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13073 5月11日 雨 良 （25京都3）第7日 第1競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

重
不良

11 キャニオンバレー 牝3青鹿54 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 B490± 01：25．6 2．3�
24 タマモマナムスメ 牝3黒鹿54 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 446＋261：25．7� 3．7�
815 グレートエンジェル 牝3鹿 54 秋山真一郎田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 480＋ 41：25．91� 7．1�
816 プリンセスムーン 牝3栗 54 C．ウィリアムズ 玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 474－ 61：26．22 8．5�

（豪）

48 メイショウアシタバ 牝3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 470＋ 41：26．3クビ 8．0�
36 ストロンボリ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼芹澤 精一氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 472－ 21：26．72� 379．4	
713 サダムサロペット 牝3芦 54 藤田 伸二大西 定氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 41：26．8クビ 17．5

714 ハッピーポケット 牝3黒鹿54 川須 栄彦馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：27．11� 132．5�
12 ラストキャスケード 牝3鹿 54 古川 吉洋加藤 信之氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 446＋ 41：27．31� 58．0�
510 アスカリンカーン 牝3鹿 54 国分 優作神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 432± 01：27．51� 27．7
59 ゴールデンリーフ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂冨沢 敦子氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 420＋ 81：28．03 450．3�
23 ヤマノカドゥ 牝3鹿 54 松山 弘平山住 勲氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 454＋ 91：29．17 332．8�
47 シャンパントパーズ 牝3鹿 54 北村 友一飯田 正剛氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：29．73� 118．5�
612 レッドサーガ 牝3鹿 54 和田 竜二 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 478 ―1：29．91� 51．5�
35 メイショウスイート 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好�氏 千田 輝彦 浦河 多田 善弘 464－ 41：30．43 181．5�
611 ホッコーブラボー 牝3鹿 54

51 ▲原田 敬伍矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 440 ―1：31．03� 560．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，511，500円 複勝： 33，850，800円 枠連： 11，527，500円
馬連： 34，041，400円 馬単： 23，759，900円 ワイド： 17，961，900円
3連複： 51，434，000円 3連単： 83，258，000円 計： 272，345，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（1－2） 440円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 200円 �� 260円 �� 410円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 165115 的中 � 58823（1番人気）
複勝票数 計 338508 的中 � 96464（1番人気）� 75491（2番人気）� 54281（3番人気）
枠連票数 計 115275 的中 （1－2） 19590（2番人気）
馬連票数 計 340414 的中 �� 66780（1番人気）
馬単票数 計 237599 的中 �� 22740（1番人気）
ワイド票数 計 179619 的中 �� 26495（1番人気）�� 16973（2番人気）�� 9443（5番人気）
3連複票数 計 514340 的中 ��� 47954（1番人気）
3連単票数 計 832580 的中 ��� 22975（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．5―48．3―1：00．5―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャニオンバレー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．21 京都5着

2010．3．8生 牝3青鹿 母 ピサノキャニオン 母母 オーパスワン 5戦1勝 賞金 8，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ホッコーブラボー号の騎手原田敬伍は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホッコーブラボー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月11日まで平地

競走に出走できない。
※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。

13074 5月11日 曇 良 （25京都3）第7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

47 フミノメモリー 牡3黒鹿56 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 510± 01：54．4 3．9�
815 トゥヴァビエン 牡3黒鹿56 高田 潤玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 526＋ 41：54．5� 2．3�
24 マンハッタンケイ 牡3青 56 C．ウィリアムズ 橋口 博氏 橋口弘次郎 新ひだか 矢野牧場 454－ 61：54．92� 8．2�

（豪）

59 ナリタエックス 牡3栗 56 藤田 伸二�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 448－ 21：55．11 28．8�
11 ノアオーカン 牡3黒鹿56 古川 吉洋杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 468± 01：55．2� 14．8�
714 メイショウムシャ 牡3黒鹿56 北村 友一松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 494－ 21：55．41	 307．5	
611 エーシンゴーゴー 牡3鹿 56 松山 弘平�栄進堂 松元 茂樹 安平 追分ファーム 498－ 21：56．25 9．2

