馬連票数 計 446088 的中 �� 4987（23番人気）
馬単票数 計 233341 的中 �� 1006（52番人気）
ワイド票数 計 270468 的中 �� 2671（27番人気）�� 4421（19番人気）�� 7615（9番人気）
3連複票数 計 615924 的中 ��� 2920（47番人気）
3連単票数 計 768276 的中 ��� 512（320番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．8―13．2―12．5―12．4―12．6―12．8―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．3―30．1―43．3―55．8―1：08．2―1：20．8―1：33．6―1：46．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カルムパシオン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．1．5 京都4着

2013．4．16生 牡3鹿 母 ヴィクトリアアイ 母母 キャットクイル 4戦1勝 賞金 5，900，000円
〔制裁〕 メメニシコリ号の調教師飯田雄三は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスブレイブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月23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。
（非当選馬） 2頭 スリーアリアン号・メイショウシッポウ号
（非抽選馬） 2頭 シャインレイ号・シンボリダムール号

13004 4月23日 晴 良 （28京都3）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30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
1：43．9
1：43．9

良
良

35 エイシンティンクル 牝3芦 54 武 豊�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 482－ 21：46．5 1．8�
36 ムーチャスエルテ 牡3鹿 56 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 新ひだか 矢野牧場 458－ 41：46．92� 3．3�
612 コスモスコルピウス 牡3鹿 56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 21：47．32� 18．9�
714 キクノシュペール 牡3芦 56 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 480± 0 〃 クビ 27．2�
713 スズカウルトラ 牡3鹿 56 太宰 啓介永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 448－ 41：47．61� 54．2	
48 サムライロック 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 500 ―1：47．7� 24．7

818 マルカブリスク 牡3栗 56 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 クビ 8．9�
24 ヴ ォ ー ジ ュ 牡3青鹿56 川田 将雅杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 522 ―1：47．8� 62．5�
11 アグネスザルーツ 牡3栗 56 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 ハナ 111．8
510 ラトーヌワイズ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 466± 0 〃 アタマ 340．3�
611 サワヤカミスター 牡3栗 56 竹之下智昭永井 秀貴氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 460＋ 4 〃 クビ 17．7�
59 アルケミスト 牝3鹿 54 国分 優作�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 426－ 41：47．9� 597．5�
12 ウインイストワール 牝3芦 54 国分 恭介�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 402＋101：48．11� 291．9�
715 キトゥンズグレイス 牝3栗 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 468 ―1：48．31� 56．8�
816 オ ー パ �3鹿 56 岡田 祥嗣馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B504－141：48．51� 71．9�
47 ス ケ ッ チ 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 和美氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 458 ―1：49．03 47．3�
817 セントラルルーク 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也大迫 基弘氏 佐々木晶三 新冠 村上 欽哉 468± 01：49．53 210．7�
23 サウンドウィケット 牡3青鹿56 高倉 稜増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 大北牧場 482－ 41：49．92� 121．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，187，800円 複勝： 55，130，200円 枠連： 18，765，900円
馬連： 50，914，000円 馬単： 32，724，300円 ワイド： 30，630，400円
3連複： 72，621，400円 3連単： 111，414，900円 計： 399，388，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 250円 枠 連（3－3） 270円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 170円 �� 440円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 計 271878 的中 � 117332（1番人気）
複勝票数 計 551302 的中 � 258411（1番人気）� 81250（2番人気）� 28612（5番人気）
枠連票数 計 187659 的中 （3－3） 53700（1番人気）
馬連票数 計 509140 的中 �� 138478（1番人気）
馬単票数 計 327243 的中 �� 61655（1番人気）
ワイド票数 計 306304 的中 �� 60488（1番人気）�� 15524（3番人気）�� 8964（7番人気）
3連複票数 計 726214 的中 ��� 37101（3番人気）
3連単票数 計1114149 的中 ��� 21703（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．4―12．4―12．0―11．7―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．0―34．5―46．9―59．3―1：11．3―1：23．0―1：34．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンティンクル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．2．28 阪神2着

2013．3．8生 牝3芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 3戦1勝 賞金 8，700，000円
〔制裁〕 ラトーヌワイズ号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ブリーズリー号



13005 4月23日 晴 良 （28京都3）第1日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時20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
1：33．0
1：30．7

