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13037 4月29日 晴 良 （30京都3）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

812 ナ ム ラ キ ヌ 牝3鹿 54 川田 将雅奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 452－ 61：55．6 3．0�
710 カワキタロック 牝3鹿 54 和田 竜二川島 吉男氏 杉山 晴紀 新ひだか 木田牧場 480－ 61：55．92 3．5�
56 ボードウォーク 牝3鹿 54 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 B444－ 21：56．11� 2．3�
55 アスールダリア 牝3栗 54 国分 恭介安原 浩司氏 西村 真幸 日高 幾千世牧場 416± 01：56．2� 41．8�
22 ブリオレット 牝3鹿 54 福永 祐一�G1レーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム 494－ 61：57．37 13．1�
44 グッジョブハニー 牝3鹿 54 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 500＋12 〃 ハナ 149．5	
33 エウプロシュネ 牝3鹿 54 国分 優作
高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 436＋ 21：57．4クビ 120．6�
68 セレッソバルコ 牝3鹿 54 水口 優也三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新ひだか 築紫 洋 488 ―1：57．72 60．7�
811 サーキュラーリング 牝3栗 54

53 ☆荻野 極�G1レーシング 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428＋ 81：58．33� 25．9

11 ナイトレイン 牝3鹿 54 松若 風馬市川義美ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484± 01：58．4� 50．5�

79 フォーチュンカムズ 牝3栗 54 幸 英明吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B444± 0 〃 クビ 76．9�
67 ヴィオローネ 牝3鹿 54 松山 弘平 
社台レースホース中尾 秀正 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 ハナ 43．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，115，400円 複勝： 41，057，500円 枠連： 13，489，900円
馬連： 57，245，900円 馬単： 31，166，500円 ワイド： 37，451，100円
3連複： 86，186，100円 3連単： 133，029，100円 計： 429，741，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 160円 �� 130円 �� 170円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 1，550円

票 数

単勝票数 計 301154 的中 � 77937（2番人気）
複勝票数 計 410575 的中 � 128099（1番人気）� 83119（3番人気）� 97288（2番人気）
枠連票数 計 134899 的中 （7－8） 30711（2番人気）
馬連票数 計 572459 的中 �� 96734（3番人気）
馬単票数 計 311665 的中 �� 27344（4番人気）
ワイド票数 計 374511 的中 �� 58431（2番人気）�� 80437（1番人気）�� 48276（3番人気）
3連複票数 計 861861 的中 ��� 274153（1番人気）
3連単票数 計1330291 的中 ��� 62214（4番人気）

ハロンタイム 12．1―11．8―13．4―13．8―13．5―13．0―12．4―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．9―37．3―51．1―1：04．6―1：17．6―1：30．0―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0
1
3
5（6，12）1，10，2－9，3，8－4－11－7
5（6，12）9（1，10）2（3，4，8）＝（11，7）

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

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ キ ヌ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．7．15 中京4着

2015．4．11生 牝3鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 10戦1勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 ブリオレット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：8番）

13038 4月29日 晴 良 （30京都3）第4日 第2競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

816 パワーアッシュ 牡3栗 56 酒井 学�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 462± 01：13．7 27．3�
11 ドストライク 牡3黒鹿56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 508± 01：14．02 14．3�
510 ノボリソング 牝3鹿 54 岩崎 翼原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 458＋ 21：14．1クビ 3．9�
24 カ シ ャ ー サ 牝3黒鹿54 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 436± 01：14．41� 70．7�
23 レ ノ カ ズ マ 牡3鹿 56 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 464－101：14．61� 26．4	
714 アブソルーター 牡3鹿 56 国分 恭介鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 484－ 41：14．7� 37．8

35 ケイココサージュ 牝3芦 54 岩田 康誠 �コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 438± 0 〃 アタマ 4．9�
713 ゴ ム マ リ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 446＋ 21：14．9� 87．8�
48 セトノブルグ 牡3鹿 56 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 日高 新井 昭二 472－ 21：15．32� 140．4
36 ホ ク セ ツ �3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B486－ 6 〃 ハナ 61．2�
611 スナークタチヤマ 牡3鹿 56 幸 英明杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 532－ 21：15．4� 23．2�
12 ルールダーマ 牡3栗 56 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 460－ 4 〃 クビ 3．5�
612 シエルクレール 牝3鹿 54 三浦 皇成 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 492＋ 21：15．61� 10．4�
815 クリノシャガール 牡3鹿 56 国分 優作栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 棚川 光男 510 ―1：16．55 201．8�
47 タイセイエルピス 牡3鹿 56 福永 祐一田中 成奉氏 松下 武士 新冠 石田牧場 470± 01：17．24 6．9�
59 ヨドノロード 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極海原 聖一氏 高橋 義忠 浦河 林農場 482 ―1：17．94 133．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，993，700円 複勝： 45，496，900円 枠連： 13，656，100円
馬連： 59，293，700円 馬単： 27，340，100円 ワイド： 40，435，600円
3連複： 82，055，000円 3連単： 94，350，500円 計： 389，621，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，730円 複 勝 � 800円 � 510円 � 190円 枠 連（1－8） 2，950円

