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13025 4月28日 晴 稍重 （31京都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
1：20．3

重
不良

816 エイシンポジション 牝3鹿 54 A．シュタルケ�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 420－ 81：25．2 21．1�
（独）

12 パラーティウム 牝3黒鹿54 C．ルメール �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462－ 21：25．41� 5．7�
23 オーシャンズルーラ 牝3鹿 54 北村 友一一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 456－ 21：25．61� 4．9�
59 ウ ィ ズ リ ー 牝3栗 54 福永 祐一寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448± 01：26．45 1．6�
24 バブリーダンス 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 6 〃 クビ 116．5	

713 カーディストリー 牝3栗 54 岩田 康誠�下河辺牧場 長谷川浩大 日高 下河辺牧場 468－ 41：26．61� 11．9

35 ジューンハルジオン 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436－ 61：27．02� 28．2�
47 トウケイストーム 牝3栗 54 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新冠 村上牧場 448± 01：27．1� 76．2�
612 ルミエールソレイユ 牝3栗 54 浜中 俊岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 41：27．31� 66．9
48 サウンドサムデイ 牝3栗 54 藤井勘一郎増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 458－ 21：27．72� 247．1�
611 フェアザスピリッツ 牝3鹿 54 田中 健 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 佐々木晶三 新ひだか 三石ファーム 504－ 81：28．33� 52．7�
815 アブシンベル 牝3黒鹿54 吉田 隼人服部健太郎氏 角田 晃一 新ひだか 服部 牧場 536 ― 〃 アタマ 123．4�
714 サツキシェラザード 牝3青 54 松若 風馬小野 博郷氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡田スタツド 424－ 41：28．4クビ 283．6�
36 クイーンブロッサム 牝3栗 54

51 ▲団野 大成吉田 勝己氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B444＋ 61：28．5� 96．0�

11 アイファーダイヤ 牝3栗 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 460± 0 〃 クビ 343．8�
510 ウイッチクイーン 牝3鹿 54 中谷 雄太杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 458－101：28．71� 178．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，058，200円 複勝： 155，352，700円 枠連： 15，914，000円
馬連： 81，410，900円 馬単： 52，820，800円 ワイド： 62，178，500円
3連複： 130，381，800円 3連単： 197，278，800円 計： 742，395，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 1，390円 � 510円 � 410円 枠 連（1－8） 6，160円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 20，040円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 1，150円 �� 470円

3 連 複 ��� 10，720円 3 連 単 ��� 94，150円

票 数

単勝票数 計 470582 的中 � 17800（5番人気）
複勝票数 計1553527 的中 � 27033（6番人気）� 81237（3番人気）� 107325（2番人気）
枠連票数 計 159140 的中 （1－8） 2001（15番人気）
馬連票数 計 814109 的中 �� 8458（17番人気）
馬単票数 計 528208 的中 �� 1976（36番人気）
ワイド票数 計 621785 的中 �� 8555（16番人気）�� 13524（10番人気）�� 36784（4番人気）
3連複票数 計1303818 的中 ��� 9117（26番人気）
3連単票数 計1972788 的中 ��� 1519（192番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．7―12．4―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．8―34．5―46．9―59．6―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンポジション �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2018．10．28 東京6着

2016．3．4生 牝3鹿 母 エイシンパンサー 母母 ナナコフレスコ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 アイファーダイヤ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アイファーダイヤ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年6月28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。

13026 4月28日 晴 稍重 （31京都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

67 プチティラン 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 468＋ 21：54．3 4．1�
812 デンコウミシオン 牝3黒鹿54 城戸 義政田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 430± 0 〃 クビ 14．0�
68 ニホンピロハビアー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 500± 0 〃 アタマ 1．3�
811 エ レ デ ィ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心中村 祐子氏 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 418－ 21：54．72� 39．9�
33 ウェーブライダー 牡3鹿 56 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 510± 01：55．01� 21．0�
710 スターリーパレード 牡3鹿 56 幸 英明 	グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B482－ 61：55．85 11．2

22 メイショウヒノクニ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 戸川牧場 466－ 21：55．9� 42．3�
11 スズカコンパス 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 418± 01：56．0クビ 132．7�
55 ジャーネジャーネ 牝3鹿 54 荻野 琢真廣崎利洋HD	 梅田 智之 浦河 栄進牧場 498＋ 61：57．7大差 261．4
44 コールドストーン 牡3黒鹿56 小崎 綾也臼井義太郎氏 小崎 憲 新冠 イワミ牧場 B474＋ 21：57．91 173．4�
56 マーシデスペラード 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来佐藤 勝士氏 千田 輝彦 安平 �橋本牧場 502± 01：59．17 150．1�
（11頭）