12 デンコウシラヌイ 牡3鹿 56 板野 央田中 康弘氏 坂口 正則 平取 コアレススタッド 448± 0 〃 クビ 185．7�

（兵庫）

612 スピーディシャープ 牡3鹿 56
53 ▲花田 大昂吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム 412＋ 61：56．51� 59．3�

48 ユウリスタート 牡3青 56 福永 祐一�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 470＋10 〃 クビ 42．5
36 ア ル ペ ジ オ 牡3栗 56 和田 竜二前田 幸治氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 486± 01：56．6� 106．3�
510 テイエムユキダル 
3芦 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 446＋101：57．34 288．3�
713 ナムラサムライ 牡3芦 56

53 ▲原田 敬伍奈村 信重氏 福島 信晴 日高 賀張三浦牧場 502 ―1：57．4� 203．9�
816 アクレイムド 牡3芦 56 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502 ― 〃 クビ 6．8�
（伊）

23 � アスターバリュー 牝3芦 54
51 ▲岩崎 翼加藤 久枝氏 武田 博 米 Polo Green

Stable 434＋ 2 〃 アタマ 898．9�
35 デイスピリッツ 
3黒鹿56 国分 優作守内 満氏 清水 出美 新ひだか 飛野牧場 536± 01：57．93 186．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，425，100円 複勝： 26，751，300円 枠連： 9，787，800円
馬連： 29，807，400円 馬単： 21，471，700円 ワイド： 15，759，200円
3連複： 44，571，500円 3連単： 67，375，200円 計： 231，949，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 120円 � 110円 � 180円 枠 連（4－8） 280円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 170円 �� 380円 �� 350円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 4，070円

票 数

単勝票数 計 164251 的中 � 33669（2番人気）
複勝票数 計 267513 的中 � 63325（2番人気）� 84694（1番人気）� 27843（3番人気）
枠連票数 計 97878 的中 （4－8） 25829（1番人気）
馬連票数 計 298074 的中 �� 58550（1番人気）
馬単票数 計 214717 的中 �� 15497（2番人気）
ワイド票数 計 157592 的中 �� 28969（1番人気）�� 9093（5番人気）�� 9777（4番人気）
3連複票数 計 445715 的中 ��� 41649（1番人気）
3連単票数 計 673752 的中 ��� 12236（5番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―12．6―12．9―13．2―13．0―12．7―12．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―37．0―49．9―1：03．1―1：16．1―1：28．8―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フミノメモリー �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．3．2 阪神6着

2010．4．30生 牡3黒鹿 母 クロスウォーターⅡ 母母 Bay Harbor 5戦1勝 賞金 7，050，000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 スリーエスペラント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第３回 京都競馬 第７日



13075 5月11日 曇 良 （25京都3）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

23 カ ト ラ ス �3芦 56 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 454＋ 21：12．6 2．0�
11 カネトシエフォート 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 敬伍兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 448± 0 〃 クビ 19．6�
59 パープルアイズ 牡3栗 56 福永 祐一吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 446－ 21：13．23� 3．7�
815 メイショウオトワカ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 480± 0 〃 アタマ 8．3�
612 キリノトップラン 牡3鹿 56 和田 竜二平田 道子氏 岩元 市三 浦河 本巣 敦 494－ 41：13．3� 11．0�
713 レゾンドールシチー 牡3栗 56 小林 徹弥 �友駿ホースクラブ 藤沢 則雄 日高 シンボリ牧場 480＋ 2 〃 ハナ 9．8	
36 テイエムクロジシ 牡3青 56 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 460－ 61：13．5� 50．0