良
良

36 テ ラ ノ ヴ ァ 牝3芦 54 岩田 康誠 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 482＋ 21：34．6 8．0�
59 グランノーブル 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 490－ 2 〃 クビ 4．2�
714 サトノマイヒメ 牝3栗 54 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468－ 21：34．81� 5．6�
24 � ハットプレイ 牡3青鹿56 小牧 太ライオンレースホース� 森田 直行 米 Hidaka Farm 450－ 61：35．01 17．8�
510 ジュールポレール 牝3鹿 54 武 豊�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：35．1� 8．2	
11 エ レ ー デ 牝3鹿 54 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442 ―1：35．31	 7．8

715 ジョンブリアン 牝3黒鹿54 酒井 学 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 462－141：35．51� 26．8�
35 � オ リ ヒ メ 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 和子氏 石坂 正 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 456＋ 81：35．6クビ 4．1�

47 ショートストーリー 牡3黒鹿56 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494 ―1：35．92 22．1

713 クレスコキングス 牡3鹿 56 秋山真一郎堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 486－10 〃 ハナ 248．5�
612 ル ミ ナ ー ラ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 502 ― 〃 ハナ 97．2�

23 クローディーヌ 牝3栗 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434 ―1：36．32� 78．9�
48 エイシンヒアゴーズ 牡3黒鹿56 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 442－ 21：36．4クビ 24．9�
818 シ ャ ウ テ ィ 牝3鹿 54

52 △義 英真小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 448＋161：37．57 478．8�
816 マリンランプ 牝3芦 54 国分 優作小林 正和氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 406－12 〃 クビ 305．2�
611� レディーガリレオ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也大塚 亮一氏 高橋 義忠 愛 Paulyn
Limited 400＋ 21：37．6� 335．6�

817 ヒロンスキー 牝3鹿 54 国分 恭介熊澤 浩樹氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 450＋121：38．77 199．3�
12 モ デ ス ト 牡3栗 56 太宰 啓介馬場 祥晃氏 安達 昭夫 浦河 荻伏三好フ

アーム 490－101：42．3大差 269．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，421，000円 複勝： 40，861，900円 枠連： 17，713，200円
馬連： 51，643，800円 馬単： 24，863，200円 ワイド： 29，601，000円
3連複： 67，719，300円 3連単： 83，700，300円 計： 340，523，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 210円 � 170円 � 190円 枠 連（3－5） 460円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 630円 �� 710円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 16，480円

票 数

単勝票数 計 244210 的中 � 24309（5番人気）
複勝票数 計 408619 的中 � 46528（4番人気）� 69558（2番人気）� 56322（3番人気）
枠連票数 計 177132 的中 （3－5） 29607（1番人気）
馬連票数 計 516438 的中 �� 21447（6番人気）
馬単票数 計 248632 的中 �� 4322（18番人気）
ワイド票数 計 296010 的中 �� 11795（5番人気）�� 10301（8番人気）�� 18006（3番人気）
3連複票数 計 677193 的中 ��� 19246（4番人気）
3連単票数 計 837003 的中 ��� 3682（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．9―23．2―35．1―47．6―59．3―1：10．9―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 14，18（8，9，17）15（6，5）10（4，11）1，3（12，13）－（7，16）＝2 4 14，18（8，9）17（6，5，15）（4，10）（11，1）（12，13）3（7，16）＝2

勝馬の
紹 介

テ ラ ノ ヴ ァ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．11．23 東京5着

2013．4．16生 牝3芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロンスキー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月23日まで平地競走

に出走できない。
モデスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月23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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒルノサルバドール号
（非抽選馬） 1頭 タランテュー号

13006 4月23日 晴 稍重 （28京都3）第1日 第6競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

810 クリノリトミシュル 牝3鹿 54 小牧 太栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 492± 01：51．0 4．7�
22 � サハラファイター 牡3鹿 56 武 豊本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 496± 01：51．85 10．6�
44 ウインランブル 牡3鹿 56 川田 将雅�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 468＋ 41：52．43� 10．2�
11 シゲルキハダマグロ 牡3栗 56 岩田 康誠森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか タガミファーム 436＋ 21：52．71� 3．8�
811 トウショウコマンチ 牡3青鹿56 	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 498＋ 21：53．02 4．8�
67 キングズキャニオン 牡3鹿 56