79 サンライズアカシア 牡3鹿 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 35，461，800円 複勝： 125，208，400円 枠連： 15，794，200円
馬連： 57，734，800円 馬単： 43，449，600円 ワイド： 42，282，000円
3連複： 81，659，900円 3連単： 177，349，000円 計： 578，939，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 360円 �� 130円 �� 220円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 6，790円

票 数

単勝票数 差引計 354618（返還計 2295） 的中 � 68593（2番人気）
複勝票数 差引計1252084（返還計 1825） 的中 � 104032（2番人気）� 48491（3番人気）� 966547（1番人気）
枠連票数 差引計 157942（返還計 120） 的中 （6－8） 23762（2番人気）
馬連票数 差引計 577348（返還計 13844） 的中 �� 18710（7番人気）
馬単票数 差引計 434496（返還計 8865） 的中 �� 8533（10番人気）
ワイド票数 差引計 422820（返還計 6895） 的中 �� 21821（6番人気）�� 117716（1番人気）�� 41410（2番人気）
3連複票数 差引計 816599（返還計 29880） 的中 ��� 131447（2番人気）
3連単票数 差引計1773490（返還計 65375） 的中 ��� 18910（22番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．3―12．6―13．3―13．1―12．9―13．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．0―48．6―1：01．9―1：15．0―1：27．9―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プチティラン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2019．2．2 京都6着

2016．4．2生 牡3鹿 母 ワイルドフラッパー 母母 スモークンフローリック 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔出走取消〕 サンライズアカシア号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔3走成績による出走制限〕 コールドストーン号・ジャーネジャーネ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月28日まで

平地競走に出走できない。

第３回 京都競馬 第３日



13027 4月28日 晴 良 （31京都3）第3日 第3競走 ��
��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

818 ブランシェット 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 416＋101：21．6 5．3�

11 スギノヴォルケーノ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 490＋ 6 〃 ハナ 2．0�
（独）

612 プラネットアース 牡3鹿 56
55 ☆坂井 瑠星吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 466＋ 2 〃 アタマ 7．4�

59 ラ ン バ ー ト 牡3鹿 56
53 ▲岩田 望来山本又一郎氏 千田 輝彦 浦河 松栄牧場 B464＋ 81：21．92 359．2�

24 � ベストピクチャー 牝3栗 54 福永 祐一ゴドルフィン 藤岡 健一 英 Godolphin 440－101：22．0クビ 9．3�
12 ウインドブラーハ 牝3鹿 54 秋山真一郎 	社台レースホース武 幸四郎 安平 追分ファーム 450－ 6 〃 クビ 78．1

47 マ ー ニ 牡3黒鹿56 岩田 康誠岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 440－ 21：22．1	 12．5�
714 パ ワ ー ロ ワ 牡3鹿 56 川須 栄彦	まの 大橋 勇樹 新冠 村上牧場 416－ 61：22．52	 501．7�
510 モズリスペクト 牡3青鹿56 中谷 雄太 �キャピタル・システム 飯田 祐史 新ひだか 田中 春美 496－12 〃 ハナ 103．8
816 カシノパーティ 牝3鹿 54 小牧 太柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 ディアレスト

クラブ 482－ 21：22．6クビ 384．5�
715 リ ゴ メ ー ル 牡3栗 56 幸 英明 	社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 520＋ 61：22．7
 29．0�
35 レガーロブロッサム 牝3鹿 54 松若 風馬 �グリーンファーム橋口 慎介 千歳 社台ファーム 406± 0 〃 アタマ 70．8�
611 タガノジョーヌ 牡3栗 56

53 ▲団野 大成八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452－ 21：23．01
 462．2�

713� フルオブドリームズ 牝3黒鹿54 和田 竜二岡田 牧雄氏 長谷川浩大 愛 Racing
Trend Srl 426－ 6 〃 ハナ 215．6�

23 パ ド ク ロ ア 牝3黒鹿 54
51 ▲亀田 温心辻 高史氏 村山 明 新ひだか 岡田スタツド 442－ 81：23．1	 219．5�

48 メイショウカクミチ 牡3鹿 56 田中 健松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 454－ 81：23．2	 138．8�
817 マッケンユウ �3鹿 56 池添 謙一北側 雅勝氏 池添 兼雄 日高 目黒牧場 446± 01：23．41 18．9�
36 スパークルガール 牝3黒鹿54 C．ルメール 	社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 400 ―1：23．5
 9．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，358，700円 複勝： 70，182，200円 枠連： 20，198，800円
馬連： 84，544，600円 馬単： 47，478，100円 ワイド： 64，322，200円
3連複： 127，513，100円 3連単： 165，129，300円 計： 627，727，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 110円 � 170円 枠 連（1－8） 450円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 280円 �� 600円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 8，880円

