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13001 4月22日 晴 稍重 （29京都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

36 フラワーイレブン 牝3栗 54 川島 信二吉野加壽代氏 松元 茂樹 青森 ワールドファーム 468－ 11：53．2 194．6�
815 アスターストーリー 牝3鹿 54 幸 英明加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 442－ 21：55．0大差 17．3�
612 サンチャゴボラーレ 牝3栗 54 福永 祐一�ヤナガワ牧場 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 81：55．42� 13．4�
611 クリノゼノビア 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 416＋101：55．71� 210．1�
23 レッドラトナ 牝3鹿 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 クビ 1．4	
35 ナリタアマランサス 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗�オースミ 藤沢 則雄 日高 白井牧場 458－ 41：55．8� 203．6

12 タマモヒナマツリ 牝3鹿 54 藤岡 佑介タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 434－ 21：56．33 24．7�
59 メイショウサギリ 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星松本 好雄氏 南井 克巳 日高 槇本牧場 434＋ 21：57．57 73．8�
11 ニホンピロモリー 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 468± 01：57．6� 166．5
48 ディセントラ 牝3鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452± 01：57．91� 10．4�
24 マイラビング 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 446－ 21：58．11 360．7�
47 ブルーブラッド 牝3栗 54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 21：58．31� 7．0�
816 ヤマニンカプシーヌ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 442＋ 21：58．4クビ 193．7�
714 エイシンプラズマ 牝3栗 54 岩田 康誠�栄進堂 今野 貞一 新ひだか 土田 扶美子 474 ―1：59．46 62．3�
713 マジックルーラー 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 480 ―2：01．010 12．2�
510 ホマレイチバンボシ 牝3鹿 54

52 △荻野 極阿部東亜子氏 斉藤 崇史 平取 スガタ牧場 456－ 22：01．53 31．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，878，800円 複勝： 72，246，800円 枠連： 14，916，000円
馬連： 45，143，800円 馬単： 26，376，700円 ワイド： 28，964，300円
3連複： 62，349，700円 3連単： 95，332，800円 計： 366，208，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 19，460円 複 勝 � 6，760円 � 880円 � 1，120円 枠 連（3－8） 26，150円

馬 連 �� 169，830円 馬 単 �� 314，000円

ワ イ ド �� 23，430円 �� 15，350円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 227，000円 3 連 単 ��� 1，727，900円

票 数

単勝票数 計 208788 的中 � 858（13番人気）
複勝票数 計 722468 的中 � 2712（12番人気）� 22463（4番人気）� 17308（6番人気）
枠連票数 計 149160 的中 （3－8） 442（29番人気）
馬連票数 計 451438 的中 �� 206（83番人気）
馬単票数 計 263767 的中 �� 63（156番人気）
ワイド票数 計 289643 的中 �� 314（71番人気）�� 480（58番人気）�� 4967（13番人気）
3連複票数 計 623497 的中 ��� 206（202番人気）
3連単票数 計 953328 的中 ��� 40（1223番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．0―36．5―49．1―1：01．7―1：14．4―1：27．3―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フラワーイレブン �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．10．22 京都12着

2014．5．18生 牝3栗 母 タイホウパーリオ 母母 ローレルアンジュ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 レッドラトナ号の騎手池添謙一は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔その他〕 エイシンプラズマ号は，向正面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〕 ブルーブラッド号・ヤマニンカプシーヌ号・マジックルーラー号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成29年5月22日まで平地競走に出走できない。
ホマレイチバンボシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月22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 カリーニョミノル号
（非抽選馬） 1頭 ヒデノエーデル号

13002 4月22日 晴 稍重 （29京都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

510� パンサーバローズ 牡3黒鹿56 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar
Farm, LLC 490＋ 21：25．4 1．4�

48 � ワンダーセトラ 牡3鹿 56 松若 風馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 米 Meg Buckley &

Mike Buckley 474－ 21：25．61� 8．2�
714 フィールドステイ 牡3鹿 56 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 498－ 2 〃 ハナ 7．1�
713 ハトマークワルツ 牝3栗 54 藤岡 康太山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 422－ 61：25．91� 51．1�
36 ジョーアラビカ 牡3芦 56 岩田 康誠上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 514－ 2 〃 ハナ 11．5�
35 ブルベアレオパード 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 坂口 正則 浦河 山田 昇史 514 ―1：26．0	 214．2	
815 ペプチドホープ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 474－ 41：26．1� 14．2

24 プリンセスタイム 牝3鹿 54 岡田 祥嗣飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 436 ―1：26．2クビ 85．8�
12 マ ジ ョ ラ ム 牝3鹿 54 浜中 俊�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 41：26．52 62．1�
612 ベイローレル 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星杉山 一穂氏 高橋 義忠 浦河 三嶋牧場 470－ 41：26．6クビ 37．2
47 アオテンジョウ 牡3栗 56 国分 優作北所 直人氏 沖 芳夫 登別 ユートピア牧場 492－161：27．55 139．0�
23 ミツルファミリー 牡3鹿 56 幸 英明泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 498－ 61：27．71
 76．5�
59 コンノートスリー 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼浜野順之助氏 河内 洋 新ひだか 前田ファーム 480 ―1：27．8� 245．0�
611 ヨウリョウシダイ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介一村 哲也氏 小崎 憲 新冠 森永 聡 464 ―1：29．39 272．0�
11 アカネラフレシア 牡3鹿 56

