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13025 4月28日 晴 良 （30京都3）第3日 第1競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

24 エイカイマドンナ 牝3鹿 54 松若 風馬二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 436＋ 61：25．6 4．9�
611 エイシンネメシス 牝3青鹿54 浜中 俊�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 476± 0 〃 クビ 1．6�
714 シンゼンアイル 牝3鹿 54 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480＋161：26．13 13．7�
816 ヤマニンフィオッコ 牝3栗 54 岩崎 翼土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 448± 01：26．2� 184．2�
47 アドマイヤビート 牝3鹿 54 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470± 01：26．73 7．5�
815 ロイヤルシャイン 牝3鹿 54 松山 弘平ロイヤルパーク 池添 兼雄 浦河 日進牧場 480＋ 41：26．8� 70．4	
59 リネンゴール 牝3鹿 54 高倉 稜戸山 光男氏 坂口 正則 日高 坪田 信作 434＋ 21：27．01� 33．4

23 メモリーコバルト 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 460 ―1：27．21� 36．2�
35 ボルティモア 牝3鹿 54 国分 恭介�G1レーシング 宮 徹 千歳 社台ファーム B456＋ 41：27．3� 53．0�
510 ヴ ィ ヴ 牝3青 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 81：27．93� 26．5
48 マーガレットステラ 牝3鹿 54 秋山真一郎大森 悌次氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム 470＋161：28．0� 25．3�
713 ワンモアバイト 牝3鹿 54 酒井 学�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 446＋ 21：28．21� 17．8�
12 ガーネットウィング 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極 �ローレルレーシング 庄野 靖志 浦河 中神牧場 476 ―1：28．41 135．9�
36 ハイヒールモモタン 牝3鹿 54 四位 洋文小笹 公也氏 宮 徹 浦河 村下農場 440＋ 81：28．82� 110．4�
11 ダイヤモンドアイズ 牝3黒鹿54 小牧 太上山 牧氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 476＋ 61：29．0� 155．5�
612 ヤマニンマデュロー 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 光夫 442－ 41：29．1� 306．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，530，900円 複勝： 94，235，600円 枠連： 14，283，100円
馬連： 47，370，200円 馬単： 29，886，100円 ワイド： 35，273，400円
3連複： 69，882，700円 3連単： 104，131，200円 計： 419，593，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 110円 � 210円 枠 連（2－6） 340円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 200円 �� 760円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 7，750円

票 数

単勝票数 計 245309 的中 � 39540（2番人気）
複勝票数 計 942356 的中 � 68570（2番人気）� 680070（1番人気）� 32646（5番人気）
枠連票数 計 142831 的中 （2－6） 32066（1番人気）
馬連票数 計 473702 的中 �� 90096（1番人気）
馬単票数 計 298861 的中 �� 21849（3番人気）
ワイド票数 計 352734 的中 �� 54445（1番人気）�� 9965（9番人気）�� 23940（4番人気）
3連複票数 計 698827 的中 ��� 35354（3番人気）
3連単票数 計1041312 的中 ��� 9741（19番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイカイマドンナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．8．5 新潟5着

2015．5．20生 牝3鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 4戦1勝 賞金 6，450，000円

13026 4月28日 晴 良 （30京都3）第3日 第2競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

36 アリュールベルン 牡3芦 56 秋山真一郎四本 昭弘氏 �島 一歩 平取 北島牧場 484＋ 21：55．5 27．4�
23 グ ラ ウ ベ ン 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 440± 01：55．92� 5．1�
510 ヒロシゲセブン 牡3鹿 56 幸 英明�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 502＋ 21：56．21	 16．0�
816 フードゥルブラン 牡3芦 56 浜中 俊平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 466－ 81：56．52 12．2�
35 グーテンターク 牡3鹿 56 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 504＋121：56．71
 6．0	
612 マイネルサブリエ 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 金舛 幸夫 468± 01：56．91
 164．9

12 キングオブハーツ 牡3鹿 56 藤岡 佑介広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 木村 秀則 476－ 61：57．22 7．8�
713 メイショウヤダマ 牡3芦 56 岩崎 翼松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 466± 0 〃 アタマ 41．9�
48 ワキノシラナミ 牡3芦 56

55 ☆荻野 極脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 神垣 道弘 500 ―1：57．41
 116．7
815 ショウナンランツァ 牡3黒鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 532 ― 〃 クビ 29．2�
24 ヴィーヴァバッカス 牡3栗 56 松田 大作芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド B462－ 41：58．03� 126．3�
47 ガナドゥール 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B516－ 41：58．1� 2．1�
11 ネオヴィクトル 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人小林 仁幸氏 平田 修 日高 メイプルファーム 502－121：58．41	 279．0�
59 シンゼンピース 牡3栗 56 �島 良太原 司郎氏 飯田 祐史 平取 有限会社中