35 カシノオーブ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 440＋ 41：13．82 409．1�
24 エーシンロンマー 牡3黒鹿56 大下 智�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 502 ―1：14．22� 33．7�
510 ディルムッド 牡3栗 56 藤田 伸二一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド B456－ 41：14．41� 36．2
816 マーブルリッキー 牡3栗 56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B480－101：15．35 183．0�
48 デンコウショウイン 牡3青鹿56 国分 優作田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 458± 0 〃 アタマ 454．0�
714 エイシンイーグル 牡3鹿 56 板野 央平井 克彦氏 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 504 ―1：15．61� 391．9�

（兵庫）

12 ランドボイジャー 牡3栗 56 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 444＋ 41：15．91� 208．9�
47 シゲルシシザ 牡3芦 56 柴田 大知森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 岩見牧場 446 ―1：16．11� 121．4�
611 ビ コ ー ズ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 456± 01：16．2� 106．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，896，200円 複勝： 30，687，200円 枠連： 10，432，700円
馬連： 33，669，000円 馬単： 25，443，300円 ワイド： 17，770，900円
3連複： 47，382，000円 3連単： 82，205，800円 計： 266，487，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 260円 � 130円 枠 連（1－2） 1，210円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 480円 �� 170円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 7，360円

票 数

単勝票数 計 188962 的中 � 76473（1番人気）
複勝票数 計 306872 的中 � 111712（1番人気）� 17941（6番人気）� 64767（2番人気）
枠連票数 計 104327 的中 （1－2） 6400（6番人気）
馬連票数 計 336690 的中 �� 16094（5番人気）
馬単票数 計 254433 的中 �� 9052（6番人気）
ワイド票数 計 177709 的中 �� 7865（6番人気）�� 36135（1番人気）�� 4960（9番人気）
3連複票数 計 473820 的中 ��� 27537（4番人気）
3連単票数 計 822058 的中 ��� 8246（19番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．9―12．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．0―35．9―47．9―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ト ラ ス �
�
父 アドマイヤメイン �

�
母父 ダイナガリバー デビュー 2013．1．19 京都3着

2010．4．20生 �3芦 母 ミスホーユー 母母 シーラデルソル 7戦1勝 賞金 11，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アグネスコスモス号・エリモフローラ号・テイエムダイトッパ号
（非抽選馬） 4頭 シゲルカニザ号・ティティベンケイ号・マルモクルーズ号・リージェンシー号
※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。

13076 5月11日 曇 良 （25京都3）第7日 第4競走 ��
��1，400�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
1：20．5
1：19．0

良
良

713 ナ ン プ ー 牡3鹿 56 幸 英明蛭川 年明氏 清水 出美 新ひだか 田中 春美 476－ 21：22．3 4．5�
24 ファインスカイ 牝3鹿 54 川田 将雅 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 468＋ 81：22．72� 8．1�
35 メガモンスター 牡3鹿 56 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 410－ 4 〃 クビ 27．3�
36 レニンフェア 牡3鹿 56 C．デムーロ �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 532＋ 21：22．8クビ 6．8�

（伊）

12 クリアモーメント 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B440－ 21：22．9� 5．2	

47 マキオボーラー 牡3黒鹿56 太宰 啓介阪口 享氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 472± 01：23．11	 4．4

816 マイネルコイヌール 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 パカパカ
ファーム 448± 01：23．31 22．0�

510 プリスクリプション 牡3鹿 56 四位 洋文 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508＋ 21：23．51� 9．7�

23 メイショウゲンナイ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 和子氏 武田 博 浦河 本巣 敦 404＋ 21：23．6� 77．7
59 ヴェリーウェル 牡3鹿 56 川須 栄彦武田 茂男氏 田島 良保 むかわ 渡辺 隆 468 ― 〃 クビ 74．5�
818 クイニーアマン 牝3栗 54 水口 優也新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 414－ 4 〃 アタマ 392．6�
817 トウショウヴァース 牡3栗 56