54 △荻野 極ライオンレースホース� 加用 正 新ひだか 岡田牧場 496 ―1：29．72� 196．4�
816 ヒロシゲスマート 牡3鹿 56 小牧 太阿尾 浩和氏 作田 誠二 浦河 安藤牧場 458－ 41：30．76 34．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，974，900円 複勝： 73，984，600円 枠連： 13，614，200円
馬連： 49，640，400円 馬単： 29，876，200円 ワイド： 33，689，200円
3連複： 68，069，400円 3連単： 100，226，300円 計： 398，075，200円

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 250円 �� 220円 �� 510円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，450円

票 数

単勝票数 計 289749 的中 � 160083（1番人気）
複勝票数 計 739846 的中 � 424455（1番人気）� 69621（3番人気）� 72172（2番人気）
枠連票数 計 136142 的中 （4－5） 20240（2番人気）
馬連票数 計 496404 的中 �� 64080（2番人気）
馬単票数 計 298762 的中 �� 33445（2番人気）
ワイド票数 計 336892 的中 �� 36485（2番人気）�� 41435（1番人気）�� 14537（6番人気）
3連複票数 計 680694 的中 ��� 52452（1番人気）
3連単票数 計1002263 的中 ��� 29607（3番人気）

ハロンタイム 11．8―11．2―11．8―12．0―12．3―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―23．0―34．8―46．8―59．1―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パンサーバローズ �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Gone West デビュー 2016．11．26 京都2着

2014．3．9生 牡3黒鹿 母 Grandma Martha 母母 Magicalmysterycat 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 ヒロシゲスマート号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロシゲスマート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月22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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒートアイズ号
（非抽選馬） 5頭 サダムベッピンサン号・タガノヴァン号・テイエムアレグレス号・テイエムキャラバン号・バルコラベーロ号

第３回 京都競馬 第１日



13003 4月22日 晴 稍重 （29京都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

815 ナムラシンウチ 牡3鹿 56 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 496－ 82：02．1 8．5�
48 マイネルエーポス 牡3鹿 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 石田牧場 454＋ 22：02．31� 12．8�
12 タ ル ガ 牡3黒鹿56 藤岡 康太�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504± 0 〃 クビ 5．0�
36 クールモンスター 牡3鹿 56 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 502－ 42：02．4クビ 10．8�
59 ダンツブレーブ 牡3芦 56 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 458－ 22：02．61� 1．8�
510 ブ ル ノ 牡3栗 56 水口 優也北山 敏	氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456－ 22：02．7� 187．9

611 パイオニアゴールド 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 414－ 22：03．02 15．8�
713 ク レ オ ス 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510＋ 42：03．85 18．7

11 ゴ ス ペ ル 牝3鹿 54 酒井 学サイプレスホール
ディングス合同会社 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 2 〃 ハナ 250．8�
35 パワーズオブテン 牡3鹿 56 高倉 稜�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 418－ 62：04．54 262．1�
24 アルマバテーム 牝3鹿 54 国分 優作コウトミックレーシング 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 B492± 0 〃 アタマ 74．3�
816 プ ル マ ン 牡3黒鹿56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514－ 82：04．71 30．4�

612 ロングアイガー 牡3鹿 56 小林 徹弥中井 敏雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 572＋ 22：05．44 70．1�
23 バイアストリート 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 平田 修 平取 稲原牧場 454± 02：06．25 190．0�
714 ア モ レ イ ラ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 新冠 細川農場 490＋102：06．51� 188．5�
47 ケ ル ビ ン 牡3鹿 56 国分 恭介野嶋 祥二氏 羽月 友彦 新ひだか 本桐牧場 484－ 42：07．24 36．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，099，600円 複勝： 46，291，400円 枠連： 11，179，300円
馬連： 40，891，300円 馬単： 25，524，000円 ワイド： 29，288，400円
3連複： 55，081，900円 3連単： 77，695，000円 計： 307，050，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 400円 � 340円 � 230円 枠 連（4－8） 2，890円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 10，030円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 910円 �� 710円