田牧場 466－ 61：59．57 45．9�
714 ネクストステップ 牡3鹿 56 酒井 学吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 510＋ 41：59．82 71．6�
611 シゲルニンニク 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 ガーベラパー

クスタツド 452＋ 82：00．54 260．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，206，100円 複勝： 37，214，300円 枠連： 12，276，700円
馬連： 45，235，000円 馬単： 23，012，100円 ワイド： 33，648，300円
3連複： 65，033，700円 3連単： 79，807，300円 計： 320，433，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，740円 複 勝 � 730円 � 180円 � 330円 枠 連（2－3） 950円

馬 連 �� 8，990円 馬 単 �� 21，280円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 1，710円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 23，580円 3 連 単 ��� 165，780円

票 数

単勝票数 計 242061 的中 � 7061（7番人気）
複勝票数 計 372143 的中 � 10868（7番人気）� 67743（2番人気）� 28216（6番人気）
枠連票数 計 122767 的中 （2－3） 9943（5番人気）
馬連票数 計 452350 的中 �� 3898（23番人気）
馬単票数 計 230121 的中 �� 811（54番人気）
ワイド票数 計 336483 的中 �� 3748（24番人気）�� 5037（20番人気）�� 8165（12番人気）
3連複票数 計 650337 的中 ��� 2068（57番人気）
3連単票数 計 798073 的中 ��� 349（385番人気）

ハロンタイム 12．7―12．3―12．9―12．9―12．6―12．8―13．2―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―37．9―50．8―1：03．4―1：16．2―1：29．4―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3
6（12，14，16）3（4，7，15）－（5，13）－（8，9，11）10－（1，2）
6（3，14）16（12，7，15，11）（5，10）13，9，8，2，4，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アリュールベルン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2017．7．30 札幌10着

2015．3．19生 牡3芦 母 ワンサイドゲーム 母母 グッドゲーム 6戦1勝 賞金 6，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ブケパロス号

第３回 京都競馬 第３日



13027 4月28日 晴 良 （30京都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

610 ル ナ ス テ ラ 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420－ 61：48．7 1．6�
45 クリノアリエル 牝3青 54 池添 謙一栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 414－ 81：49．01� 6．5�
57 ニホンピロヘイロー 牝3鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 478＋121：49．21 19．7�
813 チャノカオリ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也山本 茂氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 忠幸 418＋101：49．3� 89．7�
58 スマートアエロ 牝3青鹿54 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 460± 01：49．51� 6．0�
711 ヤマニンルリエ 牝3鹿 54 四位 洋文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 472 ―1：49．6� 79．2	
33 レッドゼノビア 牝3栗 54 秋山真一郎 
東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 454＋ 61：49．91� 33．6�
34 ウインプライマリー 牝3鹿 54 高倉 稜
ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 412－ 4 〃 ハナ 90．2�
69 エアヴェイユ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 
ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム B426＋141：50．0クビ 214．6
22 ゴルトキルシェ 牝3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 450＋ 2 〃 ハナ 11．9�
814 メイショウマンカイ 牝3鹿 54 岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 430＋ 6 〃 アタマ 21．3�
11 マ ツ リ カ 牝3黒鹿54 松若 風馬
ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468± 01：50．85 106．5�
712 ニ コ ー ル 牝3鹿 54 藤岡 佑介寺田 寿男氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 516 ― 〃 クビ 21．2�
46 ピエナショコラ 牝3鹿 54 太宰 啓介本谷 兼三氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 422 ―1：53．2大差 192．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，687，200円 複勝： 84，315，400円 枠連： 11，811，400円
馬連： 46，884，300円 馬単： 30，110，800円 ワイド： 34，860，900円
3連複： 67，234，700円 3連単： 114，477，000円 計： 417，381，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 320円 枠 連（4－6） 400円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 220円 �� 490円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 4，400円

票 数

単勝票数 計 276872 的中 � 137586（1番人気）
複勝票数 計 843154 的中 � 564026（1番人気）� 64852（3番人気）� 21225（7番人気）
枠連票数 計 118114 的中 （4－6） 22850（2番人気）
馬連票数 計 468843 的中 �� 80300（2番人気）
馬単票数 計 301108 的中 �� 39339（2番人気）
ワイド票数 計 348609 的中 �� 47701（2番人気）�� 16914（5番人気）�� 8685（10番人気）
3連複票数 計 672347 的中 ��� 32468（5番人気）
3連単票数 計1144770 的中 ��� 18850（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．6―12．3―12．6―12．6―12．0―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．6―47．9―1：00．5―1：13．1―1：25．1―1：36．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ナ ス テ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．1．14 京都2着