53 ▲原田 敬伍トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B494－ 61：24．02� 104．6�
612 ブライトライジン 牡3栗 56 国分 優作�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 500 ―1：24．31� 139．8�
11 
 カネトシパリッシュ 牝3芦 52 熊沢 重文兼松 利男氏 矢作 芳人 亜 Nacion Ir-

landa 424 ―1：24．4� 99．3�
48 メイショウジンベエ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 和子氏 坂口 正則 浦河 鮫川フアーム 470＋ 21：24．5� 173．3�
715 バトルアンコール 牝3鹿 54 高田 潤宮川 秋信氏 牧浦 充徳 池田 新田牧場 458－10 〃 ハナ 345．5�
611
 レッドアルテミス 牝3鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto 540 ―1：24．82 10．6�
714 エリモベリー 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂山本三津子氏 今野 貞一 えりも エクセルマネジメント 424 ―1：25．65 425．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 16，091，000円 複勝： 27，607，700円 枠連： 9，930，900円
馬連： 33，443，200円 馬単： 21，087，900円 ワイド： 17，680，000円
3連複： 46，063，000円 3連単： 65，983，700円 計： 237，887，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 270円 � 630円 枠 連（2－7） 2，430円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 660円 �� 2，040円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 16，710円 3 連 単 ��� 71，620円

票 数

単勝票数 計 160910 的中 � 28532（2番人気）
複勝票数 計 276077 的中 � 42528（3番人気）� 27989（5番人気）� 9648（9番人気）
枠連票数 計 99309 的中 （2－7） 3021（13番人気）
馬連票数 計 334432 的中 �� 11966（9番人気）
馬単票数 計 210879 的中 �� 3496（21番人気）
ワイド票数 計 176800 的中 �� 6991（5番人気）�� 2079（30番人気）�� 1805（31番人気）
3連複票数 計 460630 的中 ��� 2035（54番人気）
3連単票数 計 659837 的中 ��� 680（247番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．2―46．9―58．5―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．4
3 7（13，16）（4，6）11（3，5）17（9，8）2，12，1，10，18，15－14 4 ・（7，13）（4，6，16）（3，5，11）（9，8，17）（2，12）（1，10）18－15－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナ ン プ ー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 プルラリズム デビュー 2012．12．24 阪神8着

2010．4．10生 牡3鹿 母 メルヘンローズ 母母 オオシマスズラン 6戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 トウショウヴァース号の騎手原田敬伍は，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：12番）
※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。
（非当選馬） 2頭 アートアロング号・スマートレーベル号
（非抽選馬） 1頭 ニホンピロオーロラ号
※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。



13077 5月11日 雨 良 （25京都3）第7日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

12 ミッキータイガー 牡3鹿 56 川田 将雅野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480± 01：51．1 6．4�
612 クーファゲルニカ 牝3青 54 C．デムーロ 大迫久美子氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472－ 21：51．2� 3．1�

（伊）

510 シゲルオヒツジザ 牡3青 56 北村 友一森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 458－ 6 〃 ハナ 4．3�
611 トウカイインパルス 牡3青鹿56 福永 祐一内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 518 ― 〃 ハナ 7．1�
48 オ ム ニ バ ス 牡3青鹿56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 21：51．51� 88．6�
713 ブライトスペース 牡3栗 56 国分 優作�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 498 ―1：51．6� 63．6	
（クレバースパーズ）

715 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 藤田 伸二松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 494＋ 41：51．81� 18．4

59 サンライズタイセイ 牡3鹿 56 四位 洋文松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 478 ― 〃 クビ 43．9�
24 アルテミスハート 牝3青鹿54 C．ウィリアムズ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502＋201：52．01� 6．8�

（豪）

23 ラ ラ ジ ロ ー 牡3栗 56 和田 竜二フジイ興産 今野 貞一 新冠 新冠橋本牧場 504－ 41：52．1� 170．9�
35 キ ル ト 牡3鹿 56 上村 洋行山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 404－ 41：52．2クビ 79．4�
714 アテンファースト 牡3栗 56 古川 吉洋玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 476＋141：52．3� 191．4�
818 トウケイサクラ 牝3黒鹿54 幸 英明木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか ダイイチ牧場 498± 0 〃 クビ 13．0�
36 バ ト ル ゾ ロ 牡3鹿 56 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 532 ―1：52．4クビ 66．9�
817 トウカイサージュ 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 敬伍内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 516 ―1：53．35 183．1�
11 ドゥイットトーア 牡3鹿 56