3 連 複 ��� 7，320円 3 連 単 ��� 48，720円

票 数

単勝票数 計 210996 的中 � 19811（3番人気）
複勝票数 計 462914 的中 � 28346（4番人気）� 34831（3番人気）� 58021（2番人気）
枠連票数 計 111793 的中 （4－8） 2994（9番人気）
馬連票数 計 408913 的中 �� 6579（12番人気）
馬単票数 計 255240 的中 �� 1908（26番人気）
ワイド票数 計 292884 的中 �� 5438（12番人気）�� 8235（10番人気）�� 10835（7番人気）
3連複票数 計 550819 的中 ��� 5641（22番人気）
3連単票数 計 776950 的中 ��� 1156（139番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．0―12．6―12．6―12．7―12．7―13．2―13．7―14．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．4―30．4―43．0―55．6―1：08．3―1：21．0―1：34．2―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F41．1
1
3
2，7（6，9）15（10，16）－11（1，13）8－5，14（3，4）－12・（2，6，15）－9，10（7，11）（16，8）－13－1（5，4）－3（12，14）

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

勝馬の
紹 介

ナムラシンウチ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．1．21 京都9着

2014．4．19生 牡3鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 パイオニアゴールド号の騎手川又賢治は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・8番）

マイネルエーポス号の騎手幸英明は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケルビン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月22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） 4頭 ヴェストリス号・ブルックリンソウル号・マダムストーリー号・ミラクルツリー号

13004 4月22日 晴 良 （29京都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

48 ユキノタイガ 牡3芦 56
53 ▲富田 暁村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 504＋ 21：49．9 11．5�

59 メイショウグロッケ 牝3鹿 54 浜中 俊松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 464－ 6 〃 クビ 6．3�
47 アストロノーティカ 牡3鹿 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 41：50．11� 83．2�
23 カデナダムール 牝3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446－ 41：50．2� 2．0�
12 アスターアゲイン 牡3鹿 56 松山 弘平加藤 久枝氏 森田 直行 むかわ 市川牧場 502－ 61：50．3� 63．8	
817 ウインストラグル 牡3黒鹿56 高倉 稜
ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 466＋ 21：50．4クビ 79．5�
816 ガルトマーン 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 450－101：50．61 28．1�
35 アルアンダルス 牡3青鹿56 小牧 太 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 482 ― 〃 ハナ 8．4
815 デンコウジェネシス �3栗 56 松若 風馬田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム 460 ― 〃 クビ 44．0�
11 ナリタプレジデント 牡3鹿 56 熊沢 重文
オースミ 沖 芳夫 様似 清水 誠一 456＋ 8 〃 アタマ 3．8�
24 ゴ ー ド ン �3黒鹿56 幸 英明 
カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 476－161：50．7� 112．1�
612 イ ツ ジ ョ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 472－121：51．33� 287．1�
36 オーミカンタービレ 牝3栗 54 国分 優作岩﨑 僖澄氏 谷 潔 浦河 グラストレーニ

ングセンター 444 ―1：51．4� 163．3�
713 ウインリフレイン 牡3栗 56

54 △荻野 極
ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 450－171：51．5� 197．6�
714 テイエムガリバー 牡3栗 56 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 中地 義次 486－ 41：51．81� 151．6�
611 ジ ェ ル マ 牡3青鹿56 岡田 祥嗣吉田 照哉氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 496 ―1：52．33 84．2�

（16頭）
510 シゲルハスキー 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 湯窪 幸雄 むかわ 真壁 信一 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，196，500円 複勝： 30，154，700円 枠連： 13，541，900円
馬連： 43，613，500円 馬単： 26，301，600円 ワイド： 27，868，700円
3連複： 58，144，300円 3連単： 85，105，600円 計： 309，926，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 380円 � 230円 � 1，300円 枠 連（4－5） 4，290円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 7，440円

ワ イ ド �� 960円 �� 6，780円 �� 4，870円

3 連 複 ��� 56，190円 3 連 単 ��� 328，190円

票 数

単勝票数 計 251965 的中 � 17504（5番人気）
複勝票数 計 301547 的中 � 20367（5番人気）� 41339（3番人気）� 5103（11番人気）
枠連票数 計 135419 的中 （4－5） 2446（13番人気）
馬連票数 計 436135 的中 �� 9327（9番人気）
馬単票数 計 263016 的中 �� 2648（20番人気）
ワイド票数 計 278687 的中 �� 7852（8番人気）�� 1033（38番人気）�� 1445（34番人気）
3連複票数 計 581443 的中 ��� 776（86番人気）
3連単票数 計 851056 的中 ��� 188（504番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―35．7―48．4―1：01．4―1：14．3―1：26．5―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F35．6
3 7，12（8，15）9（2，14）（13，17）（3，16，4）1，5，6－11 4 7（12，15）8，9（2，14，17）（13，1）（3，16）（5，6，4）－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ユキノタイガ �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2016．10．1 阪神12着

2014．3．29生 牡3芦 母 タバスコリエ 母母 グッドルックス 8戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 シゲルハスキー号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ジェルマ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。

ナリタプレジデント号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジェルマ号は，平成29年4月23日から平成29年5月14日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。



13005 4月22日 晴 良 （29京都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

11 バ ル ベ ー ラ 牝3青鹿54 国分 優作 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 422＋ 21：34．7 9．4�

611 レディギャング 牝3芦 54 幸 英明近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 464± 01：34．8� 1．6�
24 ヒマワリノヤクソク 牝3栗 54 川田 将雅山口 敦広氏 斉藤 崇史 新ひだか オギオギ牧場 462± 01：35．12 22．1�
714 エイシンムジカ 牝3栗 54 酒井 学平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 472－ 2 〃 ハナ 8．4�
59 ピ ン ギ ッ ト 牝3鹿 54 高倉 稜�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 424＋10 〃 ハナ 246．0	
47 カ リ エ ラ 牝3栗 54 松若 風馬�谷岡牧場 杉山 晴紀 新ひだか 谷岡牧場 464 ―1：35．41� 106．5

510 エイシンユリーカ 牡3鹿 56 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 494＋ 61：35．5� 54．3�
817 メ ヌ エ ッ ト 牝3芦 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 432－10 〃 クビ 33．2�
48 クラシコテーラー 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 440± 01：35．6クビ 249．2
35 エヴリトリック 牝3鹿 54 藤岡 康太�下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 466－ 4 〃 ハナ 10．2�
715 マ ン デ ィ 牝3青鹿54 浜中 俊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 398－121：35．91� 77．4�
12 ステイトリーマーチ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 追分ファーム 430 ― 〃 クビ 45．6�
612 サトノホルス 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星里見 治氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B470－ 41：36．0� 22．5�
713 ナムラハレルヤ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 484 ―1：36．42� 294．2�
36 オ ル フ ァ ン 牝3鹿 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 404 ―1：36．82� 9．0�
818 キ ス イ ン 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗 �キャロットファーム 松永 昌博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 21：37．01	 215．1�

816
 ジーエンゲージ 牝3黒鹿54 四位 洋文�グランプリ 小崎 憲 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

460＋12 〃 アタマ 95．7�
23 バトルラッシュ 牝3栗 54 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 452 ―1：37．53 205．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，538，800円 複勝： 40，104，200円 枠連： 15，326，500円
馬連： 51，204，700円 馬単： 27，195，400円 ワイド： 33，825，500円
3連複： 67，297，100円 3連単： 93，232，900円 計： 356，725，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 210円 � 110円 � 270円 枠 連（1－6） 560円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，510円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 23，540円

票 数

単勝票数 計 285388 的中 � 24039（4番人気）
複勝票数 計 401042 的中 � 37969（4番人気）� 149405（1番人気）� 25743（6番人気）
枠連票数 計 153265 的中 （1－6） 20965（3番人気）
馬連票数 計 512047 的中 �� 64501（1番人気）
馬単票数 計 271954 的中 �� 11308（6番人気）
ワイド票数 計 338255 的中 �� 29589（3番人気）�� 5204（15番人気）�� 13216（7番人気）
3連複票数 計 672971 的中 ��� 15562（8番人気）
3連単票数 計 932329 的中 ��� 2871（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．9―47．0―59．1―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4F47．7―3F35．6
3 4（9，11）5（8，14）（1，17，16）（10，12，18）（13，15）7，2，6－3 4 4（9，11）5（8，14）1，17，10（12，16）18（13，15）7，2，6－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バ ル ベ ー ラ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．10．10 京都12着

2014．5．6生 牝3青鹿 母 ジュリエットソング 母母 ビューティソング 8戦1勝 賞金 10，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ハリーレガシー号

13006 4月22日 晴 良 （29京都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

55 サンオークランド 牡3鹿 56 浜中 俊 �加藤ステーブル 角居 勝彦 新ひだか 今 牧場 500－ 61：52．0 21．5�
11 ウォーターマーズ 牡3芦 56 高倉 稜山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 516－ 6 〃 クビ 10．6�
56 マイネルブロッケン 牡3青鹿56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B424－ 41：52．85 7．5�
812 テイエムアンムート 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 478＋ 2 〃 クビ 49．3�

710 アロマティカス 牡3鹿 56 酒井 学山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B448± 01：53．01� 154．7�
79 クリノライメイ 牡3青鹿56 藤岡 康太栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 510＋ 41：53．1� 6．8	
811 エスケークラウン 牡3青 56 古川 吉洋菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 496± 01：53．2	 12．1

22 タガノヴェローナ 牝3芦 54 幸 英明八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 61：53．41 17．0�
44 マジカルスペル 牡3芦 56 四位 洋文吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 524＋ 61：53．61 1．8�
68 パイオニアシーザー 牡3黒鹿56 松山 弘平 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 508＋ 21：54．55 163．3
33 ゼンノワスレガタミ 牡3鹿 56 福永 祐一大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 472± 01：55．03 8．3�
67 ナムラミルク 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 434－14 〃 クビ 245．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，121，200円 複勝： 54，066，600円 枠連： 11，886，700円
馬連： 58，981，200円 馬単： 34，779，600円 ワイド： 40，277，700円
3連複： 80，468，800円 3連単： 133，071，100円 計： 445，652，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 530円 � 370円 � 240円 枠 連（1－5） 3，080円