54 △義 英真石川 幸司氏 大根田裕之 新ひだか 三石ファーム B436－ 51：53．1� 106．2	
79 ワンダーアビルマン 牡3黒鹿56 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 498＋ 4 〃 ハナ 3．1

78 プラネットブルー 牡3栗 56 松田 大作森岡 幸人氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516＋ 81：53．2クビ 28．5�
55 ロードレグナム 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 490－ 21：55．2大差 72．1�
33 ニホンピロボーラー 牡3鹿 56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 490－ 81：55．62� 228．0
66 セイカタクト 牡3黒鹿 56

54 △城戸 義政久米 大氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム 438－ 81：56．13 305．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，233，800円 複勝： 28，739，400円 枠連： 12，428，600円
馬連： 49，087，800円 馬単： 27，457，200円 ワイド： 23，993，000円
3連複： 60，563，600円 3連単： 104，392，200円 計： 329，895，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 260円 � 220円 枠 連（2－8） 1，430円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 730円 �� 790円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 42，830円

票 数

単勝票数 計 232338 的中 � 39016（3番人気）
複勝票数 計 287394 的中 � 49125（3番人気）� 25760（6番人気）� 33992（5番人気）
枠連票数 計 124286 的中 （2－8） 6696（5番人気）
馬連票数 計 490878 的中 �� 15378（11番人気）
馬単票数 計 274572 的中 �� 4663（21番人気）
ワイド票数 計 239930 的中 �� 8548（11番人気）�� 7860（12番人気）�� 4720（15番人気）
3連複票数 計 605636 的中 ��� 5996（21番人気）
3連単票数 計1043922 的中 ��� 1767（122番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．4―12．6―12．9―12．8―12．8―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．0―35．4―48．0―1：00．9―1：13．7―1：26．5―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノリトミシュル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．12 函館5着

2013．3．30生 牝3鹿 母 ツルマルミホ 母母 ラ イ リ ス ト 13戦2勝 賞金 22，420，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイカタクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月23日まで平地競走に

出走できない。
※セイカタクト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13007 4月23日 晴 良 （28京都3）第1日 第7競走 ��
��1，600�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
1：31．4
1：30．7

良
良

814 カレンオプシス 牝4青鹿55 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490－ 21：34．1 14．0�
815� ネオアトラクション 牡4鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 492± 01：34．2	 26．6�
23 リーサルストライク 牡4鹿 57 福永 祐一�G1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－ 81：34．3	 3．7�
46 グレイスミノル 牝4青鹿55 武 豊吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 472－ 4 〃 アタマ 4．0�
713 タイセイマジック 
5鹿 57 国分 恭介田中 成奉氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 452－18 〃 クビ 112．3�
34 ラ ク ア ミ 牝4栗 55

54 ☆小崎 綾也西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B452－ 2 〃 クビ 10．5	
35 ブラックバード 牡4鹿 57 川田 将雅 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 470－ 41：34．4クビ 9．8

47 ナリタゴールド 
4鹿 57 森 一馬�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 422－ 4 〃 クビ 10．6�
610 アイオシルケン 牡4黒鹿57 �島 良太石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 488＋141：34．5� 133．2�
712 スリーカラーナンゴ 牡5鹿 57

55 △義 英真永井商事� 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 464＋ 61：34．6クビ 373．5
11 � ウィズアミッション 牝5鹿 55 秋山真一郎吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 440＋12 〃 クビ 12．2�
611 ノーブルルージュ 牝4黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 452＋ 21：34．81 24．8�
22 ヒルノマレット 牡4黒鹿57 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 514＋ 41：35．01 7．9�
58 アルトゥーナ 牝5黒鹿55 和田 竜二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 442－ 4 〃 クビ 101．5�
59 バ ル ビ ー ナ 牝4鹿 55 武 幸四郎中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 498± 01：37．5大差 14．8�
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売 得 金
単勝： 26，617，600円 複勝： 42，849，000円 枠連： 19，876，700円
馬連： 68，402，300円 馬単： 32，224，600円 ワイド： 38，410，900円
3連複： 88，821，400円 3連単： 114，961，700円 計： 432，164，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 410円 � 590円 � 170円 枠 連（8－8） 11，110円