53 ▲花田 大昂高山ランド 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 432－ 41：53．4� 544．1�
47 ショウナンナパ 牡3鹿 56 秋山真一郎国本 哲秀氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 490＋ 21：53．82� 122．9�
816 レッドフェンサー 牡3栃栗56 松山 弘平 東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480 ―1：58．5大差 43．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，227，600円 複勝： 32，287，700円 枠連： 12，830，200円
馬連： 39，065，800円 馬単： 26，559，400円 ワイド： 20，771，900円
3連複： 56，094，300円 3連単： 84，815，900円 計： 292，652，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 130円 � 130円 枠 連（1－6） 840円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 430円 �� 350円 �� 230円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 8，010円

票 数

単勝票数 計 202276 的中 � 25162（3番人気）
複勝票数 計 322877 的中 � 37717（3番人気）� 70996（2番人気）� 75421（1番人気）
枠連票数 計 128302 的中 （1－6） 11350（2番人気）
馬連票数 計 390658 的中 �� 25102（3番人気）
馬単票数 計 265594 的中 �� 6821（9番人気）
ワイド票数 計 207719 的中 �� 11083（3番人気）�� 14453（2番人気）�� 25034（1番人気）
3連複票数 計 560943 的中 ��� 44453（1番人気）
3連単票数 計 848159 的中 ��� 7816（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．7―50．1―1：03．0―1：15．9―1：28．0―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．2
3 ・（4，6）11，2（5，14）18（3，10，12）17（7，8，15）－（13，9）－1－16 4 ・（4，6，11）（2，5，10，14，18）（3，12）15（8，17）7（13，9）－1＝16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキータイガー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．18 京都5着

2010．1．24生 牡3鹿 母 アルフォンシーヌ 母母 ラトラヴィアータ 6戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 ドゥイットトーア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドフェンサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月11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 キラキラムーン号・ブロードスター号
※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。

13078 5月11日 雨 稍重 （25京都3）第7日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 � ストームジャガー 牡3鹿 56 C．デムーロ 馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. 484± 01：11．1 4．0�

（伊）

23 テイクファイア 牡3鹿 56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 480± 01：11．42 4．2�
59 レ デ ィ ー 牝3鹿 54 国分 優作浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 426＋ 61：11．72 69．2�
510 タッチシタイ 牡3栗 56 秋山真一郎小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 480－ 41：12．01� 28．1�
48 サクラフェリース 牝3栗 54 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 494－ 61：12．1クビ 4．1�
24 ブ ッ ト バ セ 牡3栗 56 藤田 伸二一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 カナイシスタッド 490＋ 4 〃 ハナ 55．6	
612 ナムラケンシロウ 牡3栃栗56 水口 優也奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 446± 0 〃 ハナ 47．5

713 サンライズバロン 牡3鹿 56 四位 洋文松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 500－ 41：12．31	 8．9�
36 ラ ラ ガ ニ エ 牡3栗 56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 480± 0 〃 アタマ 15．6�
816 バ ル ザ ッ ク 牡3鹿 56 池添 謙一諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 432＋ 21：12．4クビ 167．0
611 ド ン マ ネ ー 牡3黒鹿56 柴田 大知山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 462＋ 41：12．61
 138．6�
714 エ ッ フ ェ ル 牡3栗 56 古川 吉洋小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 512＋ 41：12．7	 41．9�
47 マーティンオート 牝3鹿 54 岡田 祥嗣大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 460＋ 21：13．23 52．2�
35 スピリットレイク 牝3鹿 54 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 61：13．3クビ 18．6�
12 ルーシーブライド 牝3黒鹿54 松山 弘平�ターフ・スポート藤原 英昭 浦河 岡本牧場 446＋101：13．93	 8．1�
815 プラネットスコア 牡3黒鹿56 北村 友一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 464± 01：15．7大差 31．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，913，000円 複勝： 37，417，200円 枠連： 13，528，400円
馬連： 46，140，700円 馬単： 29，493，600円 ワイド： 23，424，900円
3連複： 62，168，500円 3連単： 93，743，900円 計： 326，830，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 160円 � 1，320円 枠 連（1－2） 590円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 340円 �� 3，270円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 13，360円 3 連 単 ��� 53，590円