馬 連 �� 6，420円 馬 単 �� 15，010円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，580円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 9，780円 3 連 単 ��� 76，500円

票 数

単勝票数 計 321212 的中 � 11897（8番人気）
複勝票数 計 540666 的中 � 24095（8番人気）� 37122（5番人気）� 68181（2番人気）
枠連票数 計 118867 的中 （1－5） 2987（12番人気）
馬連票数 計 589812 的中 �� 7116（23番人気）
馬単票数 計 347796 的中 �� 1737（49番人気）
ワイド票数 計 402777 的中 �� 6357（22番人気）�� 6508（21番人気）�� 10292（12番人気）
3連複票数 計 804688 的中 ��� 6169（34番人気）
3連単票数 計1330711 的中 ��� 1261（233番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．7―12．5―12．3―12．4―12．6―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．8―49．3―1：01．6―1：14．0―1：26．6―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
9，11，4（3，6）2－5，7，10－12，1，8・（9，11）6（4，5）（2，3）10（1，12，8）－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンオークランド �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．2．4 京都1着

2014．3．28生 牡3鹿 母 チアズスワロー 母母 チアズダンサー 3戦2勝 賞金 14，300，000円



13007 4月22日 晴 良 （29京都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

816 レ オ ナ ル ド 牡4鹿 57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444－101：34．2 1．7�

24 サウンドバーニング 牡5鹿 57 M．デムーロ増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 424－ 41：34．51� 4．6�
713 ラ グ ナ グ 牝4栗 55 四位 洋文吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 478＋14 〃 クビ 10．5�
815 ウインクレド 牡4鹿 57 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 488＋101：34．6	 65．2�
48 マテラアリオン 牡4黒鹿57 幸 英明大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 480＋ 21：34．7	 37．8�
59 ナリタエイト 牡4鹿 57 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 アタマ 15．5	
714 アイムウィッシング 牝4鹿 55 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 21：34．8� 17．6

12 キャノンストーム 牡4黒鹿57 岩田 康誠前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500－ 41：35．01
 26．0�
47 アイオシルケン 牡5黒鹿 57

54 ▲川又 賢治石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 494＋ 8 〃 アタマ 131．0�
611 ディナスティーア 牝5鹿 55 国分 恭介下河行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 504± 01：35．42	 32．0�
612 エ レ ー デ 牝4鹿 55 藤岡 佑介前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋ 4 〃 ハナ 55．9�
510 ゴーントレット 牡5黒鹿 57

55 △坂井 瑠星寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 508－ 21：35．61
 133．5�
11 � キセキノケイフ 牡4鹿 57 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 468－ 21：35．7	 12．3�
35 アタックガール 牝4青鹿55 �島 良太長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 438＋101：36．02 201．3�
23 メイショウメリリー 牝4黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 438－ 21：36．42	 254．8�
36 ブラボーリリック 牝4芦 55

53 △荻野 極松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 B464＋ 21：36．82	 222．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，133，600円 複勝： 57，956，200円 枠連： 16，947，800円
馬連： 65，196，100円 馬単： 36，784，800円 ワイド： 37，911，600円
3連複： 79，810，200円 3連単： 127，587，400円 計： 457，327，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 190円 枠 連（2－8） 520円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 240円 �� 340円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 3，440円

票 数

単勝票数 計 351336 的中 � 163018（1番人気）
複勝票数 計 579562 的中 � 261796（1番人気）� 72062（2番人気）� 47301（3番人気）
枠連票数 計 169478 的中 （2－8） 24918（2番人気）
馬連票数 計 651961 的中 �� 91066（1番人気）
馬単票数 計 367848 的中 �� 42321（1番人気）
ワイド票数 計 379116 的中 �� 46043（1番人気）�� 27775（2番人気）�� 12400（7番人気）
3連複票数 計 798102 的中 ��� 41588（1番人気）
3連単票数 計1275874 的中 ��� 26843（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．5―33．7―46．0―58．5―1：11．0―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．7
3 6－1，8－7（9，4，11）16，12（2，13）15－14（10，3）－5 4 6，1，8（7，11）（4，16）（9，12，13）2，3（15，14）－10，5

勝馬の
紹 介

レ オ ナ ル ド �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Galileo デビュー 2015．11．8 東京3着

2013．2．16生 牡4鹿 母 リオズスターレット 母母 Premiere Creation 6戦2勝 賞金 26，800，000円

13008 4月22日 晴 良 （29京都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

58 ローゼンタール 牝4栗 55 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 61：11．8 25．3�
814 チェイスダウン 牡4鹿 57 古川 吉洋畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 472± 01：11．9� 8．2�
11 	 ジーブレイズ 牡4芦 57

55 △坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Castleton Lyons
& Kilboy Estate 482－101：12．11� 2．9�

34 
 サダムリスペクト 牡5鹿 57 松若 風馬大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 470－ 41：12．2� 11．6�
22 	 クワッドアーチ 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �シルクレーシング 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds B534－ 21：12．3クビ 42．5	
813	 アメリカンイナズマ 牡4青鹿57 松山 弘平吉澤 克己氏 音無 秀孝 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B590＋14 〃 クビ 9．6