馬 連 �� 11，400円 馬 単 �� 20，900円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 900円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 16，020円 3 連 単 ��� 118，220円

票 数

単勝票数 計 266176 的中 � 15157（8番人気）
複勝票数 計 428490 的中 � 24062（8番人気）� 15537（11番人気）� 87186（1番人気）
枠連票数 計 198767 的中 （8－8） 1386（26番人気）
馬連票数 計 684023 的中 �� 4649（46番人気）
馬単票数 計 322246 的中 �� 1156（86番人気）
ワイド票数 計 384109 的中 �� 3399（38番人気）�� 11390（7番人気）�� 5904（21番人気）
3連複票数 計 888214 的中 ��� 4158（62番人気）
3連単票数 計1149617 的中 ��� 705（448番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．5―46．8―58．9―1：10．7―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンオプシス �
�
父 サムライハート �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2015．4．4 阪神2着

2012．1．31生 牝4青鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 9戦2勝 賞金 16，750，000円

13008 4月23日 晴 稍重 （28京都3）第1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）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

44 エンドレスシャイン 牡5鹿 57 福永 祐一岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 442－ 21：11．5 5．5�
69 トップリバティ 牡4黒鹿57 松田 大作�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 522－ 21：11．71� 9．1�
56 レンズフルパワー 牡4鹿 57 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 504＋ 4 〃 クビ 12．7�
812 サーティグランド 牡4鹿 57

55 △義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 504－ 6 〃 アタマ 8．5�
813 メイショウカフウ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 480－ 61：11．91 2．6�
57 � アシドベリー 牝4鹿 55 和田 竜二�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 444± 0 〃 クビ 21．8	
11 � シゲルノマオイ 牡4栗 57 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 482± 01：12．11� 50．8

22 スターペスユウコ 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 456－ 4 〃 ハナ 11．2�
711 タ ピ エ ス 牡4鹿 57 岩田 康誠細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 488＋ 21：12．73� 52．5�
33 � ハイコマンド 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人服部 新平氏 坪 憲章 新ひだか 有限会社石川牧場 474－ 81：12．91� 374．9
68 ヤマニンアタシャン 牝5鹿 55 川田 将雅土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 422＋ 41：13．0	 6．6�
45 セルリアンコスモ 牡4鹿 57 太宰 啓介�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 522＋ 61：13．1� 21．0�
710� デンコウハシャ 
4青鹿 57

55 △城戸 義政田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 430± 01：14．69 59．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，621，400円 複勝： 34，903，900円 枠連： 17，363，600円
馬連： 55，200，200円 馬単： 28，952，600円 ワイド： 30，835，400円
3連複： 70，878，200円 3連単： 103，563，100円 計： 365，318，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 230円 � 300円 � 340円 枠 連（4－6） 910円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，350円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 10，920円 3 連 単 ��� 62，830円

票 数

単勝票数 計 236214 的中 � 33763（2番人気）
複勝票数 計 349039 的中 � 44344（3番人気）� 29440（5番人気）� 24954（7番人気）
枠連票数 計 173636 的中 （4－6） 14762（4番人気）
馬連票数 計 552002 的中 �� 14038（12番人気）
馬単票数 計 289526 的中 �� 4183（17番人気）
ワイド票数 計 308354 的中 �� 9097（9番人気）�� 5834（17番人気）�� 3809（27番人気）
3連複票数 計 708782 的中 ��� 4867（39番人気）
3連単票数 計1035631 的中 ��� 1195（211番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―12．0―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．4
3 8，9，13（1，2）7，4（3，10，5）6，12－11 4 ・（8，9）13（1，2）（4，7）（3，5）（6，12）－（11，10）

勝馬の
紹 介

エンドレスシャイン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．10 小倉6着

2011．5．11生 牡5鹿 母 マコトエンエン 母母 ケアフルタイミング 25戦3勝 賞金 31，930，000円
〔制裁〕 レンズフルパワー号の騎手小坂忠士は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



13009 4月23日 曇 良 （28京都3）第1日 第9競走 ��
��2，200�

ひ ら さ ん

比 良 山 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，27．4．25以降28．4．17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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