票 数

単勝票数 計 483587 的中 � 71891（2番人気）
複勝票数 計 701822 的中 � 90793（2番人気）� 233129（1番人気）� 83205（3番人気）
枠連票数 計 201988 的中 （1－8） 34052（1番人気）
馬連票数 計 845446 的中 �� 116271（1番人気）
馬単票数 計 474781 的中 �� 24653（5番人気）
ワイド票数 計 643222 的中 �� 61494（1番人気）�� 24547（6番人気）�� 60272（2番人気）
3連複票数 計1275131 的中 ��� 67219（3番人気）
3連単票数 計1651293 的中 ��� 13475（20番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．2―11．6―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．0―45．2―56．8―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．4
3 ・（1，10）－（4，12）－16，7，18（3，8，17）（5，9）（13，14）15（11，2）＝6 4 ・（1，10）－（4，12）－（7，16）18－（3，17）8（5，9）（13，14）（2，15）11＝6

勝馬の
紹 介

ブランシェット �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．11．4 京都3着

2016．1．27生 牝3黒鹿 母 ケ イ ト 母母 ハリウッドドリーム 5戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 パワーロワ号の騎手川須栄彦は，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：15番）
〔3走成績による出走制限〕 レガーロブロッサム号・フルオブドリームズ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月28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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クリノエメラルド号・メイショウコハギ号・ランドリュウオー号
※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。

13028 4月28日 晴 良 （31京都3）第3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
2：20．6

良
良

88 ディスモーメント 牡3黒鹿56 福永 祐一大塚 亮一氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 508＋ 82：28．4 5．3�
22 アテンポラル 牡3栗 56 B．アヴドゥラ �G1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 506 ―2：28．61� 3．8�
（豪）

11 ブラックハーデス 牡3青 56
55 ☆坂井 瑠星 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 430± 02：28．81� 7．9�

44 シャイニープレット 牡3鹿 56 池添 謙一小林 昌志氏 松永 幹夫 平取 雅 牧場 482－ 42：29．01� 3．3�
89 アイアムレジェンド 牡3鹿 56 岩田 康誠�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 490＋ 62：29．42 4．2	
55 ケンブリッジウルス 牡3青鹿56 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 山口 義彦 462－ 22：29．71	 152．2

77 サイモンノツバサ 牡3栗 56 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 524－ 6 〃 クビ 202．7�
33 ショウナンアーサー 牡3黒鹿56 藤井勘一郎国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 516＋ 22：29．8� 8．6�
66 ジェレメジェバイト 牡3鹿 56 和田 竜二青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム 454＋ 22：29．9	 45．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，462，600円 複勝： 54，691，800円 枠連： 13，862，000円
馬連： 70，896，700円 馬単： 41，691，200円 ワイド： 48，472，700円
3連複： 90，277，800円 3連単： 181，314，500円 計： 547，669，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 180円 � 220円 枠 連（2－8） 550円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 540円 �� 610円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 15，520円

票 数

単勝票数 計 464626 的中 � 69181（4番人気）
複勝票数 計 546918 的中 � 62163（5番人気）� 87732（3番人気）� 61397（6番人気）
枠連票数 計 138620 的中 （2－8） 19480（2番人気）
馬連票数 計 708967 的中 �� 39211（8番人気）
馬単票数 計 416912 的中 �� 11746（17番人気）
ワイド票数 計 484727 的中 �� 23397（10番人気）�� 20249（11番人気）�� 17156（15番人気）
3連複票数 計 902778 的中 ��� 21378（17番人気）
3連単票数 計1813145 的中 ��� 8465（84番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―11．8―13．4―13．0―12．8―12．8―12．6―12．0―11．8―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．1―36．9―50．3―1：03．3―1：16．1―1：28．9―1：41．5―1：53．5―2：05．3―2：16．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディスモーメント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．12．28 阪神5着

2016．5．2生 牡3黒鹿 母 カホマックス 母母 ジョリブロンド 3戦1勝 賞金 5，700，000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。