711 スズカプリズム 牝4栗 55 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 472＋ 8 〃 ハナ 9．2�
610 アテンフェスタ 牡4栗 57 川田 将雅河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 496－ 21：12．61� 13．6
57 タガノモーサン 牡4鹿 57 �島 良太八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 500＋ 41：13．13 5．1�
45 ウェディングラン 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 454＋ 2 〃 クビ 90．6�
712 キ ラ パ ワ ー 牡4栗 57

54 ▲川又 賢治山口 正行氏 石橋 守 浦河 中神牧場 454－ 41：13．73� 63．4�
33 タガノフォルトゥナ 牡4鹿 57 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－161：13．91� 45．5�
46 	 アヴェーヌモン 牡5鹿 57

55 △荻野 極加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice 548－ 21：14．53� 9．9�

69 
 メイショウワカアユ 牡5鹿 57 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 480± 01：15．24 66．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，361，800円 複勝： 47，430，900円 枠連： 18，074，700円
馬連： 71，522，400円 馬単： 29，943，600円 ワイド： 43，699，300円
3連複： 96，503，600円 3連単： 111，510，300円 計： 446，046，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，530円 複 勝 � 520円 � 220円 � 160円 枠 連（5－8） 850円

馬 連 �� 9，790円 馬 単 �� 18，960円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 1，430円 �� 550円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 114，180円

票 数

単勝票数 計 273618 的中 � 8625（9番人気）
複勝票数 計 474309 的中 � 18351（9番人気）� 55704（3番人気）� 93868（1番人気）
枠連票数 計 180747 的中 （5－8） 16469（3番人気）
馬連票数 計 715224 的中 �� 5660（33番人気）
馬単票数 計 299436 的中 �� 1184（68番人気）
ワイド票数 計 436993 的中 �� 4317（31番人気）�� 7670（16番人気）�� 21866（2番人気）
3連複票数 計 965036 的中 ��� 7650（33番人気）
3連単票数 計1115103 的中 ��� 708（377番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．9―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．7―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 1，8（2，6，10）13，14，7（3，9）（5，12）4，11 4 ・（1，8）（2，10）13（6，14）7，4（3，5，9）（12，11）

勝馬の
紹 介

ローゼンタール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．28 東京13着

2013．3．8生 牝4栗 母 タニノエクセレント 母母 タニノシスター 16戦2勝 賞金 22，770，000円



13009 4月22日 晴 良 （29京都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，28．4．23以降29．4．16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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

12 クィーンチャーム 牝5黒鹿53 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 442－ 22：12．7 2．8�
11 � レイホーロマンス 牝4鹿 52 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 410＋ 22：12．91� 7．2�
816 サイモンラムセス 牡7鹿 55 藤岡 康太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B442± 02：13．11	 60．4�
611� ケージーキンカメ 牡6黒鹿54 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 476＋ 42：13．2	 14．6�
815 ビービーブレスユー 牡4鹿 54 幸 英明�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 504＋ 22：13．41� 16．8�
35 ロングスピーク 牡5鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 562－12 〃 アタマ 11．8	
59 � スリーヴェローチェ 牡8鹿 52 川又 賢治永井商事
 石橋 守 新ひだか 武 牧場 470± 0 〃 クビ 143．2�
713 ダイナミックアロー 牡4鹿 54 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 492－ 62：13．5クビ 29．6�
23 � ラルプデュエズ 牡7黒鹿55 松山 弘平吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506＋ 42：13．6	 38．9
24 サダムロードショー 牡7鹿 55 小牧 太大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 2 〃 クビ 47．0�
48 ハイプレッシャー 牡6黒鹿54 福永 祐一
ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524± 02：13．7クビ 8．6�
510 デルマオギン 牝4鹿 52 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482± 02：13．8	 23．0�
36 ウエスタンパレード 牡6栗 54 古川 吉洋 
ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 520＋ 22：13．9	 11．2�
714 ワンスインアライフ 牡4鹿 55 太宰 啓介前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 464± 0 〃 クビ 49．6�
47 ベストセラーアスク 牝6鹿 52 荻野 琢真廣崎利洋HD
 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 438＋ 82：14．0	 96．3�
612 ヒルノドンカルロ 牡7青鹿56 四位 洋文
ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B522± 02：15．06 6．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，735，500円 複勝： 49，901，500円 枠連： 26，610，600円
馬連： 92，210，400円 馬単： 39，920，400円 ワイド： 51，227，900円
3連複： 123，836，900円 3連単： 154，094，700円 計： 569，537，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 220円 � 1，020円 枠 連（1－1） 990円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，570円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 14，100円 3 連 単 ��� 48，250円