2015．3．23生 牝3鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピエナショコラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月28日まで平地競

走に出走できない。

13028 4月28日 晴 良 （30京都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 （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

612 テイエムヨハネス 牡3栗 56 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 502＋ 21：25．6 3．3�
36 コンコルドコンドル 牡3鹿 56 岩崎 翼布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 496－ 41：26．23� 6．8�
59 ウェーブガイア 牝3栗 54 松田 大作万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 438－ 61：26．51� 33．4�
35 ミッキーマラン 牡3芦 56 国分 恭介三木 久史氏 中村 均 浦河 宮内牧場 462－ 8 〃 クビ 13．5�
816 スマートヴォルフ 牡3鹿 56 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 日高 戸川牧場 470 ―1：26．6� 33．0�
611 ジャックビーンズ 牡3栗 56 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム B464± 01：26．92 156．7	
510 ワイルドフィクサー 牡3鹿 56 秋山真一郎小川 勲氏 作田 誠二 浦河 岡本 昌市 492－ 61：27．32� 4．9

23 サンライズカイザー 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 480－ 21：27．51 6．5�
12 チャーチタウン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 B502± 0 〃 ハナ 3．9�
714 ジューンシェイカー 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 448－ 8 〃 ハナ 187．3
11 メイショウマゴサン 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 新冠 スカイビーチステーブル 458± 01：28．77 181．5�
47 メイショウタフマン 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 454＋ 41：28．8クビ 134．4�
713 ソ ウ ダ チ 牡3鹿 56 小牧 太 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 420－ 41：29．43� 62．8�
48 ヤマカツクリスエス 牡3黒鹿56 高倉 稜山田 博康氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡田牧場 472 ―1：29．5� 168．4�
815 ビップロベルト 牡3栗 56 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 モリナガファーム 504－ 61：29．92� 92．4�
24 ナリノレッドスター 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極成塚 清志氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 446 ―1：36．4大差 88．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，125，000円 複勝： 36，183，300円 枠連： 11，834，100円
馬連： 46，804，700円 馬単： 22，102，400円 ワイド： 30，590，500円
3連複： 61，241，200円 3連単： 75，432，100円 計： 308，313，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 200円 � 710円 枠 連（3－6） 710円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，480円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 11，700円 3 連 単 ��� 42，320円

票 数

単勝票数 計 241250 的中 � 57043（1番人気）
複勝票数 計 361833 的中 � 75901（1番人気）� 49805（4番人気）� 9531（7番人気）
枠連票数 計 118341 的中 （3－6） 12828（2番人気）
馬連票数 計 468047 的中 �� 38631（3番人気）
馬単票数 計 221024 的中 �� 9905（4番人気）
ワイド票数 計 305905 的中 �� 20755（3番人気）�� 3000（18番人気）�� 2505（25番人気）
3連複票数 計 612412 的中 ��� 3925（26番人気）
3連単票数 計 754321 的中 ��� 1292（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―35．1―47．4―59．8―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムヨハネス �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．29 小倉9着

2015．2．20生 牡3栗 母 スクエアアウェイ 母母 スケアヘッドライン 6戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナリノレッドスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月28日まで平地

競走に出走できない。



13029 4月28日 晴 良 （30京都3）第3日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時25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

59 サンレイポケット 牡3黒鹿56 幸 英明永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 482－ 22：02．0 20．2�
58 ウインルチル 牝3栗 54 池添 謙一�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 22：02．32 6．6�
712 ナイトミュージアム 牝3鹿 54 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 394 ―2：02．51� 13．7�
814 ハートランドシチー 牡3青鹿56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 幌村牧場 440－ 4 〃 クビ 104．8�
11 ヒミノゴールド 牡3黒鹿56 �島 良太佐々木八郎氏 森田 直行 平取 原田 新治 500－ 22：02．6クビ 18．5�
610 キタサンデンセツ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極	大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 504 ―2：02．7� 7．1