13029 4月28日 晴 良 （31京都3）第3日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時25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 ゴルトマイスター 牡3栗 56 M．デムーロ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 566± 01：51．3 2．0�

33 コ ン カ ラ ー 牡3鹿 56 C．ルメール 江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472－ 21：52．36 6．3�
89 マッスルビーチ 牡3黒鹿56 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456± 01：53．15 6．8�
11 ロードリバーサル 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 492± 01：53．31� 27．5�
66 メイショウテンダン 牡3青鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 458± 0 〃 クビ 4．4�
22 セ ロ シ ア 牡3黒鹿56 和田 竜二�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 61：54．04 19．1	
77 � スマートアルケミー 牡3青鹿56 戸崎 圭太大川 徹氏 笹田 和秀 米 Summer

Wind Equine 492－141：54．21	 36．2

78 キョウワウォール 牡3黒鹿56 柴田 未崎�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B492± 0 〃 ハナ 242．9�
44 グリッサード 牡3鹿 56 池添 謙一 �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482± 01：55．47 18．3
810 ジューンステータス 牡3青鹿56 北村 友一吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 478＋ 21：55．5クビ 18．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 57，580，400円 複勝： 77，974，200円 枠連： 14，433，400円
馬連： 90，276，400円 馬単： 49，721，400円 ワイド： 68，940，700円
3連複： 130，857，300円 3連単： 206，750，800円 計： 696，534，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（3－5） 700円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 270円 �� 320円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 4，110円

票 数

単勝票数 計 575804 的中 � 227655（1番人気）
複勝票数 計 779742 的中 � 257948（1番人気）� 101556（3番人気）� 97635（4番人気）
枠連票数 計 144334 的中 （3－5） 15862（3番人気）
馬連票数 計 902764 的中 �� 110490（2番人気）
馬単票数 計 497214 的中 �� 41174（2番人気）
ワイド票数 計 689407 的中 �� 70716（2番人気）�� 55759（3番人気）�� 28372（7番人気）
3連複票数 計1308573 的中 ��� 78869（3番人気）
3連単票数 計2067508 的中 ��� 36402（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．6―37．0―49．8―1：02．6―1：15．0―1：27．2―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴルトマイスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．10．20 京都1着

2016．2．18生 牡3栗 母 ナスケンアイリス 母母 オブザーヴァント 4戦2勝 賞金 18，900，000円

13030 4月28日 晴 良 （31京都3）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時55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

44 ヴ ィ ン ト 牡3鹿 56 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 524± 01：46．9 3．9�
66 ロードマイウェイ 牡3鹿 56 C．ルメール �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 2 〃 ハナ 4．0�
11 キラープレゼンス 牝3青鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：47．11� 3．3�
55 アーデントリー 牡3鹿 56 和田 竜二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 442＋ 4 〃 ハナ 34．4�
22 アドマイヤユラナス 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B484－ 2 〃 クビ 3．0	
77 メイショウクライム 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好
氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム 464＋ 41：47．95 11．0�
33 キンショーボヌール 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心礒野日出夫氏 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 41：48．11 104．1�

（7頭）

売 得 金
単勝： 47，571，400円 複勝： 53，912，700円 枠連： 発売なし
馬連： 77，879，800円 馬単： 47，203，500円 ワイド： 41，991，400円
3連複： 86，761，300円 3連単： 218，066，800円 計： 573，386，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 220円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 290円 �� 240円 �� 260円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 3，880円

票 数

単勝票数 計 475714 的中 � 96595（3番人気）
複勝票数 計 539127 的中 � 96875（4番人気）� 103131（3番人気）
馬連票数 計 778798 的中 �� 100176（2番人気）
馬単票数 計 472035 的中 �� 27511（6番人気）
ワイド票数 計 419914 的中 �� 35187（6番人気）�� 45443（3番人気）�� 41488（5番人気）
3連複票数 計 867613 的中 ��� 86345（4番人気）
3連単票数 計2180668 的中 ��� 40682（19番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．8―12．4―12．4―11．8―11．3―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．8―48．2―1：00．6―1：12．4―1：23．7―1：34．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ン ト 
�
父 モンテロッソ 

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．9．16 阪神9着

2016．4．20生 牡3鹿 母 シ ャ ッ ツ 母母 セイクリッドオース 8戦2勝 賞金 19，450，000円



13031 4月28日 晴 良 （31京都3）第3日 第7競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

712 メイショウキタグニ 牡4黒鹿 57
56 ☆坂井 瑠星松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 482＋ 41：11．9 6．4�

11 メ ラ ナ イ ト �4青鹿57 C．ルメール�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 458＋ 2 〃 クビ 4．1�
34 	 パンサーバローズ 牡5黒鹿57 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 496－ 41：12．0クビ 3．0�
711 アウトバーン 牡4鹿 57 水口 優也中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 476＋ 41：12．21
 204．4�
610 ア タ ミ 牡5黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 502＋ 61：12．41
 7．4�
814� リッカクロフネ 牡7芦 57 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 474－ 21：12．5� 127．8	
813 ゼ セ ル 牡5鹿 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 496－ 4 〃 クビ 9．7

46 キセキノツヅキ 牡6鹿 57

54 ▲亀田 温心 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 アタマ 11．6�
69 	 ニシノトランザム 牡4鹿 57 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

478± 01：12．71
 31．7
58 アユツリオヤジ 牡5栗 57 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 川 啓一 502＋12 〃 ハナ 14．3�
33 ハートフルタイム 牡5黒鹿57 北村 友一青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 502＋ 21：13．12� 102．2�
22 � ウイングエンペラー 牡6栗 57 小牧 太池田 實氏 服部 利之 新冠 村上 欽哉 B502＋241：13．31� 268．5�
45 	 ジャスパーエイト 牡4栗 57 福永 祐一加藤 和夫氏 森 秀行 米

Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

486－ 21：13．5� 21．1�
57 � ハードカウント 牡4栗 57 小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 61：14．56 34．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，524，500円 複勝： 75，477，500円 枠連： 22，074，500円
馬連： 113，041，700円 馬単： 49，883，300円 ワイド： 78，957，300円
3連複： 162，273，800円 3連単： 196，352，400円 計： 749，585，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 150円 � 140円 枠 連（1－7） 1，610円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 540円 �� 360円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 10，570円

票 数

単勝票数 計 515245 的中 � 63842（3番人気）
複勝票数 計 754775 的中 � 106287（3番人気）� 125303（2番人気）� 149366（1番人気）
枠連票数 計 220745 的中 （1－7） 10618（7番人気）
馬連票数 計1130417 的中 �� 53638（5番人気）
馬単票数 計 498833 的中 �� 10897（11番人気）
ワイド票数 計 789573 的中 �� 34213（5番人気）�� 56556（2番人気）�� 73148（1番人気）
3連複票数 計1622738 的中 ��� 79378（1番人気）
3連単票数 計1963524 的中 ��� 13459（17番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．5―11．8―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．1―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウキタグニ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．6．17 阪神6着

2015．5．22生 牡4黒鹿 母 メイショウコブシ 母母 ステイトリースター 16戦2勝 賞金 22，000，000円
〔発走状況〕 ハードカウント号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ハードカウント号は，発走調教再審査。

13032 4月28日 晴 良 （31京都3）第3日 第8競走 ��1，800�
ただす もり

糺 の 森 特 別
発走13時55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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

11 シャイントレイル 牝5芦 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：45．8 13．7�
66 ラ テ ュ ロ ス 牝4鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420± 0 〃 ハナ 5．2�
78 レッドランディーニ 牝4青 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450－ 41：46．01� 7．8�
55 トーホウアイレス 牝5青鹿55 戸崎 圭太東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 472－ 61：46．1� 8．3�
79 レオコックブルー 牝4黒鹿55 浜中 俊親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 434＋ 2 〃 ハナ 8．3	
22 ブライトムーン 牝5黒鹿55 C．ルメール�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436＋ 61：46．2クビ 2．8

44 サトノガーネット 牝4黒鹿55 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 81：46．41 5．0�
811 ウインルチル 牝4栗 55 吉田 隼人�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 21：46．5� 43．7�
33 スカイソング 牝5芦 55 太宰 啓介西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 470＋ 41：47．88 122．8
67 サウンドマジック 牝5栗 55 藤井勘一郎増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 438－ 81：47．9� 50．7�
810 フェルトベルク 牝5鹿 55 団野 大成加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 436－ 21：48．1� 37．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，760，100円 複勝： 87，435，300円 枠連： 22，127，600円
馬連： 120，223，200円 馬単： 56，062，800円 ワイド： 77，349，800円
3連複： 155，825，800円 3連単： 219，824，200円 計： 797，608，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 320円 � 200円 � 260円 枠 連（1－6） 3，360円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 7，930円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，290円 �� 710円