馬 連 �� 10，440円 馬 単 �� 26，520円

ワ イ ド �� 3，700円 �� 2，050円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 25，330円 3 連 単 ��� 210，470円

票 数

単勝票数 計 269937 的中 � 7889（9番人気）
複勝票数 計 454969 的中 � 12735（8番人気）� 21247（7番人気）� 76889（3番人気）
枠連票数 計 136561 的中 （1－8） 3587（13番人気）
馬連票数 計 592937 的中 �� 4401（29番人気）
馬単票数 計 273401 的中 �� 773（64番人気）
ワイド票数 計 404356 的中 �� 2770（35番人気）�� 5083（21番人気）�� 7545（13番人気）
3連複票数 計 820550 的中 ��� 2429（66番人気）
3連単票数 計 943505 的中 ��� 325（495番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．3―13．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．2―47．5―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パワーアッシュ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2017．11．19 京都7着

2015．4．20生 牡3栗 母 マヤフィオーレ 母母 スーパーアフリート 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ノボリソング号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨドノロード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月29日まで平地競走に

出走できない。

第３回 京都競馬 第４日



13039 4月29日 晴 良 （30京都3）第4日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時05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

610 フェスタマドンナ 牝3鹿 54 川田 将雅服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 494－ 21：34．1 9．1�

69 ロードマドリード 牡3鹿 56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 448＋ 81：34．41� 1．6�
46 レジーナファースト 牝3鹿 54 幸 英明ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 470＋ 21：34．71� 16．1�
711 ハギノアグレッシブ 牡3栗 56 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B476－ 41：35．01� 93．3�
45 キムケンロード 牡3鹿 56 岩田 康誠木村 永浩氏 西村 真幸 新ひだか 築紫 洋 428－ 2 〃 クビ 13．0�
33 エイシンレーザー 牡3鹿 56 H．ボウマン 平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 486－ 61：35．1� 9．0	

（豪）

22 ミッキードーヴィル 牡3黒鹿56 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462± 01：35．41� 7．1

814 ブルベアサンショウ 牡3鹿 56 国分 恭介 �ブルアンドベア 坂口 正則 日高 森永牧場 464－ 21：35．5� 283．8�
34 マジックバローズ 牡3鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 448 ―1：35．81� 16．9�
11 ブルーイメル 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人杉澤 真吾氏 五十嵐忠男 新ひだか 上村 清志 B452－ 81：35．9� 154．8
813 パ ス テ ィ ス 牡3青 56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B480 ―1：36．21� 20．2�
57 ヴィアプライド 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 2 〃 ハナ 331．5�
712 デイジーブリランテ 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極�三嶋牧場 	島 一歩 浦河 三嶋牧場 458 ― 〃 アタマ 166．6�
58 ショコラショー 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 392 ―1：36．62� 182．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，989，300円 複勝： 101，475，400円 枠連： 16，280，100円
馬連： 59，943，500円 馬単： 37，612，500円 ワイド： 43，612，600円
3連複： 78，092，600円 3連単： 136，504，900円 計： 513，510，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 200円 � 110円 � 200円 枠 連（6－6） 590円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，150円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 15，980円

票 数

単勝票数 計 399893 的中 � 34784（4番人気）
複勝票数 計1014754 的中 � 57194（3番人気）� 641625（1番人気）� 55979（4番人気）
枠連票数 計 162801 的中 （6－6） 21063（4番人気）
馬連票数 計 599435 的中 �� 67758（3番人気）
馬単票数 計 376125 的中 �� 13762（10番人気）
ワイド票数 計 436126 的中 �� 54571（2番人気）�� 8332（14番人気）�� 26200（5番人気）
3連複票数 計 780926 的中 ��� 27749（7番人気）
3連単票数 計1365049 的中 ��� 6192（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．9―47．3―59．5―1：11．2―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェスタマドンナ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．1．21 中京7着

2015．1．27生 牝3鹿 母 フェアリーブレス 母母 スイートマイハート 3戦1勝 賞金 5，750，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13040 4月29日 晴 良 （30京都3）第4日 第4競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走11時35分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