票 数

単勝票数 計 209130 的中 � 41332（1番人気）
複勝票数 計 374172 的中 � 62077（3番人気）� 79353（1番人気）� 5032（14番人気）
枠連票数 計 135284 的中 （1－2） 16934（2番人気）
馬連票数 計 461407 的中 �� 41126（1番人気）
馬単票数 計 294936 的中 �� 13796（1番人気）
ワイド票数 計 234249 的中 �� 19834（1番人気）�� 1626（41番人気）�� 1658（40番人気）
3連複票数 計 621685 的中 ��� 3435（42番人気）
3連単票数 計 937439 的中 ��� 1291（150番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．2―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．6―46．8―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ストームジャガー �
�
父 After Market �

�
母父 A. P. Jet デビュー 2012．12．22 中山1着

2010．1．19生 牡3鹿 母 Travelator 母母 Rajadiddle 5戦2勝 賞金 16，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラネットスコア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月11日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ストゥーディアス号・ディープジュジュ号・ミヤジエルビス号・ミラクルルーマー号・メイショウツバクロ号・

メイショウユキチ号
※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。



13079 5月11日 雨 稍重 （25京都3）第7日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時20分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．5
1：19．0

良
良

11 ラーストチカ 牝3黒鹿54 C．ウィリアムズ 岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 438± 01：22．7 4．1�
（豪）

48 エーシンマイェスタ 牡3黒鹿56 秋山真一郎�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 500－ 41：22．8� 5．6�
12 マイネエビータ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 434＋10 〃 クビ 92．2�
23 タカノヒーロー 牡3鹿 56 川須 栄彦山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 474＋ 2 〃 ハナ 21．4�
35 アドマイヤサブリナ 牝3芦 54 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 434－ 61：23．01� 36．2�
713	 エーシンサファイア 牝3鹿 54 松山 弘平�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 484－ 41：23．1� 6．4	
36 ライブリシュネル 牡3鹿 56 熊沢 重文加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 482± 01：23．2� 43．0

510 タガノラルフ 牡3青鹿56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 4 〃 ハナ 6．3�
612 タマモプラネット 牡3芦 56 国分 優作タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 470＋ 41：23．52 11．2�
47 アジャストメント 牡3鹿 56 和田 竜二山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 482＋ 61：23．6クビ 43．4
714
 ラ イ キ ピ ア 牡3黒鹿56 板野 央森澤憲一郎氏 森沢 友貴 新冠 武田牧場 460－ 71：23．91� 210．2�

（兵庫） （兵庫）

611� ファイアキング 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 B438－ 21：24．11 269．5�
816 モ ン モ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介小田切有一氏 谷 潔 浦河 高野牧場 464－ 2 〃 クビ 168．3�
815� グロリーレヴュー 牝3黒鹿54 北村 友一�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 480＋ 21：24．63 402．9�
24 メイケイペガムーン 牝3黒鹿54 藤田 伸二名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 442＋ 21：24．81� 15．3�
59 ラ ト ー ナ 牝3鹿 54 福永 祐一有限会社シルク大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476－ 41：27．2大差 4．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，731，200円 複勝： 36，996，100円 枠連： 13，522，300円
馬連： 45，230，800円 馬単： 29，264，700円 ワイド： 22，830，600円
3連複： 62，635，900円 3連単： 98，865，600円 計： 329，077，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 190円 � 1，580円 枠 連（1－4） 1，130円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 460円 �� 4，020円 �� 4，470円