3 連 複 ��� 6，800円 3 連 単 ��� 55，220円

票 数

単勝票数 計 587601 的中 � 34298（7番人気）
複勝票数 計 874353 的中 � 63605（7番人気）� 129365（3番人気）� 85886（6番人気）
枠連票数 計 221276 的中 （1－6） 5096（17番人気）
馬連票数 計1202232 的中 �� 29900（16番人気）
馬単票数 計 560628 的中 �� 5300（37番人気）
ワイド票数 計 773498 的中 �� 20429（16番人気）�� 15056（20番人気）�� 28677（11番人気）
3連複票数 計1558258 的中 ��� 17167（31番人気）
3連単票数 計2198242 的中 ��� 2886（204番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．8―12．0―12．0―12．1―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．6―33．6―45．4―57．4―1：09．4―1：21．5―1：33．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイントレイル �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．7．16 中京9着

2014．2．27生 牝5芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 10戦3勝 賞金 36，316，000円



13033 4月28日 晴 良 （31京都3）第3日 第9競走 ��
��1，400�

た か が み ね

鷹 ケ 峰 特 別
発走14時25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

57 ディーパワンサ 牝5栗 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：21．3 13．6�
11 キラーコンテンツ 牡5鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486－ 21：21．4� 2．8�
813 コパノピエール 牡5鹿 57 幸 英明小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B494＋ 4 〃 ハナ 12．8�
22 メイショウシャチ 牡6鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 482＋ 21：21．5� 39．9�
69 エイシンスレイマン 牡5鹿 57 M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 484＋ 2 〃 アタマ 3．9	
710 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿57 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 474＋ 2 〃 ハナ 13．2

33 アルジャーノン 牡4栗 57 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 446＋ 21：21．6� 10．4�
711 レッドレグナント 牝4鹿 55 和田 竜二 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 478－ 81：21．7� 10．3�
45 ナムラムツゴロー 牡4栗 57 	島 良太奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 490＋10 〃 アタマ 9．0
812 ギンコイエレジー 牝4黒鹿55 小牧 太 �フジワラ・ファーム 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466± 0 〃 ハナ 51．1�
68 コロラトゥーレ 牝5鹿 55 A．シュタルケ 廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 468＋ 41：21．8� 35．5�

（独）

44 ゲンパチケンシン 牡5芦 57 坂井 瑠星平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 480＋ 6 〃 ハナ 41．9�
56 マ リ エ ラ 牡6鹿 57 三浦 皇成栗山 良子氏 	島 一歩 日高 新井 昭二 534＋ 21：22．01
 66．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，560，700円 複勝： 84，826，400円 枠連： 30，642，500円
馬連： 155，512，000円 馬単： 66，803，400円 ワイド： 95，786，100円
3連複： 214，356，600円 3連単： 279，657，800円 計： 987，145，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 320円 � 150円 � 350円 枠 連（1－5） 1，870円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，250円 �� 800円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 46，650円

票 数

単勝票数 計 595607 的中 � 34974（8番人気）
複勝票数 計 848264 的中 � 57568（7番人気）� 202005（1番人気）� 52458（8番人気）
枠連票数 計 306425 的中 （1－5） 12686（8番人気）
馬連票数 計1555120 的中 �� 58190（7番人気）
馬単票数 計 668034 的中 �� 9675（22番人気）
ワイド票数 計 957861 的中 �� 33555（7番人気）�� 10482（32番人気）�� 31382（9番人気）
3連複票数 計2143566 的中 ��� 21349（27番人気）
3連単票数 計2796578 的中 ��� 4346（156番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．6―47．1―58．1―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディーパワンサ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Rahy デビュー 2016．7．3 中京1着

2014．2．7生 牝5栗 母 ポロンナルワ 母母 シンハリーズ 10戦3勝 賞金 56，283，000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。

13034 4月28日 晴 良 （31京都3）第3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，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

11 ヴァニラアイス 牝3鹿 54 幸 英明�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 446－ 41：24．1 13．5�
46 ケイアイターコイズ 牡3芦 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 510－ 4 〃 クビ 7．7�
59 	 モンペルデュ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 和子氏 松永 幹夫 米

Bluewater Sales,
LLC & Three
Diamonds Farm

464± 01：24．2
 16．8�
23 ブルベアイリーデ 牡3鹿 56 松若 風馬 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 476＋ 41：24．3� 96．2�
47 オリオンパッチ 牡3黒鹿56 M．デムーロ陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 494＋ 21：24．51� 7．5	
610	 ボストンテソーロ 牝3鹿 54 C．ルメール 了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 Spendthrift
Farm LLC 476＋ 41：24．6
 4．1