46 キングアンドアイ 牡3黒鹿56 川田 将雅吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 478 ―2：03．12� 1．7�
35 ヴィーヴルサヴィ 牡3鹿 56 高倉 稜ライオンレースホース� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 518－ 82：03．31� 36．0�
815 マイアミブルー 牝3鹿 54 小牧 太西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 462－ 4 〃 アタマ 24．7
713 アイアンウェーブ 牡3黒鹿56 水口 優也池上 一馬氏 牧田 和弥 新ひだか 原口牧場 504－102：03．4クビ 170．7�
22 ブルックリン 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 502－ 22：03．72 30．0�
34 ティーアウリイ 牝3黒鹿54 国分 恭介深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 414－ 42：03．91� 99．9�
611 ブレイクスピアー 牡3青鹿56 松山 弘平前田 葉子氏 中村 均 新ひだか 田中 裕之 480± 02：04．0� 17．1�
23 クリノザビエル 牡3黒鹿56 岩崎 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B422＋ 42：04．1� 144．5�
47 シゲルダイコン 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 北光牧場 466 ―2：04．3� 159．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，286，300円 複勝： 39，283，900円 枠連： 12，738，500円
馬連： 48，140，800円 馬単： 27，325，300円 ワイド： 34，373，200円
3連複： 64，082，500円 3連単： 87，308，200円 計： 341，538，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 470円 � 230円 � 400円 枠 連（5－5） 4，400円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 11，480円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 2，950円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 15，830円 3 連 単 ��� 131，590円

票 数

単勝票数 計 282863 的中 � 11182（7番人気）
複勝票数 計 392839 的中 � 20255（7番人気）� 51579（2番人気）� 24049（5番人気）
枠連票数 計 127385 的中 （5－5） 2241（17番人気）
馬連票数 計 481408 的中 �� 8071（15番人気）
馬単票数 計 273253 的中 �� 1785（30番人気）
ワイド票数 計 343732 的中 �� 8251（12番人気）�� 2924（33番人気）�� 7037（13番人気）
3連複票数 計 640825 的中 ��� 3035（47番人気）
3連単票数 計 873082 的中 ��� 481（335番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．6―12．9―12．5―12．0―12．0―12．0―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―36．6―49．5―1：02．0―1：14．0―1：26．0―1：38．0―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
4，7（8，15）6（1，10）（5，11）3（2，13）12，9，14
4，7，15（8，11）（6，10）（1，5，2）3（13，12）9－14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンレイポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．3．31 阪神11着

2015．5．2生 牡3黒鹿 母 アドマイヤパンチ 母母 ロイヤルカード 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ヴィーヴルサヴィ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ウインルチル号の騎手池添謙一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

13030 4月28日 晴 良 （30京都3）第3日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時55分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

56 イエローマリンバ 牝3青鹿54 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 434＋ 41：08．6 3．2�
33 トロワゼトワル 牝3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 アタマ 2．4�
44 バーニングペスカ 牡3鹿 56 秋山真一郎山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 454－ 41：09．13 4．9�
55 ジュンドリーム 牝3鹿 54 国分 恭介河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 470± 01：09．2� 104．7�
68 スノーガーデン 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 460＋ 21：09．3クビ 39．2�
67 エ ト ナ 牡3鹿 56 松山 弘平岡田 牧雄氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 486＋ 21：09．51� 53．7	
710 サ イ エ ン 牝3栗 54 酒井 学 �二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 418＋101：09．6� 130．4

79 ミッキーマインド 牡3鹿 56 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 462＋ 2 〃 クビ 30．0�
811 メジャーレート 牡3栗 56 川田 将雅 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 438－ 21：09．7� 6．1�
812 スーサンドン 牡3鹿 56 藤岡 佑介林 千枝子氏 安田 翔伍 浦河 浦河日成牧場 472＋ 21：09．8� 16．1
11 クーファエラン 牝3鹿 54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 440± 01：10．43� 55．8�
22 � イ シ マ ツ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也吉田 勝利氏 森 秀行 日高 新生ファーム 458＋ 41：11．03� 176．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，090，000円 複勝： 47，993，900円 枠連： 11，998，000円
馬連： 62，654，200円 馬単： 31，641，300円 ワイド： 39，916，900円
3連複： 78，189，300円 3連単： 128，135，100円 計： 436，618，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 120円 � 130円 枠 連（3－5） 440円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 220円 �� 280円 �� 220円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 2，440円