44 アフリカンゴールド 牡3栗 56 松若 風馬ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 62：27．1 10．5�

55 メイケイゴールド 牡3芦 56 M．デムーロ名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 482＋ 2 〃 ハナ 1．7�
79 エリンズロマーネ 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 476＋ 22：27．52� 7．1�
11 サウンドスター 牡3黒鹿56 和田 竜二増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 452－ 62：27．82 59．5�
66 ゴッドブレイク 牡3栗 56 酒井 学阿部東亜子氏 奥村 豊 浦河 谷川牧場 540－ 82：28．01� 19．8�
22 セイウンフォーカス 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 474± 02：28．53 5．3	
78 アンクルスター 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極野嶋 祥二氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 458－ 22：29．24 30．4

811 オーサムミッション 牡3鹿 56 H．ボウマン �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478 ―2：29．94 7．3�

（豪）

810 クロンプリンツ 牡3青鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム B456± 02：30．21	 113．9
33 ワンダーハスラット 
3鹿 56 岩崎 翼山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 478－ 82：30．62� 93．3�
67 クレージーバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 522－ 4 （競走中止） 62．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，638，900円 複勝： 69，027，300円 枠連： 12，092，400円
馬連： 60，025，600円 馬単： 38，346，700円 ワイド： 40，644，800円
3連複： 79，625，800円 3連単： 157，588，100円 計： 492，989，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 180円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 750円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 360円 �� 770円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 10，360円

票 数

単勝票数 計 356389 的中 � 26993（5番人気）
複勝票数 計 690273 的中 � 54131（4番人気）� 358387（1番人気）� 71925（3番人気）
枠連票数 計 120924 的中 （4－5） 12447（3番人気）
馬連票数 計 600256 的中 �� 58000（3番人気）
馬単票数 計 383467 的中 �� 11498（8番人気）
ワイド票数 計 406448 的中 �� 28068（3番人気）�� 11698（9番人気）�� 50317（2番人気）
3連複票数 計 796258 的中 ��� 51232（3番人気）
3連単票数 計1575881 的中 ��� 11022（33番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―13．1―13．1―13．4―13．1―12．7―12．3―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．4―34．8―47．9―1：01．0―1：14．4―1：27．5―1：40．2―1：52．5―2：04．0―2：15．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アフリカンゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Gone West デビュー 2017．12．23 阪神9着

2015．3．26生 牡3栗 母 ブ リ ク セ ン 母母 Danish 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走中止〕 クレージーバローズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 クレージーバローズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年5月29日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13041 4月29日 晴 良 （30京都3）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時25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
1：43．9
1：43．9

良
良

811 フォックスクリーク 牡3黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478－ 41：46．8 5．1�

44 � アメリカンワールド 牡3栗 56 藤岡 佑介吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 St. Elias
Stables, LLC 476－ 41：46．9� 6．4�

79 ウォーターパルフェ 牡3鹿 56 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 468± 01：47．0クビ 12．0�
67 バイオレントブロー 牡3黒鹿56 H．ボウマン �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 476± 0 〃 クビ 20．0�

（豪）

78 ロクセラーナ 牝3鹿 54 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 ハナ 3．4	
55 シルヴァンシャー 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464－ 61：47．21	 2．7

33 ウォルビスベイ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 444± 01：47．41
 36．7�
66 デクレアラー 牡3栗 56 松山 弘平�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 21：47．71� 41．6�
810 ハクサンフエロ 牡3鹿 56 小牧 太河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 �川 啓一 456－ 41：48．23 97．1
11 ニシノベースマン 牡3黒鹿56 岩田 康誠西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 432＋ 41：48．52 28．5�
22 � ベストマイウェイ 牡3鹿 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B532＋ 61：49．99 52．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 46，304，400円 複勝： 66，657，200円 枠連： 12，724，000円
馬連： 76，843，100円 馬単： 40，176，400円 ワイド： 56，132，900円
3連複： 103，054，900円 3連単： 162，371，100円 計： 564，264，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 190円 � 280円 枠 連（4－8） 2，010円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，060円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 22，410円

票 数

単勝票数 計 463044 的中 � 71655（3番人気）
複勝票数 計 666572 的中 � 101177（3番人気）� 96144（4番人気）� 54838（5番人気）
枠連票数 計 127240 的中 （4－8） 4900（8番人気）
馬連票数 計 768431 的中 �� 41343（6番人気）
馬単票数 計 401764 的中 �� 11660（10番人気）
ワイド票数 計 561329 的中 �� 30360（5番人気）�� 13099（12番人気）�� 17235（8番人気）
3連複票数 計1030549 的中 ��� 14662（18番人気）
3連単票数 計1623711 的中 ��� 5252（68番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―12．2―12．8―12．3―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―34．4―46．6―59．4―1：11．7―1：23．3―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォックスクリーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．10．15 京都1着

