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13013 4月23日 晴 良 （29京都3）第2日 第1競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

714 ゼットパール 牝3栗 54 川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 436－ 41：12．5 51．0�
510 エイドローン 牝3青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 浦河 谷口牧場 476－ 41：12．6� 5．7�
24 ジョーカルーア 牝3芦 54 M．デムーロ上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 522＋ 21：12．92 2．5�
48 ティアドーロ 牝3芦 54 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 466－ 61：13．21� 4．9�
816 オールエリザベス 牝3青鹿54 酒井 学�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 438－ 21：13．52 9．3	
36 ウインクルチェリー 牝3鹿 54 太宰 啓介塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 510＋ 21：13．6� 4．9

23 アビイロード 牝3鹿 54 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 418－ 21：14．13 24．7�
35 コパノオリジナル 牝3鹿 54 国分 優作小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 西村 和夫 434＋ 2 〃 クビ 224．5�
47 ヤマカツバーバラ 牝3栗 54 田中 健山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか 岡田牧場 438－ 61：14．2� 22．2
815 ビターココア 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 対馬 正 484＋ 21：14．51� 128．7�
611 アルムハート 牝3青鹿 54

51 ▲森 裕太朗﨑川美枝子氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－ 61：14．6� 127．0�

12 メイショウモーント 牝3黒鹿 54
51 ▲富田 暁松本 好�氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 434 ―1：14．91� 103．6�

11 スウェルドリーム 牝3栗 54 柴田 未崎山下 良子氏 田所 秀孝 新冠 佐藤牧場 498± 01：15．11� 166．7�
612 ファイヤーローズ 牝3鹿 54 古川 吉洋�ターフ・スポート宮 徹 浦河 笹地牧場 442－10 〃 クビ 58．0�
59 エイユーエンプレス 牝3鹿 54 菱田 裕二笹部 義則氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 410＋ 41：15．41� 227．4�
713 ロンドジョワイユ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 414－ 41：15．5� 124．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，452，500円 複勝： 39，933，300円 枠連： 12，244，500円
馬連： 51，923，800円 馬単： 27，134，600円 ワイド： 34，490，500円
3連複： 79，337，800円 3連単： 107，323，600円 計： 376，840，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，100円 複 勝 � 940円 � 150円 � 120円 枠 連（5－7） 7，890円

馬 連 �� 16，590円 馬 単 �� 35，200円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 2，720円 �� 260円

3 連 複 ��� 10，610円 3 連 単 ��� 144，090円

票 数

単勝票数 計 244525 的中 � 3829（8番人気）
複勝票数 計 399333 的中 � 6437（8番人気）� 72458（2番人気）� 112124（1番人気）
枠連票数 計 122445 的中 （5－7） 1202（18番人気）
馬連票数 計 519238 的中 �� 2425（28番人気）
馬単票数 計 271346 的中 �� 578（58番人気）
ワイド票数 計 344905 的中 �� 2608（22番人気）�� 2909（21番人気）�� 41094（1番人気）
3連複票数 計 793378 的中 ��� 5604（27番人気）
3連単票数 計1073236 的中 ��� 540（305番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．9―12．3―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．6―47．9―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼットパール �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．7．31 小倉3着

2014．5．1生 牝3栗 母 ゼットフウリン 母母 サーモンタイム 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アイファーチェンジ号・アイファーチャンス号・コウザンアクティヴ号・サワヤカフェスタ号・

サンレイハリケーン号・シャプレドサクレ号・ワイルドプリンセス号
（非抽選馬） 1頭 ダムガルヌンナ号

13014 4月23日 晴 良 （29京都3）第2日 第2競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

815 サトノマスター 牡3鹿 56 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 544 ―1：54．3 25．7�
23 カ ナ イ オ 牡3鹿 56 浜中 俊守内ひろ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 484－ 41：54．51� 4．9�
35 ウォースパイト 牡3芦 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B508－ 61：54．81� 7．3�
12 オースミイーグル 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 522＋ 4 〃 アタマ 11．9�
612 メイショウヴォルガ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 474 ―1：55．33 9．0	
816 ホ ノ ル ア 牡3黒鹿56 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 444± 0 〃 クビ 14．2

59 リリーモントルー 牡3鹿 56 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 416－101：55．4クビ 3．9�
47 デルマハワイコウロ 牡3鹿 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム 478－ 4 〃 クビ 92．0�
714 ヤマニンフィオレロ 牝3鹿 54 藤岡 佑介土井 薫氏 浅見 秀一 日高 道見牧場 460－ 4 〃 アタマ 103．2
11 バックナンバー 牡3青鹿56 佐藤 友則三宅 勝俊氏 佐々木晶三 浦河 昭和牧場 462－101：55．5� 106．9�

（笠松）

36 ナガイスパン 牡3鹿 56 小牧 太山下 良子氏 笹田 和秀 新冠 大栄牧場 496 ―1：55．81� 7．2�
713 オプティマイズ 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 514－ 6 〃 ハナ 6．9�
510 フジノアカネ 牡3鹿 56 幸 英明山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 村下農場 488± 01：57．07 34．5�
24 クレールソレイユ 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 高藤 茂 476± 0 〃 クビ 290．7�
611 サンライズキリシマ 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 門別牧場 426＋ 81：59．3大差 123．7�
48 パープルフランケン 牡3鹿 56 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 浦河 市正牧場 432＋ 22：02．9大差 220．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，935，000円 複勝： 33，835，100円 枠連： 13，069，100円
馬連： 52，109，700円 馬単： 23，581，000円 ワイド： 31，183，700円
3連複： 70，729，700円 3連単： 83，987，000円 計： 331，430，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，570円 複 勝 � 760円 � 170円 � 250円 枠 連（2－8） 2，240円

馬 連 �� 6，960円 馬 単 �� 14，080円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 3，680円 �� 770円

3 連 複 ��� 20，650円 3 連 単 ��� 144，290円

票 数

単勝票数 計 229350 的中 � 7118（9番人気）
複勝票数 計 338351 的中 � 8945（10番人気）� 64364（2番人気）� 35883（3番人気）
枠連票数 計 130691 的中 （2－8） 4505（14番人気）
馬連票数 計 521097 的中 �� 5799（26番人気）
馬単票数 計 235810 的中 �� 1256（54番人気）
ワイド票数 計 311837 的中 �� 3775（27番人気）�� 2113（39番人気）�� 10957（8番人気）
3連複票数 計 707297 的中 ��� 2568（73番人気）
3連単票数 計 839870 的中 ��� 422（454番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―12．5―12．8―13．0―12．8―12．5―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―37．1―49．9―1：02．9―1：15．7―1：28．2―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノマスター �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Distorted Humor 初出走

2014．4．12生 牡3鹿 母 ヴィヴァシャスヴィヴィアン 母母 Tuzla 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 サンライズキリシマ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サンライズキリシマ号は，平成29年4月24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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パープルフランケン号は，「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 トーアアステリオス号
（非抽選馬） 1頭 サンライズソウマ号
※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２日



13015 4月23日 晴 良 （29京都3）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00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
1：06．7
1：06．5

良
良

12 シ ア ン 牝3栗 54
53 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 410 ―1：09．2 141．2�

611 ファヴォーラ 牝3栗 54 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 450＋101：09．3� 4．5�
510 ホッコーカゲムシャ 牡3黒鹿56 幸 英明北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 446 ―1：09．61� 25．0�
23 スナッチアイズ 牝3鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 0 〃 クビ 3．4�
47 クーペオブジェミニ 牡3栗 56 松山 弘平要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 434± 01：09．81� 16．2	
11 セクシーモーション 牝3鹿 54 武 豊堀 祥子氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 466＋12 〃 クビ 31．0

35 クリスプウインド 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 472－ 21：09．9クビ 23．4�
816 メイショウモウコ 牡3栗 56 川田 将雅松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 482－ 41：10．0� 3．3�
713 タマノオータム 牝3鹿 54 菱田 裕二玉腰 勇吉氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 400＋ 21：10．21� 9．1
817 ペンデュラム 牝3鹿 54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 4 〃 クビ 49．4�
612 パッションチカ 牝3鹿 54 水口 優也冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 416＋ 21：10．3� 81．2�
24 キンショーフェスタ 牡3鹿 56 国分 優作礒野日出夫氏 中村 均 浦河 山田牧場 438－ 81：10．4クビ 255．8�
714 アルバシュルク 牝3栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 クビ 12．0�
59 ディグアップセンス 牡3鹿 56 藤岡 佑介広尾レース� 清水 久詞 新冠 富本 茂喜 430－ 81：10．5� 69．5�
36 メイショウヒャッカ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 �川フアーム 408－16 〃 クビ 295．5�
48 レ ラ ン パ ゴ 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 480－101：10．6� 164．4�
818 アローファイン 牝3青鹿54 小牧 太吉岡 泰治氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 416 ― 〃 クビ 172．8�
715 リッカゴールド 牡3栗 56 佐藤 友則立花 幸雄氏 西村 真幸 新ひだか 原口牧場 416－ 8 〃 アタマ 218．0�

（笠松）

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，561，200円 複勝： 42，373，100円 枠連： 14，989，700円
馬連： 58，979，200円 馬単： 27，255，300円 ワイド： 38，511，100円
3連複： 84，870，200円 3連単： 103，650，600円 計： 399，190，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，120円 複 勝 � 3，270円 � 200円 � 720円 枠 連（1－6） 6，440円

馬 連 �� 43，610円 馬 単 �� 139，050円

ワ イ ド �� 13，060円 �� 27，550円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 284，160円 3 連 単 ��� 2，030，990円

票 数

単勝票数 計 285612 的中 � 1618（13番人気）
複勝票数 計 423731 的中 � 2796（13番人気）� 72347（3番人気）� 13759（8番人気）
枠連票数 計 149897 的中 （1－6） 1802（24番人気）
馬連票数 計 589792 的中 �� 1048（65番人気）
馬単票数 計 272553 的中 �� 147（159番人気）
ワイド票数 計 385111 的中 �� 753（68番人気）�� 356（99番人気）�� 5343（21番人気）
3連複票数 計 848702 的中 ��� 224（314番人気）
3連単票数 計1036506 的中 ��� 37（2002番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．0―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．8
3 ・（5，7）10，2（11，14）16（3，12）13（1，9）17，15（4，6）－18－8 4 ・（5，7）10（2，11，14）（3，12，16）13（1，17）（15，9）6，4，18，8

勝馬の
紹 介

シ ア ン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Bluegrass Cat 初出走

2014．2．27生 牝3栗 母 カトマンブルー 母母 Abba Gold 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 アルバシュルク号の騎手松若風馬は，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）

シアン号の騎手岩崎翼は，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過怠金
30，000円。（被害馬：5番）

※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 カフジリバー号・バタラ号
※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。

13016 4月23日 晴 良 （29京都3）第2日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

11 アロマドゥルセ 牝3青鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 424± 02：01．2 3．2�
66 シャドウブリランテ 牡3鹿 56 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 490＋ 2 〃 クビ 1．6�
77 トーシンキング 牡3青鹿56 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 ヤマタケ牧場 468＋ 62：01．83� 10．1�
89 ヒミノブリランテ 牡3栗 56 中谷 雄太佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 478－ 62：02．11� 8．0�
44 トーヨーピース 牡3鹿 56 酒井 学中嶋 宏氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 456－ 42：02．31	 66．2�
33 サマープリンス 牡3黒鹿56 高田 潤前田 亘輝氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 472± 0 〃 クビ 36．8	
22 イージーライド 牡3黒鹿56 太宰 啓介松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 432－ 62：02．4� 27．3

810 ダンツプラズマ 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 厚真 大川牧場 476－ 82：02．93 92．9�
55 バーニングテイスト 牝3鹿 54

52 △城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B484－ 22：03．0クビ 122．9

78 ハヤブサピクシー 牝3鹿 54 松山 弘平武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド 386－ 42：03．21� 40．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，780，200円 複勝： 55，030，300円 枠連： 9，718，500円
馬連： 43，651，900円 馬単： 32，390，000円 ワイド： 25，236，900円
3連複： 61，830，000円 3連単： 153，484，400円 計： 407，122，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（1－6） 200円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 130円 �� 280円 �� 190円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 1，780円

票 数

単勝票数 計 257802 的中 � 62812（2番人気）
複勝票数 計 550303 的中 � 62622（2番人気）� 371753（1番人気）� 32922（4番人気）
枠連票数 計 97185 的中 （1－6） 37067（1番人気）
馬連票数 計 436519 的中 �� 161874（1番人気）
馬単票数 計 323900 的中 �� 41404（2番人気）
ワイド票数 計 252369 的中 �� 64635（1番人気）�� 17547（4番人気）�� 31355（2番人気）
3連複票数 計 618300 的中 ��� 131304（1番人気）
3連単票数 計1534844 的中 ��� 62313（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．7―12．6―12．8―13．0―12．0―11．2―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．3―37．0―49．6―1：02．4―1：15．4―1：27．4―1：38．6―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F33．8
1
3
5，6，8，7，4－10，9（3，2）－1・（5，6）（7，8，9）－（4，1）2（10，3）