票 数

単勝票数 計 360900 的中 � 87832（2番人気）
複勝票数 計 479939 的中 � 86839（3番人気）� 114316（1番人気）� 87540（2番人気）
枠連票数 計 119980 的中 （3－5） 21124（1番人気）
馬連票数 計 626542 的中 �� 99980（1番人気）
馬単票数 計 316413 的中 �� 26403（1番人気）
ワイド票数 計 399169 的中 �� 47921（1番人気）�� 33756（4番人気）�� 46081（2番人気）
3連複票数 計 781893 的中 ��� 100722（1番人気）
3連単票数 計1281351 的中 ��� 38049（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―11．3―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―45．7―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イエローマリンバ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．2．13 小倉2着

2015．3．1生 牝3青鹿 母 マーキーアトラクション 母母 Golden Attraction 3戦2勝 賞金 14，600，000円
〔制裁〕 イエローマリンバ号の騎手幸英明は，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。
※ミッキーマインド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13031 4月28日 晴 良 （30京都3）第3日 第7競走 ��
��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

11 エクレアスパークル 牡4青鹿57 川田 将雅李 柱坤氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466＋ 82：00．4 1．4�
33 チカノワール 牝4鹿 55 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 464＋20 〃 クビ 9．7�
56 ナ ル ハ ヤ 牝4黒鹿55 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 492＋ 22：00．71� 10．0�
67 シャイニーピース 牡4鹿 57 浜中 俊小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 496＋ 42：01．12	 20．1�
22 
 ギ ャ ツ ビ ー 牡5栗 57 松山 弘平 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 452－ 62：01．2	 150．5	
44 
 ファイナンス 牡4黒鹿57 幸 英明近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B484± 0 〃 クビ 138．1

55 アグネススターダム 牡5栗 57 岩崎 翼上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 462± 02：01．41� 87．1�
710
 モ ン ト 牡5鹿 57 四位 洋文平山 靖氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 504－ 22：02．35 212．8�
68 ゴ ー ド ン 4黒鹿57 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 482± 02：02．93	 19．6
79 サ ラ ザ ン 牡5鹿 57 松若 風馬 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 472－ 22：03．21� 30．3�
811 ドリームソルジャー 牡4栗 57 秋山真一郎 �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 472－ 6 〃 クビ 5．1�

812
 クリノアルハンブラ 牝5栗 55
52 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 谷 潔 青森 イズモリファーム 456＋ 12：04．58 462．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，073，800円 複勝： 92，729，900円 枠連： 11，913，400円
馬連： 57，622，100円 馬単： 38，779，900円 ワイド： 35，880，800円
3連複： 66，257，000円 3連単： 145，605，900円 計： 479，862，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 200円 枠 連（1－3） 620円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 320円 �� 320円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 3，570円

票 数

単勝票数 計 310738 的中 � 171120（1番人気）
複勝票数 計 927299 的中 � 626270（1番人気）� 53357（3番人気）� 43142（4番人気）
枠連票数 計 119134 的中 （1－3） 14764（3番人気）
馬連票数 計 576221 的中 �� 62864（3番人気）
馬単票数 計 387799 的中 �� 38098（2番人気）
ワイド票数 計 358808 的中 �� 30544（2番人気）�� 30478（3番人気）�� 9702（10番人気）
3連複票数 計 662570 的中 ��� 30698（6番人気）
3連単票数 計1456059 的中 ��� 29522（8番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．6―11．8―11．6―12．2―11．8―11．8―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―35．3―47．1―58．7―1：10．9―1：22．7―1：34．5―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクレアスパークル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．2．26 阪神1着

2014．2．5生 牡4青鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 4戦2勝 賞金 25，234，000円
※チカノワール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13032 4月28日 晴 良 （30京都3）第3日 第8競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

713 メイショウヤクシマ 牡5栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 468± 01：25．0 12．6�
23 アドマイヤロマン 牡5栗 57 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486－ 41：25．1� 12．3�
714 スペシャルホース 牡4黒鹿57 藤岡 佑介田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B516± 01：25．41� 4．8�
36 バ レ ー ロ 牡4黒鹿 57

56 ☆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 490－ 4 〃 クビ 5．9�
24 ア タ ミ 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 468－ 21：25．61	 7．7�
12 オースミハナチャン 牝5栗 55 高倉 稜	オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 504－ 21：25．81	 234．5

59 ワンダーレアリサル 牝4鹿 55 太宰 啓介山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 486± 01：26．01	 11．8�
11 リヴァイバル 牝5栗 55 浜中 俊杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 488＋ 8 〃 ハナ 4．2�
815 メイクグローリー 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人ライオンレースホース	 武 英智 浦河 絵笛牧場 468± 01：26．1クビ 74．5
47 ランバージャック 牡4栗 57 川田 将雅前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 2 〃 クビ 16．3�
510� トッコディルーチェ �5鹿 57 幸 英明加藤 誠氏 中竹 和也 米