票 数

単勝票数 計 317355 的中 � 90397（1番人気）
複勝票数 計 499015 的中 � 118427（1番人気）� 56774（4番人気）� 8870（14番人気）
枠連票数 計 266106 的中 （1－1） 20784（4番人気）
馬連票数 計 922104 的中 �� 75442（2番人気）
馬単票数 計 399204 的中 �� 19955（2番人気）
ワイド票数 計 512279 的中 �� 32751（2番人気）�� 4893（32番人気）�� 2478（59番人気）
3連複票数 計1238369 的中 ��� 6583（43番人気）
3連単票数 計1540947 的中 ��� 2315（126番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―12．3―12．1―12．3―12．7―12．6―12．4―12．2―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―22．6―34．9―47．0―59．3―1：12．0―1：24．6―1：37．0―1：49．2―2：00．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．7
1
3
12，13＝（3，6）15（1，5）－10（2，11）（4，8）9，7，14，16
12，13（3，6）（1，5，15）（10，11）2（4，8）（9，14）（7，16）

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

勝馬の
紹 介

クィーンチャーム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．3．22 中京3着

2012．2．23生 牝5黒鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 16戦3勝 賞金 43，955，000円

13010 4月22日 晴 良 （29京都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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

79 ディバインコード 牡3鹿 56 浜中 俊 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 61：21．2 2．0�

810 ダイメイフジ 牡3鹿 56 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 508－ 81：21．3� 26．6�
11 エントリーチケット 牝3栗 54 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 61：21．4クビ 10．8�
22 クインズサリナ 牝3黒鹿55 M．デムーロ亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 426－ 41：21．61	 5．8�
66 ア リ ン ナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド B412－14 〃 クビ 17．4�
33 ビーカーリー 牝3黒鹿54 福永 祐一馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 454－ 21：21．7
 18．3	
44 アーケロンバイオ 牡3芦 56 坂井 瑠星バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 478－ 4 〃 アタマ 16．0

67 ショウナンマッシブ 牡3鹿 56 川田 将雅国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 462－ 6 〃 クビ 12．7�
78 サトノアリシア 牝3鹿 55 池添 謙一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：21．8� 9．6�
811 ダイイチターミナル 牡3鹿 56 松山 弘平ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 428－ 41：22．01 14．7�
55 メイショウソウビ 牡3鹿 56 小牧 太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 464－101：22．1� 21．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，876，100円 複勝： 73，389，900円 枠連： 24，459，700円
馬連： 121，297，500円 馬単： 56，985，500円 ワイド： 64，368，900円
3連複： 158，776，900円 3連単： 237，248，500円 計： 784，403，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 460円 � 290円 枠 連（7－8） 680円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 730円 �� 470円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 20，790円

票 数

単勝票数 計 478761 的中 � 182827（1番人気）
複勝票数 計 733899 的中 � 248326（1番人気）� 28570（10番人気）� 49632（4番人気）
枠連票数 計 244597 的中 （7－8） 27843（3番人気）
馬連票数 計1212975 的中 �� 43888（8番人気）
馬単票数 計 569855 的中 �� 14067（10番人気）
ワイド票数 計 643689 的中 �� 22542（8番人気）�� 37451（4番人気）�� 6113（33番人気）
3連複票数 計1587769 的中 ��� 22323（21番人気）
3連単票数 計2372485 的中 ��� 8272（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．3―45．9―57．4―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディバインコード �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2016．7．17 福島2着

2014．2．28生 牡3鹿 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 7戦3勝 賞金 64，166，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ディバインコード号の騎手浜中俊は，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：7番）



13011 4月22日 晴 良 （29京都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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

45 オーヴィレール 牝4芦 55 川田 将雅下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 480－ 41：08．3 3．6�
34 ワキノヒビキ 牡5鹿 57 浜中 俊脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 514± 01：08．51� 31．2�
11 ナインテイルズ 牡6栗 57 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 482± 0 〃 アタマ 5．2�
712 プレイズエターナル 牡7黒鹿57 福永 祐一 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 B492＋ 2 〃 ハナ 13．6�
711 レーヴムーン 牡4黒鹿57 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 474＋ 41：08．71	 8．6	
46 ナガラフラワー 牝5鹿 55 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 466＋ 2 〃 クビ 42．1

69 ニシノラディアント 牡4鹿 57 古川 吉洋西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 490＋ 21：08．8クビ 15．1�
57 テイエムゲッタドン 
6栗 57 森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 500± 01：08．9� 226．5�
813 メイショウブイダン 牡6鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 468± 0 〃 ハナ 192．7
33 サザンライツ 牡6鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 502－ 21：09．0� 3．7�
814 コウエイタケル 牡6鹿 57 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 494＋ 2 〃 クビ 19．5�
58 ラ ク ア ミ 牝5栗 55 松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B458－ 41：09．1� 12．2�
610 ウィットウォーター 牝6黒鹿55 国分 恭介鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B454＋ 21：09．2クビ 97．7�
22 オ ヒ ア 牝5黒鹿55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 460± 0 〃 クビ 19．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 52，533，600円 複勝： 79，237，100円 枠連： 43，267，200円
馬連： 218，054，300円 馬単： 85，656，700円 ワイド： 90，522，100円
3連複： 308，376，200円 3連単： 446，127，400円 計： 1，323，774，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 490円 � 180円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 7，130円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 470円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 6，220円 3 連 単 ��� 34，540円