11 アドマイヤオウジャ 牡6鹿 54 和田 竜二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 468－ 42：14．9 35．9�
44 メイショウコルノ 牡5黒鹿56 岩田 康誠松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 546± 02：15．0� 3．9�
88 ジャズファンク 牡4鹿 56 武 豊市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 496－ 42：15．1� 3．1�
55 ゴールドテーラー 牝6栗 53 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 430± 02：15．31	 7．6�
33 ビップレボルシオン 牡5鹿 55 小牧 太鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞
湖 レイクヴィラファーム 516－ 42：15．4� 10．5�
77 ゼウスバローズ 牡5鹿 55 福永 祐一猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 466－ 2 〃 クビ 2．5	
22 トニーポケット 牡7鹿 54 岡田 祥嗣藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 B486＋ 62：15．93 90．1

89 アムールスキー 牡5鹿 53 酒井 学 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 42：16．32� 57．1�
66 � メイショウオトコギ �7栗 52 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 498＋122：16．72� 62．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，462，400円 複勝： 39，452，900円 枠連： 12，435，500円
馬連： 66，161，400円 馬単： 39，642，900円 ワイド： 30，966，300円
3連複： 82，235，500円 3連単： 200，323，400円 計： 501，680，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，590円 複 勝 � 600円 � 180円 � 160円 枠 連（1－4） 7，090円

馬 連 �� 5，910円 馬 単 �� 16，610円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，290円 �� 290円

3 連 複 ��� 6，000円 3 連 単 ��� 81，450円

票 数

単勝票数 計 304624 的中 � 6771（6番人気）
複勝票数 計 394529 的中 � 12228（6番人気）� 63431（3番人気）� 79125（2番人気）
枠連票数 計 124355 的中 （1－4） 1358（14番人気）
馬連票数 計 661614 的中 �� 8662（13番人気）
馬単票数 計 396429 的中 �� 1790（29番人気）
ワイド票数 計 309663 的中 �� 4766（13番人気）�� 5650（12番人気）�� 32184（3番人気）
3連複票数 計 822355 的中 ��� 10263（14番人気）
3連単票数 計2003234 的中 ��� 1783（132番人気）

ハロンタイム 13．4―12．3―12．9―12．2―12．4―12．9―13．1―11．9―11．4―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．4―25．7―38．6―50．8―1：03．2―1：16．1―1：29．2―1：41．1―1：52．5―2：03．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F33．8
1
3
1－4，5，8（2，7）（3，6）9
1，4（5，8）7，2，3，6－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤオウジャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Eltish デビュー 2012．8．5 札幌1着

2010．3．9生 牡6鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 26戦4勝 賞金 52，810，000円

13010 4月23日 曇 良 （28京都3）第1日 第10競走 ��
��1，400�

たちばな

橘 ス テ ー ク ス
発走15時00分 （芝・右・外）
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1，200万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

811 オデュッセウス 牡3鹿 57 福永 祐一ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474－ 41：20．8 7．0�
68 キアロスクーロ 牡3黒鹿56 武 豊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 496＋ 61：21．01� 2．8�
812 シゲルノコギリザメ 牡3黒鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480± 01：21．21� 4．5�
79 ラズールリッキー 牝3黒鹿55 四位 洋文岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 450－ 4 〃 クビ 48．2�
44 	 ルグランフリソン 牡3鹿 56 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 466－ 41：21．41� 11．4�
55 メイショウシャチ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 460－ 21：21．5
 55．9�
710 レーヴムーン 牡3黒鹿56 池添 謙一ニットー商事	 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 452－121：21．6
 8．7

33 	 スキャットエディ 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 斎藤 誠 米 Machmer

Hall 486＋ 21：21．7クビ 8．3�
11 オーマイガイ 牡3栗 56 国分 恭介廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 438＋ 21：21．8� 75．7�
22 ウインミレーユ 牝3黒鹿54 和田 竜二	ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム B430＋ 21：22．11
 58．5
56 フェザリータッチ 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 ハナ 7．7�
67 サイモンゼーレ 牡3鹿 56 松田 大作澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 448－ 21：22．41
 73．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，465，000円 複勝： 73，337，600円 枠連： 25，101，900円
馬連： 127，920，500円 馬単： 53，293，800円 ワイド： 56，087，500円
3連複： 153，274，700円 3連単： 238，711，700円 計： 776，192，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 130円 � 150円 枠 連（6－8） 410円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 430円 �� 560円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 11，150円