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

500＋ 2 〃 ハナ 35．5�
816 カ ロ ス 牡4栗 57 松山 弘平 	カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 494± 01：26．31	 32．0�
611 ミスズマンボ 牝5青鹿55 池添 謙一永井 啓弍氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 448－241：26．72 175．9�
612 ティモシーブルー 牡4鹿 57 松田 大作中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 490－ 21：26．8� 9．9�
35 ス テ フ ィ ン 牡4鹿 57 松若 風馬手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 470± 01：27．22 101．1�
48 ツーエムアーマー 牡4栗 57 岩崎 翼村上 憲政氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 476－101：27．83 54．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，502，900円 複勝： 43，411，700円 枠連： 16，673，900円
馬連： 70，482，600円 馬単： 25，957，000円 ワイド： 42，437，100円
3連複： 90，479，000円 3連単： 98，387，500円 計： 414，331，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 320円 � 340円 � 210円 枠 連（2－7） 700円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 12，610円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 1，140円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 10，070円 3 連 単 ��� 79，080円

票 数

単勝票数 計 265029 的中 � 16750（8番人気）
複勝票数 計 434117 的中 � 33338（5番人気）� 30890（6番人気）� 60820（3番人気）
枠連票数 計 166739 的中 （2－7） 18229（1番人気）
馬連票数 計 704826 的中 �� 8044（29番人気）
馬単票数 計 259570 的中 �� 1543（58番人気）
ワイド票数 計 424371 的中 �� 4701（32番人気）�� 9678（10番人気）�� 9016（15番人気）
3連複票数 計 904790 的中 ��� 6734（38番人気）
3連単票数 計 983875 的中 ��� 902（308番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―12．0―12．5―12．5―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．9―34．9―47．4―59．9―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヤクシマ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．9．3 小倉4着

2013．5．2生 牡5栗 母 フェルガーナ 母母 プリンセスメイ 13戦2勝 賞金 19，870，000円
〔発走状況〕 リヴァイバル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 リヴァイバル号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワンダープレジール号



13033 4月28日 晴 良 （30京都3）第3日 第9競走 ��2，200�
や ぐ る ま

矢 車 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

44 トーホウアルテミス 牝3栗 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 466－ 82：15．0 30．3�
67 センテリュオ 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 446－ 22：15．21� 1．6�
22 リュヌルージュ 牝3鹿 54 四位 洋文窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 448＋ 22：15．3クビ 7．3�
55 シスターフラッグ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 484－ 62：15．4� 7．9�
79 レオコックブルー 牝3黒鹿54 松山 弘平親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 438＋102：15．61� 11．0	
33 ウインラナキラ 牝3鹿 54 池添 謙一�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 398± 0 〃 クビ 30．9

811 ガールズバンド 牝3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 450－ 42：15．81� 16．8�
710 ムーンライトナイト 牝3鹿 54 幸 英明 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 42：16．11� 10．9�
11 ラ ノ カ ウ 牝3栗 54 松田 大作畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 428＋ 2 〃 ハナ 20．5
68 ジョリルミエール 牝3鹿 54 酒井 学後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 420－ 42：16．73� 324．9�
812 ダイシンステルラ 牝3黒鹿54 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 444＋ 22：16．91� 390．9�
56 ラ ン リ ー ナ 牝3芦 54 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 444－142：17．64 68．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，461，200円 複勝： 141，171，000円 枠連： 16，176，300円
馬連： 83，809，600円 馬単： 49，147，000円 ワイド： 51，908，300円
3連複： 106，968，500円 3連単： 209，462，700円 計： 699，104，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 420円 � 110円 � 180円 枠 連（4－6） 1，680円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，710円 �� 240円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 44，620円

票 数

単勝票数 計 404612 的中 � 10648（8番人気）
複勝票数 計1411710 的中 � 24104（8番人気）� 997004（1番人気）� 81091（3番人気）
枠連票数 計 161763 的中 （4－6） 7443（6番人気）
馬連票数 計 838096 的中 �� 34245（7番人気）
馬単票数 計 491470 的中 �� 5079（20番人気）
ワイド票数 計 519083 的中 �� 17388（7番人気）�� 6748（21番人気）�� 67439（1番人気）
3連複票数 計1069685 的中 ��� 24447（14番人気）
3連単票数 計2094627 的中 ��� 3403（125番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．2―12．8―13．0―13．3―12．5―11．9―11．6―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．9―37．1―49．9―1：02．9―1：16．2―1：28．7―1：40．6―1：52．2―2：03．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーホウアルテミス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．11．12 京都10着