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

勝馬の
紹 介

アロマドゥルセ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2016．11．5 京都6着

2014．5．17生 牝3青鹿 母 ジャッキーテースト 母母 ジャッキーマックス 4戦1勝 賞金 6，500，000円



13017 4月23日 晴 良 （29京都3）第2日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （ダート・右）

牝，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

35 ファームフェイス 牝3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 464－ 81：24．2 2．2�
713 アンジュデジール 牝3黒鹿54 太宰 啓介安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 474± 01：24．52 8．7�
612 イイデメモリー 牝3鹿 54 松若 風馬松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 544± 01：24．6� 17．8�
36 パワフルヒロコ 牝3黒鹿54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 444＋ 21：24．91� 50．2�
816 レッドアトゥ 牝3栗 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 456± 0 〃 ハナ 11．3�
12 トウカイシュテルン 牝3鹿 54 福永 祐一内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 468－ 61：25．0� 7．6	
24 タガノリアン 牝3鹿 54 酒井 学八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452－ 41：25．1� 20．7

59 ペ ス カ ネ ラ 牝3黒鹿54 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 428－ 21：25．2クビ 104．8�
11 スプリングタイム 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 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 428± 0 〃 アタマ 15．9�
48 キタノユーリン 牝3鹿 54 田中 健北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 480－ 2 〃 クビ 49．6
23 ララベスラーナ 牝3栗 54 幸 英明ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 474＋ 61：25．73 22．5�
47 ラブユーミー 牝3鹿 54 江田 照男増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 482＋ 81：26．12� 31．8�
611 オアシスクイーン 牝3鹿 54

52 △城戸 義政村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 454＋ 61：26．2� 8．3�
714 タガノマニカ 牝3鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 448± 01：26．73 58．8�
510� ストレンジウーマン 牝3栗 54 松岡 正海�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 478± 01：27．01� 130．8�
815 タマモコーラス 牝3黒鹿54 高倉 稜タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 442＋ 2 〃 ハナ 24．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，868，900円 複勝： 50，658，700円 枠連： 19，904，100円
馬連： 74，312，000円 馬単： 36，777，500円 ワイド： 49，637，100円
3連複： 108，972，600円 3連単： 134，423，800円 計： 512，554，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 310円 � 390円 枠 連（3－7） 1，260円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，000円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 12，250円 3 連 単 ��� 39，900円

票 数

単勝票数 計 378689 的中 � 133453（1番人気）
複勝票数 計 506587 的中 � 121447（1番人気）� 36675（5番人気）� 27552（7番人気）
枠連票数 計 199041 的中 （3－7） 12149（5番人気）
馬連票数 計 743120 的中 �� 36898（4番人気）
馬単票数 計 367775 的中 �� 12102（6番人気）
ワイド票数 計 496371 的中 �� 17164（5番人気）�� 12839（8番人気）�� 4310（35番人気）
3連複票数 計1089726 的中 ��� 6668（36番人気）
3連単票数 計1344238 的中 ��� 2442（102番人気）

ハロンタイム 11．7―11．0―11．6―11．8―12．2―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．7―22．7―34．3―46．1―58．3―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．1
3 12（6，8）15，13（7，9）（11，14）（2，4）（5，16）3（1，10） 4 ・（12，6）8（9，13）15（7，2）11（5，4）（16，14）1（10，3）

勝馬の
紹 介

ファームフェイス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．31 新潟3着

2014．3．3生 牝3鹿 母 リープオブフェイス 母母 ラバヤデール 7戦2勝 賞金 20，500，000円
〔制裁〕 ラブユーミー号の騎手江田照男は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・11番・4番・14番）
※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 ショウサンルヴィア号・スマートレイチェル号

13018 4月23日 晴 良 （29京都3）第2日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右・外）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

44 ハ ウ メ ア 牝3栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 452－ 61：21．9 4．4�
56 ステラルージュ 牝3栗 54 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 404＋ 4 〃 クビ 6．0�
22 フェルトベルク 牝3鹿 54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 414－ 21：22．21� 28．1�
33 メイショウベルボン 牝3栗 54 福永 祐一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 436－ 6 〃 クビ 3．3�
79 スリーランディア 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 412＋ 41：22．3クビ 8．8	

55 ペプチドリリー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 438－ 21：22．83 17．6

812� カサマツブライト 牝3鹿 54 佐藤 友則 �グリーンファーム尾島 徹 新冠 松本 信行 428－13 〃 ハナ 103．0�

（笠松） （笠松）

710 ビップソルダー 牡3鹿 56 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 462－10 〃 クビ 28．1�
68 ヤマニンベリンダ 牝3黒鹿54 武 豊土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 460＋ 41：23．01	 18．2
11 ウインペイザージュ 牝3鹿 54 松山 弘平�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 440＋ 4 〃 クビ 4．0�
811 テイエムアカツキ 牡3栗 56