票 数

単勝票数 計 484650 的中 � 54612（3番人気）
複勝票数 計 733376 的中 � 80790（4番人気）� 177794（1番人気）� 119227（2番人気）
枠連票数 計 251019 的中 （6－8） 47026（1番人気）
馬連票数 計1279205 的中 �� 83525（3番人気）
馬単票数 計 532938 的中 �� 14487（9番人気）
ワイド票数 計 560875 的中 �� 32518（4番人気）�� 24112（5番人気）�� 52825（1番人気）
3連複票数 計1532747 的中 ��� 66693（2番人気）
3連単票数 計2387117 的中 ��� 15514（27番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．0―11．5―11．8―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．0―45．5―57．3―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．3
3 12，9（6，7）4－5，3，11，2，8，1，10 4 12（9，7）（4，6）5（3，11）（2，8）（1，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オデュッセウス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．6．21 函館1着

2013．3．8生 牡3鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 7戦3勝 賞金 50，228，000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。
〔発走状況〕 レーヴムーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 レーヴムーン号は，発走調教再審査。



13011 4月23日 曇 良 （28京都3）第1日 第11競走 ��
��1，200�

ひ こ ね

彦根ステークス
発走15時35分 （芝・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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

713 アットウィル 牡6栗 57 古川 吉洋宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 498－ 21：08．0 6．1�
59 スナッチマインド 牝5鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 2 〃 クビ 2．6�
36 コウエイタケル 牡5鹿 57 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 490＋ 2 〃 ハナ 22．5�
818 アドマイヤナイト 牝4栗 55 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 422－ 61：08．1� 9．3�
47 ヴィクタープライム 牡4青鹿57 松田 大作村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 454± 01：08．2クビ 41．0�
35 	 オ ウ ノ ミ チ 牡5黒鹿57 岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 476± 01：08．3
 7．4	
612 アルティマブラッド 牝4青鹿55 四位 洋文 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 アタマ 14．9

817� フィドゥーシア 牝4鹿 55 小牧 太前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 478－ 21：08．4クビ 31．9�
611 プレイズエターナル 牡6黒鹿57 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B496＋ 6 〃 クビ 5．9�
12 サ ン シ カ ゴ 牡5栗 57 秋山真一郎加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 478－ 4 〃 ハナ 58．2
48 	 アドマイヤイナズマ 牡6青鹿57 国分 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 B516＋ 61：08．5クビ 44．6�
715	 ホ ス ト 牡5黒鹿57 池添 謙一内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 512－161：08．6� 50．2�
510 シゲルチャグチャグ 牝4鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 長浜牧場 476＋ 2 〃 クビ 38．5�
23 モンマックス 牡6鹿 57 太宰 啓介�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 518± 01：08．7
 82．1�
24 ロードガルーダ 牡7青 57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 510－ 4 〃 アタマ 60．6�
714 ペイシャモンシェリ 牡5鹿 57 田中 健北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 478－ 21：08．91� 134．7�
816 トーセンラーク 牝4栗 55 小崎 綾也島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 476－ 6 〃 クビ 259．2�
11 エ フ ェ ク ト 牝4青鹿55 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 448－201：10．17 377．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 71，135，600円 複勝： 111，709，300円 枠連： 59，456，700円
馬連： 251，844，400円 馬単： 103，308，100円 ワイド： 108，437，200円
3連複： 352，841，200円 3連単： 526，761，600円 計： 1，585，494，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 150円 � 410円 枠 連（5－7） 750円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，210円 �� 980円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 31，920円

票 数

単勝票数 計 711356 的中 � 93173（3番人気）
複勝票数 計1117093 的中 � 184996（2番人気）� 241865（1番人気）� 50534（7番人気）
枠連票数 計 594567 的中 （5－7） 61310（2番人気）
馬連票数 計2518444 的中 �� 213105（2番人気）
馬単票数 計1033081 的中 �� 32708（6番人気）
ワイド票数 計1084372 的中 �� 75662（2番人気）�� 11692（23番人気）�� 27604（11番人気）
3連複票数 計3528412 的中 ��� 44525（15番人気）
3連単票数 計5267616 的中 ��� 11963（85番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―10．9―10．9―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―33．9―44．8―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．1
3 17，14（10，18）13（5，6，12）8（1，16）（4，9）（7，15）2，11－3 4 ・（17，14）（13，18）10（6，12）5－（8，9）16，1（4，7）（2，15）（3，11）