2015．2．19生 牡3黒鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 3戦2勝 賞金 16，100，000円
※シルヴァンシャー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13042 4月29日 晴 良 （30京都3）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

611 ホウショウナウ 牡3栗 56 松山 弘平芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 492＋ 21：25．5 14．6�
816 マコトモンジョワ 牝3栗 54 C．ルメール�ディアマント 高橋 義忠 新冠 カミイスタット B446－14 〃 クビ 12．1�
815� ジャスパーウィン 牡3栗 56

55 ☆荻野 極加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift
Farm LLC 486－161：25．81� 19．7�

24 イチネンプリンス 牡3黒鹿56 岩田 康誠国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 456－ 41：26．22	 41．3�
714 ハーモニーライズ 牡3黒鹿56 浜中 俊日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 490＋ 2 〃 クビ 15．5�
47 グランデミノル 牝3鹿 54 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 478± 01：26．3	 48．3	
36 メイショウアキツ 牡3黒鹿56 福永 祐一松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 B448－ 4 〃 ハナ 24．9

612� ソウルセイバー 牡3黒鹿56 三浦 皇成�ノースヒルズ 中竹 和也 米

Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

526－ 21：26．4	 59．5�
713 ラフィングマッチ 牡3栗 56 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 484－ 21：26．61
 31．4�
35 グローリーグローリ 牡3黒鹿56 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 484－ 21：26．7	 4．8
11 � イエローブレイヴ 牡3鹿 56 宮崎 北斗本田 恒雄氏 武市 康男 新ひだか 前田ファーム B526＋101：26．8クビ 265．9�
510 サンライズフルメン 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 490± 0 〃 アタマ 3．1�
23 ヒロシゲゴールド 牡3青鹿56 幸 英明�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 454－ 2 〃 ハナ 97．4�
12 � グレートシール 牡3黒鹿56 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 米 Premier

Bloodstock 490± 01：27．12 6．3�
59 エナジーピエトラ 牝3栗 54 秋山真一郎 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 宮内牧場 448＋ 21：28．27 16．6�
48 オペラアクター 牡3栗 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 414± 01：28．3	 10．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，289，900円 複勝： 57，867，100円 枠連： 20，560，100円
馬連： 82，230，200円 馬単： 34，348，800円 ワイド： 58，381，700円
3連複： 115，115，600円 3連単： 123，769，000円 計： 534，562，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 480円 � 360円 � 550円 枠 連（6－8） 4，050円

馬 連 �� 9，080円 馬 単 �� 17，110円

ワ イ ド �� 3，100円 �� 4，830円 �� 4，550円

3 連 複 ��� 61，270円 3 連 単 ��� 342，490円

票 数

単勝票数 計 422899 的中 � 23069（6番人気）
複勝票数 計 578671 的中 � 31704（8番人気）� 43827（4番人気）� 26798（9番人気）
枠連票数 計 205601 的中 （6－8） 3934（17番人気）
馬連票数 計 822302 的中 �� 7011（35番人気）
馬単票数 計 343488 的中 �� 1505（70番人気）
ワイド票数 計 583817 的中 �� 4880（38番人気）�� 3112（57番人気）�� 3303（54番人気）
3連複票数 計1151156 的中 ��� 1409（193番人気）
3連単票数 計1237690 的中 ��� 262（1045番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．8―12．1―12．3―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．4―35．2―47．3―59．6―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウショウナウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Desert King デビュー 2017．10．7 京都1着

2015．5．6生 牡3栗 母 ホウショウルビー 母母 Gaily Field 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 グローリーグローリ号の騎手国分恭介は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12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 コスモジョーカー号・ミッキーマインド号



13043 4月29日 晴 良 （30京都3）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時25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

68 カ レ ン カ カ 牡4芦 57 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 502＋ 21：53．2 2．9�
812� マイアフェクション 牡4鹿 57 岩崎 翼五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 464－ 61：53．3� 37．1�
79 � リテラルフォース 牡4黒鹿57 H．ボウマン 村上 稔氏 高柳 大輔 登別 ユートピア牧場 518＋ 21：53．4� 1．8�

（豪）

11 キングサムソン 牡6鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 482－ 21：53．61	 7．2�
710 セイイーグル 
4鹿 57 C．ルメール 吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 436－ 61：54．13 21．6�
811� エクロジオン 牝5鹿 55 三浦 皇成前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 478± 01：54．73� 19．4�
56 ナンヨーアーミー 牡5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 B544＋ 41：54．8� 25．6	
22 アースシンフォニー 
6鹿 57 太宰 啓介
ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 480＋ 2 〃 クビ 21．0�
33 クリノプラハ 牡5鹿 57 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 524± 01：55．43� 249．0�
67 � ブレイジンフェザー 牡5黒鹿57 高田 潤野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム B470± 01：55．72 159．1
55 クリノゼノビア 牝4黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 426± 01：56．12� 390．4�
44 アオテンジョウ 牡4栗 57 幸 英明北所 直人氏 沖 芳夫 登別 ユートピア牧場 490＋ 11：56．63 115．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，213，000円 複勝： 48，080，900円 枠連： 14，848，700円
馬連： 71，457，200円 馬単： 40，306，800円 ワイド： 42，213，400円
3連複： 93，930，100円 3連単： 165，264，600円 計： 518，314，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 450円 � 110円 枠 連（6－8） 1，790円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 8，940円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 160円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 22，240円

票 数

単勝票数 計 422130 的中 � 112901（2番人気）
複勝票数 計 480809 的中 � 95144（2番人気）� 12600（8番人気）� 193977（1番人気）
枠連票数 計 148487 的中 （6－8） 6403（6番人気）
馬連票数 計 714572 的中 �� 9312（16番人気）
馬単票数 計 403068 的中 �� 3378（27番人気）
ワイド票数 計 422134 的中 �� 6049（17番人気）�� 91804（1番人気）�� 7691（14番人気）
3連複票数 計 939301 的中 ��� 30227（7番人気）
3連単票数 計1652646 的中 ��� 5386（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．8―50．1―1：03．0―1：15．7―1：28．0―1：40．2

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ レ ン カ カ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．11．19 京都5着

2014．3．22生 牡4芦 母 スプリングチケット 母母 カズミハルコマ 10戦2勝 賞金 21，850，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13044 4月29日 晴 良 （30京都3）第4日 第8競走 ��
��1，400�

た か が み ね

鷹 ケ 峰 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

45 ドルチャーリオ 牡5栗 57 池添 謙一ゴドルフィン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450＋ 21：20．8 4．9�

44 キーナンバー 牡5栗 57 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 516＋ 41：20．9� 36．1�
68 ショウボート 牡6栗 57 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484＋121：21．0� 10．7�
711 ティルナノーグ 	6鹿 57 藤岡 佑介前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460± 01：21．21
 18．5�
813 ライオネルカズマ 牡4鹿 57 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 B514＋20 〃 クビ 49．7�
33 グランドロワ 牡4栗 57 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B482＋ 21：21．3� 3．7�
812 オメガタックスマン 牡6鹿 57 和田 竜二原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468－ 6 〃 クビ 32．2	
710 デスティニーソング 牝4鹿 55 M．デムーロ 
ノルマンディーサラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 454± 01：21．4クビ 6．5�
22 グロワールシチー 牡4鹿 57 秋山真一郎 
友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 464－ 4 〃 クビ 9．2�
69 トシストロング 牡7鹿 57 岩田 康誠上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 476－ 61：21．61 38．0
57 ジョーマイク 	5栗 57 福永 祐一上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 482± 01：22．02� 7．1�
11 ショウナンアヴィド 牡5青鹿57 川田 将雅�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B496± 01：22．1� 8．5�
56 ナ ー ウ ル 牝5青鹿55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス
 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 474－ 41：23．05 115．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 45，019，700円 複勝： 73，965，600円 枠連： 18，673，500円
馬連： 109，401，700円 馬単： 42，910，200円 ワイド： 64，123，200円
3連複： 139，178，200円 3連単： 173，777，400円 計： 667，049，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 740円 � 370円 枠 連（4－4） 8，320円

馬 連 �� 9，980円 馬 単 �� 14，060円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 1，310円 �� 5，810円

3 連 複 ��� 33，800円 3 連 単 ��� 199，340円

票 数

単勝票数 計 450197 的中 � 72215（2番人気）
複勝票数 計 739656 的中 � 135214（1番人気）� 21371（9番人気）� 47687（7番人気）
枠連票数 計 186735 的中 （4－4） 1738（29番人気）
馬連票数 計1094017 的中 �� 8492（32番人気）
馬単票数 計 429102 的中 �� 2288（54番人気）
ワイド票数 計 641232 的中 �� 6337（29番人気）�� 12970（17番人気）�� 2790（54番人気）
3連複票数 計1391782 的中 ��� 3088（105番人気）
3連単票数 計1737774 的中 ��� 632（569番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．2―46．5―57．8―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドルチャーリオ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Gone West デビュー 2016．2．14 京都3着