2015．3．29生 牝3栗 母 トーホウガイア 母母 Agami 8戦2勝 賞金 17，566，000円

13034 4月28日 晴 良 （30京都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，29．4．29以降30．4．22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

68 ポポカテペトル 牡4芦 57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：25．6 2．6�

710 アドマイヤエイカン 牡5鹿 56 池添 謙一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502－ 22：25．81� 4．6�
22 ペンタトニック 牡7栗 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 508＋ 62：25．9� 28．0�
67 	 マウントゴールド 牡5鹿 56 酒井 学青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 442＋ 22：26．0� 7．3�
11 マイネルレオーネ 牡6黒鹿54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 398＋ 22：26．21� 64．2�
44 	 スズカビスタ 牡7鹿 54 幸 英明永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 462－ 42：26．3
 46．7	
79 	 ヤマカツポセイドン 牡9黒鹿53 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 476－ 2 〃 クビ 293．9

55 ミルトプレスト 牡4鹿 54 松若 風馬永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 496－ 42：26．4クビ 11．8�
811 メイショウキトラ 牡7栗 53 �島 良太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 496＋102：26．5� 167．0�
56 ダノンディスタンス 牡4鹿 55 藤岡 佑介�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 522－ 42：26．71
 6．5
33 メイケイレジェンド 牡5鹿 54 四位 洋文名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 488＋ 62：27．01� 9．3�
812 ケンホファヴァルト 牡5鹿 56 荻野 極中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 464＋ 4 （競走中止） 10．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 42，516，300円 複勝： 63，310，700円 枠連： 24，388，400円
馬連： 114，621，900円 馬単： 52，117，200円 ワイド： 64，228，800円
3連複： 151，160，500円 3連単： 222，817，800円 計： 735，161，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 150円 � 340円 枠 連（6－7） 470円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，080円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 14，440円

票 数

単勝票数 計 425163 的中 � 127970（1番人気）
複勝票数 計 633107 的中 � 156748（1番人気）� 118949（2番人気）� 32557（8番人気）
枠連票数 計 243884 的中 （6－7） 39664（1番人気）
馬連票数 計1146219 的中 �� 140334（1番人気）
馬単票数 計 521172 的中 �� 41394（1番人気）
ワイド票数 計 642288 的中 �� 67246（1番人気）�� 14081（16番人気）�� 9285（23番人気）
3連複票数 計1511605 的中 ��� 25165（16番人気）
3連単票数 計2228178 的中 ��� 11183（43番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．2―13．5―12．7―12．4―12．5―12．1―11．5―11．2―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．1―36．3―49．8―1：02．5―1：14．9―1：27．4―1：39．5―1：51．0―2：02．2―2：13．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポポカテペトル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2016．11．20 京都1着

2014．2．22生 牡4芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 13戦4勝 賞金 103，796，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 ケンホファヴァルト号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



13035 4月28日 晴 良 （30京都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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

33 � テーオーヘリオス 牡6鹿 56 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 516＋ 61：10．8 7．7�

77 ブルミラコロ 牡6鹿 57 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 520＋ 41：10．9	 3．8�
11 スマートアヴァロン 牡6黒鹿58 藤岡 佑介大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 520± 01：11．11 8．2�
89 ニットウスバル 牡6鹿 57 川田 将雅�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 516－ 61：11．2	 4．6�
810� ナンチンノン 牡7栗 58 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 542－ 21：11．41 11．7�
22 ゴーインググレート 牡8栗 56 池添 謙一田畑 利彦氏 北出 成人 新ひだか 片岡 博 482－ 41：11．82
 51．0	
66 オウケンビリーヴ 牝5芦 54 松若 風馬福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 ハナ 4．6

78 アクティブミノル 牡6黒鹿56 四位 洋文吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B492－ 21：11．9クビ 6．9�
55 コパノリスボン 牡5栗 56 幸 英明小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 508± 01：12．22 47．8�
44 キタサンサジン 牡6栗 57 小牧 太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 B530± 01：12．41� 26．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 62，512，200円 複勝： 81，002，100円 枠連： 34，893，300円
馬連： 208，508，000円 馬単： 85，620，000円 ワイド： 88，933，300円
3連複： 251，557，900円 3連単： 440，954，200円 計： 1，253，981，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 150円 � 240円 枠 連（3－7） 1，080円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 610円 �� 990円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 20，240円