53 ▲富田 暁竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 490－ 41：23．63
 165．8�
67 ブルーオーシャン 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗�ミルファーム 伊藤 正徳 平取 有限会社中
田牧場 440－ 41：24．87 225．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，409，500円 複勝： 43，929，500円 枠連： 13，471，100円
馬連： 63，904，200円 馬単： 30，567，700円 ワイド： 37，828，900円
3連複： 81，749，900円 3連単： 121，841，300円 計： 423，702，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 210円 � 570円 枠 連（4－5） 1，210円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，570円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 7，870円 3 連 単 ��� 32，940円

票 数

単勝票数 計 304095 的中 � 55074（3番人気）
複勝票数 計 439295 的中 � 78585（2番人気）� 56531（4番人気）� 15543（8番人気）
枠連票数 計 134711 的中 （4－5） 8597（5番人気）
馬連票数 計 639042 的中 �� 33513（6番人気）
馬単票数 計 305677 的中 �� 7971（11番人気）
ワイド票数 計 378289 的中 �� 19136（5番人気）�� 5978（21番人気）�� 5523（24番人気）
3連複票数 計 817499 的中 ��� 7786（32番人気）
3連単票数 計1218413 的中 ��� 2681（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．4―47．3―59．1―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ウ メ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dansili デビュー 2016．6．25 東京7着

2014．2．24生 牝3栗 母 ダイヤモンドディーバ 母母 Vivianna 5戦2勝 賞金 14，720，000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。



13019 4月23日 晴 良 （29京都3）第2日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

34 � ラ バ ニ ー ユ 牝5芦 55 M．デムーロ前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 424＋ 21：24．4 5．2�
45 チ カ リ ー タ 牝4芦 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：24．61� 2．1�
712 クリノセゴビア 牝4黒鹿55 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 452＋ 41：24．91� 44．1�
11 トラストマヴィア 牝4黒鹿55 荻野 琢真菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 486＋ 21：25．0� 12．9�
57 ピアレスピンク 牝5黒鹿55 松山 弘平 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 506＋ 4 〃 クビ 37．5�
33 ベルディーヴァ 牝5栗 55 C．ルメール 	キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 11．7

69 テイエムジョウネツ 牝5黒鹿 55

52 ▲富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 446－ 2 〃 ハナ 18．9�
610� バークレアヴィガ 牝4鹿 55 松若 風馬鈴木 義孝氏 吉田 直弘 日高 賀張三浦牧場 420－ 21：25．31� 133．1�
814 モズワッショイ 牝4黒鹿55 川須 栄彦 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 414± 01：25．5� 63．3
813 ミスズマンボ 牝4青鹿55 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 444－ 6 〃 クビ 32．4�
46 ボクノナオミ 牝5鹿 55 中谷 雄太塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 484－ 21：25．71	 4．3�
22 � マヤブリリアント 牝4栗 55

52 ▲川又 賢治	まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 382－ 41：25．91 151．3�
58 � ブライティアベル 牝4栗 55 佐藤 友則小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 466＋ 41：26．11	 249．0�

（笠松）

711 ティーゲット 牝4栗 55 熊沢 重文深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 456－ 81：27．37 27．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，473，100円 複勝： 42，880，000円 枠連： 21，245，800円
馬連： 66，867，500円 馬単： 32，894，800円 ワイド： 42，666，200円
3連複： 95，409，100円 3連単： 139，431，500円 計： 472，868，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 110円 � 550円 枠 連（3－4） 300円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，390円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 21，770円

票 数

単勝票数 計 314731 的中 � 47741（3番人気）
複勝票数 計 428800 的中 � 50277（3番人気）� 151453（1番人気）� 12070（10番人気）
枠連票数 計 212458 的中 （3－4） 54882（1番人気）
馬連票数 計 668675 的中 �� 88306（2番人気）
馬単票数 計 328948 的中 �� 18130（4番人気）
ワイド票数 計 426662 的中 �� 41569（2番人気）�� 4166（27番人気）�� 6684（16番人気）
3連複票数 計 954091 的中 ��� 12088（20番人気）
3連単票数 計1394315 的中 ��� 4642（62番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．7―12．3―12．4―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．8―34．5―46．8―59．2―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラ バ ニ ー ユ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス

2012．3．12生 牝5芦 母 スパンゴールド 母母 ファレノプシス 15戦1勝 賞金 18，450，000円
初出走 JRA

※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。

13020 4月23日 晴 良 （29京都3）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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
1：47．8
1：47．8

重
重

33 トウカイエクレール 牡4鹿 57 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 482＋ 61：53．7 2．9�
55 メイショウクオン 牡5鹿 57

55 △城戸 義政松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 514－101：53．8� 21．1�
89 ミスターウインディ 牡4黒鹿57 松山 弘平阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 514＋ 61：54．43� 12．3�
77 ナンヨーアーミー 牡4鹿 57 松若 風馬中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 522± 0 〃 クビ 12．6�
66 ミラクルユニバンス 牡4栗 57 幸 英明亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 438＋101：54．5� 8．8�
11 アフターミー 牡4鹿 57 荻野 琢真下河	美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 434－ 21：55．03 80．4

44 ミスティーフリップ 牡5栗 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：55．74 2．0�
88 エアフォルク 牡4青鹿57 菱田 裕二近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 442－ 21：56．23 16．4�
22 アルコステラート 牡4鹿 57 浜中 俊藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 472－141：56．62� 37．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，462，400円 複勝： 36，590，500円 枠連： 11，938，000円
馬連： 54，261，900円 馬単： 38，925，300円 ワイド： 30，683，400円
3連複： 74，639，600円 3連単： 187，614，100円 計： 461，115，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 180円 � 420円 � 280円 枠 連（3－5） 3，760円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，710円

ワ イ ド �� 890円 �� 540円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 9，660円 3 連 単 ��� 42，960円

票 数

単勝票数 計 264624 的中 � 71413（2番人気）
複勝票数 計 365905 的中 � 65996（2番人気）� 19273（6番人気）� 32433（4番人気）
枠連票数 計 119380 的中 （3－5） 2459（11番人気）
馬連票数 計 542619 的中 �� 13792（11番人気）
馬単票数 計 389253 的中 �� 5111（19番人気）
ワイド票数 計 306834 的中 �� 8873（11番人気）�� 15549（6番人気）�� 3181（23番人気）
3連複票数 計 746396 的中 ��� 5791（27番人気）
3連単票数 計1876141 的中 ��� 3166（121番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．7―38．2―50．8―1：03．5―1：16．2―1：28．7―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイエクレール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2015．11．22 京都10着

2013．3．25生 牡4鹿 母 トウカイウェーブ 母母 トウカイパステル 14戦2勝 賞金 22，680，000円
〔制裁〕 トウカイエクレール号の騎手武豊は，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：9番）
※出走取消馬 サンライズウィズ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）



13021 4月23日 晴 良 （29京都3）第2日 第9競走 ��
��2，400�あ ず さ 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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

77 アドマイヤロブソン 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502－ 22：25．4 1．4�
33 ヒ シ マ サ ル 牡3黒鹿56 四位 洋文阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 502－ 2 〃 クビ 7．3�
66 ブラックジェイド 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 520＋ 62：25．71� 3．4�
55 フリーフリッカー 牡3鹿 56 松若 風馬�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 42：26．33� 27．9�
22 タガノシャルドネ 牡3鹿 56 松山 弘平八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440± 02：26．72� 30．8�
44 スズカホワイト 牡3芦 56 古川 吉洋永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 508＋ 42：28．19 16．7	
11 アップルパンチ 牝3黒鹿54 高倉 稜田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 オリエント牧場 400－122：29．59 109．7


（7頭）

売 得 金
単勝： 42，871，100円 複勝： 82，637，200円 枠連： 発売なし
馬連： 66，542，300円 馬単： 57，200，100円 ワイド： 30，503，900円
3連複： 80，138，900円 3連単： 308，104，200円 計： 667，997，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 170円 �� 130円 �� 240円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 910円

票 数

単勝票数 計 428711 的中 � 236837（1番人気）
複勝票数 計 826372 的中 � 593331（1番人気）� 62410（3番人気）
馬連票数 計 665423 的中 �� 119895（2番人気）
馬単票数 計 572001 的中 �� 86310（2番人気）
ワイド票数 計 305039 的中 �� 45539（2番人気）�� 71649（1番人気）�� 24724（4番人気）
3連複票数 計 801389 的中 ��� 206208（1番人気）
3連単票数 計3081042 的中 ��� 245327（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．0―12．0―11．8―12．3―12．7―12．9―12．4―12．6―11．7―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�
12．9―24．4―35．4―47．4―59．2―1：11．5―1：24．2―1：37．1―1：49．5―2：02．1―2：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9
1
3
6＝4－3，7（2，5）－1
6＝（4，3）7－（2，5）－1