2013．2．5生 牡5栗 母 ラ ド ル チ ェ 母母 Sharp Cat 20戦4勝 賞金 80，146，000円
〔発走状況〕 ジョーマイク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



13045 4月29日 晴 良 （30京都3）第4日 第9競走 ��1，800�
ただす もり

糺 の 森 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

66 エ マ ノ ン 牝5黒鹿55 松山 弘平丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490－ 21：46．6 12．3�
77 プリンセスルーラー 牝4黒鹿55 M．デムーロ大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 482＋ 2 〃 クビ 3．2�
810 エイシンティンクル 牝5芦 55 浜中 俊�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 500＋161：46．7クビ 3．9�
44 エッジースタイル 牝5栗 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：46．8� 4．8�
78 アドマイヤローザ 牝4芦 55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472＋101：47．01 16．5	
89 レイズアベール 牝4鹿 55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 アタマ 5．6

11 シャンティローザ 牝4青鹿55 C．ルメールホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 アタマ 14．0�
33 ヤマニンエルフィン 牝7鹿 55 松若 風馬土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 510＋ 61：47．1� 38．6�
22 レ イ リ オ ン 牝5鹿 55 和田 竜二 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：47．31	 25．4
55 ミヤジヴィジェ 牝4鹿 55 三浦 皇成曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 468＋ 41：49．0大差 40．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，414，900円 複勝： 72，255，800円 枠連： 21，549，900円
馬連： 113，781，600円 馬単： 50，296，500円 ワイド： 62，355，400円
3連複： 134，282，200円 3連単： 211，873，900円 計： 721，810，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 240円 � 150円 � 160円 枠 連（6－7） 1，700円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 730円 �� 850円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 23，890円

票 数

単勝票数 計 554149 的中 � 35919（5番人気）
複勝票数 計 722558 的中 � 63258（5番人気）� 147013（1番人気）� 125820（3番人気）
枠連票数 計 215499 的中 （6－7） 9801（6番人気）
馬連票数 計1137816 的中 �� 38736（8番人気）
馬単票数 計 502965 的中 �� 7359（22番人気）
ワイド票数 計 623554 的中 �� 21402（9番人気）�� 18132（11番人気）�� 41193（4番人気）
3連複票数 計1342822 的中 ��� 36842（6番人気）
3連単票数 計2118739 的中 ��� 6429（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―35．5―47．7―59．4―1：10．9―1：22．5―1：34．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ マ ノ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2015．11．15 京都6着

2013．3．9生 牝5黒鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 19戦4勝 賞金 58，501，000円

13046 4月29日 晴 良 （30京都3）第4日 第10競走 ��
��1，400�

た ん ご

端午ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
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1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000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
1：21．7
1：21．5

重
不良

811 バ イ ラ 牡3鹿 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 492± 01：25．1 15．3�
11 タイセイアベニール 牡3鹿 56 岩田 康誠田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 460－ 61：25．31� 19．3�
33 アスターソード 牡3鹿 56 松山 弘平加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 442± 0 〃 クビ 43．3�
55 メイショウイサナ 牡3栗 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 安平 	橋本牧場 512± 01：25．4
 18．5�
68 メイショウラビエ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 472－ 81：25．5
 6．9�
79 メイショウオーパス 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B490－ 61：25．6
 2．7�
710 テイエムディラン 牡3黒鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 460－ 2 〃 クビ 11．0	
44 � ジャスパープリンス 牡3鹿 56 H．ボウマン 加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

448－ 81：26．23
 18．1

（豪）

67 ハヤブサマカオー 牡3栗 57 C．ルメール 武田 修氏 寺島 良 新ひだか グランド牧場 456－ 7 〃 ハナ 3．5�
812 メ ー プ ル 牝3黒鹿54 福永 祐一土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 498－ 21：27．9大差 12．4�
56 � モリノラスボス 牡3鹿 56 国分 優作森 和久氏 大江原 哲 森 笹川大晃牧場 508＋ 4 〃 クビ 215．0
22 メイショウタイシ 牡3栗 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 492± 01：28．21 26．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 66，275，000円 複勝： 75，850，900円 枠連： 34，553，100円
馬連： 168，424，000円 馬単： 73，330，500円 ワイド： 84，820，700円
3連複： 216，231，600円 3連単： 314，195，800円 計： 1，033，681，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 400円 � 570円 � 990円 枠 連（1－8） 5，210円

馬 連 �� 12，770円 馬 単 �� 26，780円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 4，170円 �� 5，100円