票 数

単勝票数 計 525336 的中 � 116085（1番人気）
複勝票数 計 792371 的中 � 175040（1番人気）� 30098（10番人気）� 116042（3番人気）
枠連票数 計 432672 的中 （3－4） 53538（1番人気）
馬連票数 計2180543 的中 �� 34855（22番人気）
馬単票数 計 856567 的中 �� 9000（28番人気）
ワイド票数 計 905221 的中 �� 14114（23番人気）�� 54049（3番人気）�� 10571（27番人気）
3連複票数 計3083762 的中 ��� 37153（22番人気）
3連単票数 計4461274 的中 ��� 9364（115番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―11．3―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．2―45．5―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーヴィレール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．8．23 小倉1着

2013．3．21生 牝4芦 母 シャンパンフルート 母母 トランシーフレーズ 13戦4勝 賞金 74，010，000円

13012 4月22日 晴 良 （29京都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

12 トウショウカウント 牡5栗 57 古川 吉洋トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502－161：24．0 43．1�
47 メイショウノボサン 牡4栗 57 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 21：24．21� 14．5�
11 カ メ ッ ト 牡6栗 57

54 ▲森 裕太朗林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 470－ 6 〃 クビ 100．5�
611 ゴーイングベル 牡7芦 57

54 ▲川又 賢治田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 520± 01：24．62	 118．0�
59 レッドヴェルサス 牡4鹿 57 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B510－ 6 〃 クビ 4．2�
612 ザイディックメア 牡5鹿 57 松若 風馬 	シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 ハナ 27．2

35 サンライズウェイ 牡7栗 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：24．7クビ 73．3�
714 オーマイガイ 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 458± 0 〃 ハナ 91．8�
815
 キングライオン 牡4栗 57

55 △坂井 瑠星ライオンレースホース� 杉山 晴紀 米
Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B488± 01：24．8� 2．5
23 ロードヴォルケーノ 牡6鹿 57 浜中 俊 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 21：24．9	 9．2�
48 ミトノゴールド 牡5栗 57 太宰 啓介ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B490± 01：25．11 16．7�
36 ストロベリーキング �6黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 468－ 81：25．52	 105．8�
510 ランドハイパワー 牡4鹿 57 酒井 学木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 488－ 31：25．7� 161．2�
713 ノースウッド 牡5鹿 57 福永 祐一 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 518－ 21：26．02 6．0�
24 
 マ デ ィ デ ィ �4鹿 57 小牧 太�ラ・メール 奥村 豊 米

Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

472＋ 61：26．21� 24．1�
816 クリスタルタイソン �4黒鹿57 熊沢 重文 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 498＋ 6 〃 ハナ 14．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，844，200円 複勝： 65，672，900円 枠連： 31，898，500円
馬連： 127，903，500円 馬単： 53，523，400円 ワイド： 70，654，200円
3連複： 173，880，900円 3連単： 247，845，400円 計： 817，223，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，310円 複 勝 � 1，000円 � 410円 � 2，380円 枠 連（1－4） 6，650円

馬 連 �� 22，660円 馬 単 �� 49，740円

ワ イ ド �� 5，410円 �� 19，750円 �� 14，200円

3 連 複 ��� 395，180円 3 連 単 ��� 2，681，900円

票 数

単勝票数 計 458442 的中 � 8507（10番人気）
複勝票数 計 656729 的中 � 16844（10番人気）� 46235（6番人気）� 6783（14番人気）
枠連票数 計 318985 的中 （1－4） 3717（19番人気）
馬連票数 計1279035 的中 �� 4373（48番人気）
馬単票数 計 535234 的中 �� 807（104番人気）
ワイド票数 計 706542 的中 �� 3393（47番人気）�� 920（90番人気）�� 1282（77番人気）
3連複票数 計1738809 的中 ��� 330（369番人気）
3連単票数 計2478454 的中 ��� 67（2208番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―33．9―45．7―57．9―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウカウント �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2014．8．17 新潟3着

2012．4．25生 牡5栗 母 バーニントウショウ 母母 サマンサトウショウ 19戦3勝 賞金 46，850，000円
〔制裁〕 メイショウノボサン号の騎手幸英明は，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。
※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 セレッソブランコ号
（非抽選馬） 3頭 ヴェゼール号・タマモユウトウセイ号・レンイングランド号



（29京都3）第1日 4月22日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 181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

209，340，000円
5，060，000円
14，080，000円
1，330，000円
22，790，000円
71，740，000円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
397，294，600円
690，436，800円
241，723，100円
985，659，100円
472，867，900円
552，297，800円
1，332，595，900円
1，909，077，400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 6，581，952，600円

総入場人員 16，186名 （有料入場人員 15，228名）
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