58 レッドルゼル 牡3鹿 56 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470＋ 41：24．7
 5．1�
35 アヴァンティスト 牡3栗 56 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 464－ 2 〃 クビ 32．9�
815 ニューモニュメント 牡3鹿 56 福永 祐一前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 466± 01：24．91 5．4
22 オルトグラフ 牝3黒鹿54 三浦 皇成ゴドルフィン 池上 昌和 愛 Godolphin 492－ 21：25．32
 24．9�
814 ジャパンスウェプト 牡3芦 56 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 430－ 41：25．51� 11．9�
713 ショウナンガナドル 牡3黒鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 古賀 史生 浦河 谷川牧場 482± 01：25．6� 96．2�
611 グランプリワン 牡3鹿 56 坂井 瑠星�ジーホース 荒川 義之 新ひだか 飯岡牧場 446－ 81：25．8� 93．8�
34 	 タイミングナウ 牡3鹿 56 和田 竜二�キーファーズ 角居 勝彦 米 KatieRich

Farms 464－101：25．9
 29．4�
712 ココフィーユ 牝3鹿 54 B．アヴドゥラ�Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 426－ 41：27．28 57．1�

（豪）

（15頭）

売 得 金
単勝： 102，559，100円 複勝： 146，106，200円 枠連： 56，457，300円
馬連： 249，964，600円 馬単： 101，300，900円 ワイド： 150，122，700円
3連複： 383，647，600円 3連単： 448，083，700円 計： 1，638，242，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 350円 � 310円 � 500円 枠 連（1－4） 2，530円

馬 連 �� 5，260円 馬 単 �� 11，270円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 2，690円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 23，220円 3 連 単 ��� 163，820円

票 数

単勝票数 計1025591 的中 � 60767（7番人気）
複勝票数 計1461062 的中 � 110833（6番人気）� 128563（5番人気）� 72789（8番人気）
枠連票数 計 564573 的中 （1－4） 17269（8番人気）
馬連票数 計2499646 的中 �� 36823（21番人気）
馬単票数 計1013009 的中 �� 6737（46番人気）
ワイド票数 計1501227 的中 �� 25769（18番人気）�� 14209（32番人気）�� 20744（23番人気）
3連複票数 計3836476 的中 ��� 12387（79番人気）
3連単票数 計4480837 的中 ��� 1983（548番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―23．1―35．2―47．5―59．6―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァニラアイス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．7．1 中京3着

2016．3．12生 牝3鹿 母 ア ジ タ ー ト 母母 ファンザブリーズ 7戦3勝 賞金 38，857，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

１レース目 ３レース目



13035 4月28日 晴 良 （31京都3）第3日 第11競走 ��
��3，200�第159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 2，814，000円 804，000円 402，000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

710 フィエールマン 牡4鹿 58 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480± 03：15．0 2．8�
57 グローリーヴェイズ 牡4黒鹿58 戸崎 圭太 �シルクレーシング 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 456＋ 2 〃 クビ 11．3�
68 パフォーマプロミス 牡7栗 58 北村 友一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452－ 83：16．06 30．6�
22 エ タ リ オ ウ 牡4青鹿58 M．デムーロ �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B472＋ 6 〃 クビ 3．3�
69 ユーキャンスマイル 牡4鹿 58 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 83：16．53 6．4	
11 チェスナットコート 牡5栗 58 坂井 瑠星窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 464－ 43：16．81	 54．2

56 カフジプリンス 牡6栗 58 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 530＋ 23：17．33 44．5�
33 
 リ ッ ジ マ ン 牡6鹿 58 蛯名 正義�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 454＋103：17．4� 60．0�
711 ケ ン ト オ ー 牡7黒鹿58 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 472± 03：17．61� 158．7
812 クリンチャー 牡5鹿 58 三浦 皇成前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 496＋ 23：17．7� 9．2�
45 メイショウテッコン 牡4青鹿58 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 508－ 23：18．97 9．2�
813 ロードヴァンドール 牡6栗 58 横山 典弘 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 500＋ 23：20．7大差 30．3�
44 ヴ ォ ー ジ ュ 牡6青鹿58 和田 竜二杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 522＋ 4 （競走中止） 68．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 859，621，200円 複勝： 778，109，300円 枠連： 498，026，600円 馬連： 2，590，918，000円 馬単： 1，192，301，500円
ワイド： 1，242，802，700円 3連複： 4，186，783，500円 3連単： 7，828，718，200円 5重勝： 598，512，700円 計： 19，775，793，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 320円 � 630円 枠 連（5－7） 1，480円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，660円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 16，410円 3 連 単 ��� 49，110円