勝馬の
紹 介

アットウィル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．6．17 函館1着

2010．2．7生 牡6栗 母 アフレタータ 母母 チャイナブリーズ 25戦4勝 賞金 127，455，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 プリンセスムーン号・ユキノアイオロス号

13012 4月23日 曇 稍重 （28京都3）第1日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

816 ラ デ ィ カ ル 牡4黒鹿57 岩田 康誠前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486－ 81：24．0 3．5�

23 ナンヨーカノン 牝6青鹿55 池添 謙一中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468－ 21：24．1� 30．8�
36 メイショウタラチネ 牝4黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 472± 01：24．2	 44．3�
714
 ノーザンバローズ 牡4鹿 57 川田 将雅猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Craig D.

Upham 484± 0 〃 アタマ 3．0�
47 メイショウルンバ 牝5栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 476－ 21：24．41 70．4�
510 アイファーサンディ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 468± 0 〃 ハナ 19．8�
35 � ジョディーズロマン 牝6栗 55 国分 優作 	ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 452＋ 4 〃 ハナ 315．4

815 アイアムナチュラル 牡5鹿 57 四位 洋文堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 534－ 2 〃 クビ 17．6�
611 カ ト ラ ス �6芦 57

54 ▲三津谷隼人村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 472－ 61：24．5クビ 43．7�
11 ウォーシップマーチ 牡6黒鹿57 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 474－101：24．6	 50．0
12 イサチルホープ 牡4栗 57

55 △義 英真小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 470－ 2 〃 クビ 12．8�
59 メイショウオオカゼ 牡6黒鹿57 福永 祐一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522± 01：24．7� 8．3�
48 プラチナコード 牡4芦 57 和田 竜二 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 496－ 41：24．91 6．8�
713 ト ワ エ モ ア 牝4鹿 55 酒井 学中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 478＋ 21：25．32� 337．3�
24 トウケイタイガー 牡5黒鹿57 松田 大作木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 下村 繁正 480－ 61：25．4� 15．5�
612 ハナズインパルス 牝6黒鹿55 小牧 太M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 478－ 61：25．61 126．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，947，900円 複勝： 62，326，100円 枠連： 32，891，600円
馬連： 121，492，300円 馬単： 49，723，100円 ワイド： 60，853，000円
3連複： 155，620，100円 3連単： 221，890，300円 計： 749，744，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 700円 � 960円 枠 連（2－8） 1，460円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 8，710円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 2，900円 �� 13，240円

3 連 複 ��� 84，210円 3 連 単 ��� 335，840円

票 数

単勝票数 計 449479 的中 � 101516（2番人気）
複勝票数 計 623261 的中 � 125862（2番人気）� 19719（9番人気）� 13988（12番人気）
枠連票数 計 328916 的中 （2－8） 17372（5番人気）
馬連票数 計1214923 的中 �� 15313（21番人気）
馬単票数 計 497231 的中 �� 4279（33番人気）
ワイド票数 計 608530 的中 �� 8232（20番人気）�� 5418（35番人気）�� 1165（75番人気）
3連複票数 計1556201 的中 ��� 1386（181番人気）
3連単票数 計2218903 的中 ��� 479（827番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．6―11．8―12．3―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．0―34．6―46．4―58．7―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ デ ィ カ ル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2014．10．26 京都6着

2012．3．14生 牡4黒鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 14戦3勝 賞金 40，650，000円
〔制裁〕 メイショウタラチネ号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 アバンサル号・キーブランド号・ジョウショーチカラ号



（28京都3）第1日 4月23日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

209，340，000円
2，530，000円
8，000，000円
1，190，000円
21，370，000円
69，895，500円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
379，054，400円
583，328，400円
253，799，400円
973，344，700円
459，036，700円
488，345，600円
1，286，356，400円
1，936，850，500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 6，360，116，100円

総入場人員 16，482名 （有料入場人員 15，613名）
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