3 連 複 ��� 82，990円 3 連 単 ��� 434，710円

票 数

単勝票数 計 662750 的中 � 34452（6番人気）
複勝票数 計 758509 的中 � 53927（5番人気）� 34875（8番人気）� 19035（11番人気）
枠連票数 計 345531 的中 （1－8） 5132（16番人気）
馬連票数 計1684240 的中 �� 10215（41番人気）
馬単票数 計 733305 的中 �� 2053（82番人気）
ワイド票数 計 848207 的中 �� 7815（36番人気）�� 5234（45番人気）�� 4270（51番人気）
3連複票数 計2162316 的中 ��� 1954（151番人気）
3連単票数 計3141958 的中 ��� 524（805番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．7―12．1―12．1―13．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．7―34．4―46．5―58．6―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ イ ラ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2017．6．25 阪神9着

2015．3．2生 牡3鹿 母 コウエイテンプウ 母母 リ ベ ラ ノ 11戦3勝 賞金 40，183，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ジャスパープリンス号の騎手H．ボウマンは，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・7番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



13047 4月29日 晴 良 （30京都3）第4日 第11競走 ��
��3，200�第157回天 皇 賞 （ 春 ）（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，58�，牝馬2�減

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 3，570，000円 1，020，000円 510，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

3：12．5
3：12．5
3：12．5

良
良
良

612 レインボーライン 牡5鹿 58 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 452－ 23：16．2 6．0�
611 シュヴァルグラン 牡6栗 58 H．ボウマン 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 クビ 3．0�

（豪）

48 クリンチャー 牡4鹿 58 三浦 皇成前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 488＋ 23：16．3� 8．0�
11 ミッキーロケット 牡5鹿 58 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480－ 83：16．4クビ 38．5�
12 チェスナットコート 牡4栗 58 蛯名 正義窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 452－ 63：16．5	 11．4�
815 トーセンバジル 牡6黒鹿58 M．デムーロ島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484± 03：16．71� 11．6	
816 スマートレイアー 牝8芦 56 四位 洋文大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 470－ 43：16．8� 73．3

714 ア ル バ ー ト 牡7栗 58 C．ルメール 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 ハナ 10．1�
23 シ ホ ウ 牡7鹿 58 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 B514± 03：17．22� 241．1
35 ヤマカツライデン 牡6黒鹿58 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 540± 03：17．3� 71．6�
713 トウシンモンステラ 牡8黒鹿58 国分 恭介�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 488＋103：17．4クビ 371．5�
510 サトノクロニクル 牡4鹿 58 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458＋ 23：17．5	 9．8�
59 ソールインパクト 牡6芦 58 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 23：18．03 74．3�
36 ガ ン コ 牡5青鹿58 藤岡 佑介杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 504＋ 23：18．1� 6．6�
47 ピ ン ポ ン 牡8鹿 58 宮崎 北斗小田切有一氏 粕谷 昌央 新冠 大栄牧場 478± 03：18．2� 250．8�
24 カレンミロティック 
10栗 58 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456± 03：18．41� 39．3�
817 トミケンスラーヴァ 牡8鹿 58 秋山真一郎冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 498－ 83：24．9大差 248．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 872，674，800円 複勝： 833，518，900円 枠連： 662，483，900円 馬連： 2，855，200，300円 馬単： 1，131，840，500円
ワイド： 1，165，408，900円 3連複： 4，491，694，300円 3連単： 7，774，106，400円 5重勝： 620，935，100円 計： 20，407，863，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 140円 � 240円 枠 連（6－6） 1，020円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 400円 �� 810円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 11，650円

5 重 勝
対象競走：東京10R／京都10R／新潟11R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 3，846，500円

票 数

単勝票数 計8726748 的中 � 1153619（2番人気）
複勝票数 計8335189 的中 � 1065329（2番人気）� 1936325（1番人気）� 743536（4番人気）
枠連票数 計6624839 的中 （6－6） 498805（5番人気）
馬連票数 計28552003 的中 �� 2136092（1番人気）
馬単票数 計11318405 的中 �� 336916（6番人気）
ワイド票数 計11654089 的中 �� 791261（1番人気）�� 346647（9番人気）�� 561881（3番人気）
3連複票数 計44916943 的中 ���1627867（1番人気）
3連単票数 計77741064 的中 ��� 483582（8番人気）
5重勝票数 計6209351 的中 ����� 113

ハロンタイム 13．0―11．2―11．4―12．0―12．5―12．3―12．0―13．2―12．6―12．6―12．8―12．6―12．1―12．1―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．2―35．6―47．6―1：00．1―1：12．4―1：24．4―1：37．6―1：50．2―2：02．8―2：15．6―2：28．2