2
4
6＝4－3，7－（2，5）－1
6＝3，7，4，5，2－1

勝馬の
紹 介

アドマイヤロブソン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．5 京都3着

2014．3．13生 牡3鹿 母 アドマイヤマリン 母母 ベルベットローブ 4戦2勝 賞金 20，750，000円

13022 4月23日 晴 良 （29京都3）第2日 第10競走 ��
��1，900�

ももやま

桃山ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

811 コパノチャーリー 牡5栗 57 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 520＋ 41：57．5 14．4�
68 グランセブルス 牡4鹿 57 川又 賢治飯田 訓大氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 482＋ 61：58．13� 5．5�
56 マイネルオフィール 牡5鹿 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B480－18 〃 ハナ 18．3�
33 ヒデノインペリアル 牡5栗 57 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 524＋ 41：58．31	 5．6�
22 レッドディオーサ 牝4鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 454＋ 21：58．72� 4．4�
55 サンライズアルブル 牡6黒鹿57 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 0 〃 ハナ 22．2	
79 ドラゴンバローズ 牡5栗 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 502－101：58．8
 3．2

710 ゴーザトップ 牡6栗 57 松山 弘平江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 486± 01：59．33 24．1�
44 クールオープニング 牡6青鹿57 C．ルメール 前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 41：59．4クビ 9．9�
11 コウユーアンドレ 牡7鹿 57 国分 優作加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 476－ 21：59．82� 194．1
67 アテンファースト 牡7栗 57 太宰 啓介玉置 潔氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 B492± 0 〃 クビ 79．6�
812 ベ ル ラ ッ プ 牡5鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 522＋142：01．9大差 33．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，641，300円 複勝： 60，533，600円 枠連： 27，822，600円
馬連： 150，191，500円 馬単： 63，018，700円 ワイド： 67，773，200円
3連複： 189，922，200円 3連単： 278，159，900円 計： 883，063，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 400円 � 230円 � 450円 枠 連（6－8） 2，840円

馬 連 �� 4，400円 馬 単 �� 9，590円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 3，090円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 15，470円 3 連 単 ��� 107，320円

票 数

単勝票数 計 456413 的中 � 25356（6番人気）
複勝票数 計 605336 的中 � 37192（6番人気）� 77255（4番人気）� 32925（8番人気）
枠連票数 計 278226 的中 （6－8） 7587（15番人気）
馬連票数 計1501915 的中 �� 26412（19番人気）
馬単票数 計 630187 的中 �� 4927（41番人気）
ワイド票数 計 677732 的中 �� 13076（18番人気）�� 5524（34番人気）�� 13802（15番人気）
3連複票数 計1899222 的中 ��� 9204（52番人気）
3連単票数 計2781599 的中 ��� 1879（332番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．2―29．8―42．7―55．3―1：07．7―1：20．2―1：32．7―1：44．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コパノチャーリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2014．12．6 中山5着

2012．3．2生 牡5栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 29戦5勝 賞金 87，767，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



13023 4月23日 晴 良 （29京都3）第2日 第11競走 ��
��1，600�第48回読売マイラーズカップ（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，28．4．23以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，28．4．22以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を
除く）

読売新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 798，000円 228，000円 114，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

811 イスラボニータ 牡6黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 81：32．2 3．8�

44 エアスピネル 牡4栗 56 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 484± 01：32．3� 3．1�
66 ヤングマンパワー 牡5黒鹿56 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 514－ 41：32．4	 18．8�
78 ブラックスピネル 牡4黒鹿56 M．デムーロ �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 クビ 4．8�
11 サンライズメジャー 牡8栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 492＋ 21：32．5� 95．8	
33 フ ィ エ ロ 牡8青鹿56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500－ 41：32．71
 9．0

67 プロディガルサン 牡4鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504± 01：32．8� 6．5�
55 � ダッシングブレイズ 牡5栗 56 浜中 俊グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

502－ 21：33．01
 11．5�
22 アクションスター 牡7栗 56 佐藤 友則福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 01：33．1	 204．7
（笠松）