5 重 勝
対象競走：京都9R／東京10R／京都10R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 1，966，940円

票 数

単勝票数 計8596212 的中 � 2390456（1番人気）
複勝票数 計7781093 的中 � 1758784（2番人気）� 567799（6番人気）� 250904（9番人気）
枠連票数 計4980266 的中 （5－7） 260627（8番人気）
馬連票数 計25909180 的中 �� 1125181（8番人気）
馬単票数 計11923015 的中 �� 360871（8番人気）
ワイド票数 計12428027 的中 �� 476440（8番人気）�� 190623（19番人気）�� 72187（38番人気）
3連複票数 計41867835 的中 ��� 191246（49番人気）
3連単票数 計78287182 的中 ��� 115556（138番人気）
5重勝票数 計5985127 的中 ����� 213

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

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�
12．9―24．4―36．0―47．6―59．8―1：12．0―1：24．5―1：38．3―1：51．6―2：04．0―2：16．5―2：28．8

2，600� 2，800� 3，000�
―2：40．5―2：52．1―3：03．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィエールマン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Green Tune デビュー 2018．1．28 東京1着

2015．1．20生 牡4鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 6戦4勝 賞金 356，893，000円
〔競走中止〕 ヴォージュ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため決勝線手前で競走中止。

13036 4月28日 晴 良 （31京都3）第3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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

11 アディラート 牡5黒鹿57 C．ルメール 安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B512± 01：24．3 2．5�
22 スマートレイチェル 牝5黒鹿55 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 486－ 21：24．51� 6．7�
710	 サザンヴィグラス 牡4鹿 57 和田 竜二村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 488－ 61：24．6� 24．4�
813 マルカソレイユ 牝5栗 55 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 484＋ 21：24．7� 6．4�
68 ヴ ォ ー ガ 牡5栗 57 岩田 康誠一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 446－ 6 〃 ハナ 25．4�
57 アンティノウス 
5黒鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 528± 01：24．8� 4．0	
69 サーティグランド 
7鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 山本 昇寿 484± 0 〃 クビ 9．0

56 タ ガ ノ ア ム 牝4鹿 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 21：24．9クビ 36．2�
33 ガ ン ジ ー 牡8栗 57 小牧 太岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 520± 0 〃 クビ 114．2�
45 � ディープオーパス 牡6芦 57 吉田 隼人深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B496－ 41：25．11 53．0
812 ケ イ マ 牡6鹿 57 国分 恭介石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 B496－ 21：25．31� 20．8�
711	 クリノヒビキ 牡4栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 488－ 21：25．93� 203．0�
44 ローゼンタール 牝6栗 55 古川 吉洋岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 41：26．0� 220．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 115，863，000円 複勝： 123，713，500円 枠連： 59，269，800円
馬連： 261，934，700円 馬単： 122，548，400円 ワイド： 163，318，600円
3連複： 381，621，300円 3連単： 610，926，000円 計： 1，839，195，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 190円 � 390円 枠 連（1－2） 830円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，080円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 13，820円

票 数

単勝票数 計1158630 的中 � 364885（1番人気）
複勝票数 計1237135 的中 � 276021（1番人気）� 163696（3番人気）� 62374（7番人気）
枠連票数 計 592698 的中 （1－2） 54903（3番人気）
馬連票数 計2619347 的中 �� 240371（2番人気）
馬単票数 計1225484 的中 �� 74037（3番人気）
ワイド票数 計1633186 的中 �� 133731（2番人気）�� 37149（12番人気）�� 20637（22番人気）
3連複票数 計3816213 的中 ��� 58491（14番人気）
3連単票数 計6109260 的中 ��� 32042（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．4―35．7―48．2―1：00．5―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アディラート �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．10．10 京都2着

2014．2．13生 牡5黒鹿 母 ナリタブルースター 母母 ストームティグレス 24戦5勝 賞金 105，376，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走状況〕 アンティノウス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 サーティグランド号の騎手水口優也は，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。

５レース目



（31京都3）第3日 4月28日（日曜日） 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 150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
24，430，000円
5，630，000円
61，270，000円
6，000，000円
63，310，500円
4，381，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
1，530，381，700円
1，832，990，200円
768，800，700円
3，954，337，400円
1，871，264，900円
2，136，524，700円
6，131，959，800円
10，729，451，500円
598，512，700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
5 重 勝
計 29，554，223，600円

総入場人員 73，662名 （有料入場人員 71，545名）
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