2，600� 2，800� 3，000�
―2：40．3―2：52．4―3：03．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．0―3F35．9
1
�
5－17－6，11，4，9（1，8）2（12，15）－10，14，7，3，13，16
5－（6，11）（9，8，10，15）（4，2，14）（1，12）（17，7，3）13，16

2
�
5＝17（6，11）（4，9）（1，8）2，12，15（10，14）7－3，13，16・（6，11）（5，8，15）（10，2）（9，1，14）12（4，7，3）（13，16）＝17

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レインボーライン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．2 札幌2着

2013．4．1生 牡5鹿 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト 22戦5勝 賞金 450，466，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13048 4月29日 晴 良 （30京都3）第4日 第12競走 ��
��1，400�

たかせがわ

高瀬川ステークス
発走16時25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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

24 ア ー ド ラ ー 牡4鹿 57 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476－ 61：24．3 20．8�
510 テイエムグッドマン 牡4鹿 57 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 488－ 41：24．61� 5．9�
47 トウケイワラウカド 牡5鹿 57 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 492＋ 61：24．7	 17．9�
59 アフターバーナー 
4鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502－ 81：24．91	 7．6�
714 ニホンピロヘーゼル 牝5鹿 55 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 510－ 61：25．11� 60．4�
611 ヴェンジェンス 牡5栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 486＋ 2 〃 ハナ 4．0�
36 カネトシビバーチェ 牝7鹿 55 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 464± 01：25．2	 23．1	
12 タマモイレブン 牡6鹿 57 太宰 啓介タマモ
 中竹 和也 新冠 守矢牧場 528－ 41：25．3クビ 338．5�
816� ハニージェイド 牝4黒鹿55 三浦 皇成吉田 和子氏 島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

456＋ 41：25．4� 8．6�
815 メイショウアイアン 牡8鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 502－ 4 〃 クビ 153．6
612 ワンダーリーデル 牡5鹿 57 和田 竜二山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 528＋ 21：25．61� 23．3�
48 � メイショウオルソ 牡5黒鹿57 岩崎 翼松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 514－ 41：25．91� 230．7�
11 ティーエスネオ 牡7芦 57 小林 徹弥田畑 利彦氏 武 幸四郎 浦河 浦河日成牧場 534± 01：27．28 265．5�
35 タイセイエクレール 牡5鹿 57 川田 将雅田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 520－ 21：27．94 7．5�
713 ローゼンタール 牝5栗 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 508－141：28．0	 57．7�
23 � ゴルゴバローズ 牡5鹿 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Hidden

Brook Farm 534－ 41：29．48 4．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 131，362，900円 複勝： 176，062，800円 枠連： 72，104，500円
馬連： 301，591，600円 馬単： 119，002，800円 ワイド： 181，411，100円
3連複： 418，458，800円 3連単： 579，387，300円 計： 1，979，381，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 540円 � 190円 � 460円 枠 連（2－5） 700円

馬 連 �� 7，490円 馬 単 �� 18，950円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 4，020円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 26，770円 3 連 単 ��� 194，560円

票 数

単勝票数 計1313629 的中 � 50497（8番人気）
複勝票数 計1760628 的中 � 75286（9番人気）� 291497（2番人気）� 89373（8番人気）
枠連票数 計 721045 的中 （2－5） 79560（2番人気）
馬連票数 計3015916 的中 �� 31181（28番人気）
馬単票数 計1190028 的中 �� 4709（68番人気）
ワイド票数 計1814111 的中 �� 19371（30番人気）�� 11439（41番人気）�� 37272（15番人気）
3連複票数 計4184588 的中 ��� 11722（91番人気）
3連単票数 計5793873 的中 ��� 2159（574番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―46．5―58．8―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ー ド ラ ー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．6．18 阪神4着

2014．5．7生 牡4鹿 母 ハイジトウショウ 母母 ターナートウショウ 15戦4勝 賞金 63，320，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴルゴバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月29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） 2頭 ビックリシタナモー号・メイショウサチシオ号

５レース目



（30京都3）第4日 4月29日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

491，910，000円
2，590，000円
22，400，000円
6，770，000円
61，700，000円
14，000，000円
66，999，500円
4，789，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
1，434，291，900円
1，661，316，300円
913，016，200円
4，015，438，400円
1，666，678，300円
1，876，991，400円
6，037，905，200円
10，026，218，100円
620，935，100円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 28，252，790，900円

総入場人員 69，308名 （有料入場人員 67，093名）
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