票 数

単勝票数 計 625122 的中 � 64928（5番人気）
複勝票数 計 810021 的中 � 72287（6番人気）� 170835（1番人気）� 78221（5番人気）
枠連票数 計 348933 的中 （3－7） 24818（4番人気）
馬連票数 計2085080 的中 �� 104193（5番人気）
馬単票数 計 856200 的中 �� 19154（12番人気）
ワイド票数 計 889333 的中 �� 38094（7番人気）�� 22163（15番人気）�� 39708（4番人気）
3連複票数 計2515579 的中 ��� 57744（11番人気）
3連単票数 計4409542 的中 ��� 15788（72番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．6―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―35．6―47．0―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テーオーヘリオス �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2015．5．3 京都6着

2012．5．11生 牡6鹿 母 Reagle Mary 母母 Really Rising 24戦6勝 賞金 122，816，000円

13036 4月28日 晴 良 （30京都3）第3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

815 スズカコーズライン 牡4鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 490－ 41：24．4 5．1�
59 ミカエルシチー 牡6鹿 57 松山 弘平 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 528－ 61：24．61� 19．0�
816 メイショウギガース 牡4青鹿57 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 474＋ 41：24．7クビ 15．7�
48 シルバーポジー 牝5芦 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 41：25．02 2．5�
24 プレシャスルージュ 	6黒鹿57 松若 風馬 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：25．31
 13．7	
510 ペプチドアルマ 牡6黒鹿57 四位 洋文沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 470＋ 21：25．51� 63．2

35 マルカノカガヤキ 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 506＋ 21：25．6� 124．0�
47 メイショウブレナム 牡4栗 57 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 478＋ 61：25．7
 15．1�
611 ブラックジョー 	5青鹿57 国分 恭介山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 474－ 21：26．01� 92．5
714 アシャカリアン 牡4栗 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 480± 0 〃 クビ 8．6�
612 メイショウノボサン 牡5栗 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 21：26．1� 4．9�
36 � トウシンダイヤ 牡5栗 57 柴田 未崎�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 534＋ 41：26．2
 238．1�
12 � ス ケ ロ ク 牡6栗 57 国分 優作サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 498＋ 2 〃 ハナ 194．2�
713 セ ン グ ウ 牝6栗 55 松田 大作重松 國建氏 武 英智 浦河 榊原 敏明 478－ 21：26．41� 203．0�
23 ヨドノビクトリー 牡4鹿 57 秋山真一郎海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 482＋ 21：26．5
 29．4�
11 ヴィーヴァギブソン 	11鹿 57

54 ▲三津谷隼人芹澤 精一氏 作田 誠二 平取 スガタ牧場 530－ 21：27．03 268．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，270，900円 複勝： 56，055，300円 枠連： 29，458，200円
馬連： 118，445，000円 馬単： 48，475，900円 ワイド： 66，068，900円
3連複： 150，825，400円 3連単： 212，751，700円 計： 726，351，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 480円 � 440円 枠 連（5－8） 2，880円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 7，980円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，430円 �� 4，050円

3 連 複 ��� 23，920円 3 連 単 ��� 103，100円

票 数

単勝票数 計 442709 的中 � 68622（3番人気）
複勝票数 計 560553 的中 � 76470（3番人気）� 27795（8番人気）� 30961（6番人気）
枠連票数 計 294582 的中 （5－8） 7923（12番人気）
馬連票数 計1184450 的中 �� 19433（18番人気）
馬単票数 計 484759 的中 �� 4554（29番人気）
ワイド票数 計 660689 的中 �� 9621（19番人気）�� 12088（17番人気）�� 4123（36番人気）
3連複票数 計1508254 的中 ��� 4729（64番人気）
3連単票数 計2127517 的中 ��� 1496（300番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．3―35．3―47．4―59．3―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 9，15（16，7）8，4，2－（13，3，10）12，5（1，6，14）11 4 9（15，16）（8，7）－4（2，10）3，13，5（12，14）（1，6）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカコーズライン �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 Fortunate Prospect デビュー 2016．11．20 京都5着

2014．5．20生 牡4鹿 母 ヴ ェ ス タ 母母 Amavalidhope 13戦3勝 賞金 35，070，000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。
（非当選馬） 1頭 アドマイヤシャドウ号



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

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

205，340，000円
7，780，000円
16，740，000円
1，070，000円
22，670，000円
68，575，500円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
412，262，800円
816，907，100円
208，445，300円
950，578，400円
464，175，000円
558，120，400円
1，222，912，400円
1，919，270，700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 6，552，672，100円

総入場人員 21，614名 （有料入場人員 20，691名）
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