79 ク ル ー ガ ー 牡5黒鹿57 松山 弘平 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 528＋14 〃 ハナ 23．2�
810 シ ェ ル ビ ー 牡8栗 56 四位 洋文杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 522± 01：33．63 258．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 235，920，400円 複勝： 276，005，700円 枠連： 93，572，100円
馬連： 750，101，600円 馬単： 358，654，300円 ワイド： 305，828，600円
3連複： 1，026，448，900円 3連単： 2，295，567，400円 計： 5，342，099，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 130円 � 370円 枠 連（4－8） 490円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，110円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 12，430円

票 数

単勝票数 計2359204 的中 � 495484（2番人気）
複勝票数 計2760057 的中 � 538115（2番人気）� 698863（1番人気）� 124702（7番人気）
枠連票数 計 935721 的中 （4－8） 147538（1番人気）
馬連票数 計7501016 的中 �� 1010109（1番人気）
馬単票数 計3586543 的中 �� 215739（3番人気）
ワイド票数 計3058286 的中 �� 378006（1番人気）�� 63236（15番人気）�� 77698（13番人気）
3連複票数 計10264489 的中 ��� 264349（11番人気）
3連単票数 計22955674 的中 ��� 133829（42番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．1―11．4―11．3―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．3―47．4―58．8―1：10．1―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．4
3 1（3，6）9（11，4）（5，8）7（2，10） 4 1，6，3（11，9）4（5，8）（2，7）10

勝馬の
紹 介

イスラボニータ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．6．2 東京1着

2011．5．21生 牡6黒鹿 母 イスラコジーン 母母 Isla Mujeres 21戦7勝 賞金 657，303，000円
〔制裁〕 フィエロ号の騎手福永祐一は，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：9番）

イスラボニータ号の騎手C．ルメールは，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：3番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりイスラボニータ号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

13024 4月23日 晴 良 （29京都3）第2日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
1：31．4
1：30．7

良
良

67 キ ロ ハ ナ 牡5鹿 57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464－101：33．2 1．9�

811 ゼウスバローズ 牡6鹿 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ
ファーム 468－ 41：33．41� 5．8�

66 プリモンディアル 牝6鹿 55 福永 祐一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450＋101：33．5	 16．6�
78 レインボーフラッグ 牡4鹿 57 小牧 太 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 456＋ 41：33．71� 4．1�
810 スワーヴアーサー 牡4鹿 57 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 482－ 21：33．8	 13．6�
11 タガノカムイ 牡5栗 57 幸 英明八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 41：34．01� 15．3	
44 トーアライジン 牡4芦 57 松山 弘平高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 492－ 8 〃 クビ 22．0

55 マイアベーア 牡5青鹿57 武 豊 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 472－ 41：34．31
 27．0�
22 � ハッチャンハッピー 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗野嶋 祥二氏 寺島 良 様似 澤井 義一 456＋ 21：34．51	 41．9
33 リリーヴィクトリー 牡5黒鹿57 小坂 忠士土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 506－ 41：34．6クビ 154．0�
79 � キングクリチャン 牡8栗 57 川島 信二栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B500－ 61：34．81� 141．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 68，641，500円 複勝： 72，370，500円 枠連： 31，254，800円
馬連： 148，262，700円 馬単： 82，206，000円 ワイド： 76，874，300円
3連複： 191，916，500円 3連単： 395，274，500円 計： 1，066，800，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 280円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 300円 �� 530円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 7，460円

票 数

単勝票数 計 686415 的中 � 284674（1番人気）
複勝票数 計 723705 的中 � 236693（1番人気）� 91268（3番人気）� 46376（6番人気）
枠連票数 計 312548 的中 （6－8） 70490（1番人気）
馬連票数 計1482627 的中 �� 182013（2番人気）
馬単票数 計 822060 的中 �� 75738（2番人気）
ワイド票数 計 768743 的中 �� 71822（2番人気）�� 36684（6番人気）�� 14793（16番人気）
3連複票数 計1919165 的中 ��� 50649（8番人気）
3連単票数 計3952745 的中 ��� 38402（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．9―22．6―34．0―46．2―58．2―1：09．9―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ロ ハ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．1．11 京都1着

2012．5．19生 牡5鹿 母 ハ ウ オ リ 母母 ノースフライト 7戦4勝 賞金 39，524，000円

４レース目



（29京都3）第2日 4月23日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152頭 本 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

280，510，000円
15，640，000円
1，800，000円
33，250，000円
61，311，000円
4，139，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
621，017，100円
836，777，500円
269，230，300円
1，581，108，300円
810，605，300円
771，217，800円
2，145，965，400円
4，308，862，300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 11，344，784，000円

総入場人員 24，386名 （有料入場人員 23，139名）
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