3 連 複 ��� 24，630円 3 連 単 ��� 96，140円

票 数

単勝票数 計 197312 的中 � 38402（1番人気）
複勝票数 計 369961 的中 � 63623（1番人気）� 59998（2番人気）� 4365（12番人気）
枠連票数 計 135223 的中 （1－4） 8865（5番人気）
馬連票数 計 452308 的中 �� 27532（3番人気）
馬単票数 計 292647 的中 �� 10509（1番人気）
ワイド票数 計 228306 的中 �� 13534（2番人気）�� 1326（42番人気）�� 1189（44番人気）
3連複票数 計 626359 的中 ��� 1877（73番人気）
3連単票数 計 988656 的中 ��� 759（308番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．9―46．6―58．3―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラーストチカ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．1．12 京都12着

2010．3．23生 牝3黒鹿 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル 5戦2勝 賞金 14，050，000円
〔その他〕 ラトーナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ラトーナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年6月11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または施行団体名を表示している。

13080 5月11日 雨 稍重 （25京都3）第7日 第8競走 ��
��1，900�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 7，200，000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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

56 � レッドグルーヴァー 牡4芦 57 C．デムーロ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm 476＋ 21：58．0 1．6�
（伊）

812	 スカイウエイ 牡4鹿 57 高田 潤玉井 宏和氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 522－ 8 〃 クビ 8．3�
710� フ ィ オ リ ア 牡5鹿 57 秋山真一郎藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners B478＋ 41：58．1クビ 8．4�
22 アサクサショパン 牡5黒鹿57 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 486－ 61：58．52
 7．1�
67 メイショウクロオビ 牡5青鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 498－ 41：58．71� 101．8�
811 スペシャルザダイヤ 牡4鹿 57 福永 祐一青山 洋一氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 486－ 81：59．44 10．2	
44 マヤノオントロジー 牡4黒鹿57 太宰 啓介田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 486－ 4 〃 アタマ 18．8

33 ドンビザッツウェイ 牡6鹿 57 柴田 大知田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 494± 0 〃 クビ 125．6�
11 テイエムエビスオー 牡5鹿 57 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 504± 01：59．5クビ 292．7�
55 ドリームチャージ 牡4鹿 57

54 ▲原田 敬伍青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 462＋ 21：59．81� 107．3
68 � エ ク チ ュ ア 牡4鹿 57 川須 栄彦前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock 452－ 61：59．9� 38．9�
79 クリスマスマーベル 牡4青鹿57 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 480－ 62：01．510 71．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，590，100円 複勝： 67，632，300円 枠連： 12，260，700円
馬連： 51，196，400円 馬単： 43，084，500円 ワイド： 23，859，500円
3連複： 64，797，900円 3連単： 161，895，200円 計： 451，316，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 210円 枠 連（5－8） 280円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 250円 �� 310円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 2，870円

票 数

単勝票数 計 265901 的中 � 139145（1番人気）
複勝票数 計 676323 的中 � 387794（1番人気）� 65585（2番人気）� 43696（4番人気）
枠連票数 計 122607 的中 （5－8） 33276（1番人気）
馬連票数 計 511964 的中 �� 79411（2番人気）
馬単票数 計 430845 的中 �� 54154（1番人気）
ワイド票数 計 238595 的中 �� 26089（2番人気）�� 19530（4番人気）�� 6944（10番人気）
3連複票数 計 647979 的中 ��� 36466（5番人気）
3連単票数 計1618952 的中 ��� 41675（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．5―30．7―43．7―56．6―1：09．4―1：22．0―1：33．8―1：45．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドグルーヴァー �
�
父 Any Given Saturday �

�
母父 Cure the Blues デビュー 2011．10．16 京都5着

2009．3．6生 牡4芦 母 Wake Up Kiss 母母 Good Morning Smile 11戦2勝 賞金 17，667，000円
※クリスマスマーベル号・スペシャルザダイヤ号は，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。



13081 5月11日 雨 稍重 （25京都3）第7日 第9競走 ��
��1，800�

むらさきの

紫 野 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

55 タニノシュヴァリエ 牡4青 57 秋山真一郎谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 482± 01：48．7 5．7�
77 ヤマニンガーゴイル 牡6鹿 57 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 502＋ 21：49．33� 8．1�
78 トーセンギャラリー 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 クビ 2．8�

（豪）

66 グ ラ ー ネ 牡4鹿 57 四位 洋文 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 470± 01：49．51� 10．0�
22 ローレルブレット 牡4黒鹿57 川田 将雅 	ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 444＋ 41：49．6� 9．2

89 ゴールドブライアン 牡5青鹿57 福永 祐一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 470＋ 41：49．7クビ 5．3�
11 リトルダーリン 牝5黒鹿55 C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント 426＋ 41：50．01	 23．1�
（伊）

810 インプレッシヴデイ 牡6芦 57 和田 竜二藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 522＋ 4 〃 クビ 24．7
33 ダ イ モ ス 牡4栗 57 熊沢 重文山上 和良氏 田島 良保 浦河 カナイシスタッド 474＋ 81：50．42� 280．3�
44 タムロトップステイ 牡4栗 57 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 洞爺湖 メジロ牧場 538＋141：51．03� 8．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，665，200円 複勝： 47，770，500円 枠連： 14，316，900円
馬連： 72，482，300円 馬単： 45，100，400円 ワイド： 31，483，400円
3連複： 89，650，800円 3連単： 179，720，400円 計： 508，189，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 180円 � 130円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 490円 �� 260円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 8，810円

票 数

単勝票数 計 276652 的中 � 38436（3番人気）
複勝票数 計 477705 的中 � 69078（3番人気）� 60822（4番人気）� 123981（1番人気）
枠連票数 計 143169 的中 （5－7） 19789（2番人気）
馬連票数 計 724823 的中 �� 38663（5番人気）
馬単票数 計 451004 的中 �� 11718（10番人気）
ワイド票数 計 314834 的中 �� 14796（6番人気）�� 33487（1番人気）�� 20036（3番人気）
3連複票数 計 896508 的中 ��� 48969（3番人気）
3連単票数 計1797204 的中 ��� 15068（16番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．0―12．4―12．4―12．1―11．6―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―36．8―49．2―1：01．6―1：13．7―1：25．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニノシュヴァリエ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．3．4 阪神3着

2009．2．11生 牡4青 母 タニノクラリッジ 母母 タニノデザート 12戦3勝 賞金 43，364，000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。

13082 5月11日 雨 稍重 （25京都3）第7日 第10競走 ��
��1，200�

ひ こ ね

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

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

23 リ ュ ン ヌ 牝6鹿 55 岡田 祥嗣吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 482＋ 81：09．7 4．8�
35 ビキニブロンド 牝4黒鹿55 C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：09．91� 7．3�

（豪）

46 エ ト ピ リ カ 牝6黒鹿55 柴田 大知�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 460＋ 21：10．0	 17．4�
59 
 オールブランニュー 牝7黒鹿55 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 21：10．21� 15．9�
34 エ ス カ ー ダ 牡6青鹿57 小林 徹弥山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 472－ 21：10．3クビ 105．1�
58 ウエストエンド 牡5鹿 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B482＋ 21：10．51� 5．6	
610 メイショウツガル 牡5鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 484＋121：10．6� 18．0

47 ユメノキラメキ 牝6栗 55 川須 栄彦諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 492＋ 8 〃 クビ 56．6�
712 ティアップゴールド 牡7鹿 57 幸 英明田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 486－ 4 〃 ハナ 13．5�
11 
 ミッドナイトクロス 牡6青鹿57 福永 祐一 サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 ハナ 10．9�
814 ゴーイングパワー 牡4鹿 57 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 482＋ 41：10．7	 64．6�
22 セレスマジェスティ �6黒鹿57 熊沢 重文岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 榊原 敏明 B484－141：10．8	 211．5�
815 ダノンフェアリー 牡5鹿 57 C．デムーロ�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 514＋ 41：11．33 3．6�

（伊）

713 ロードバロック 牡8鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm 436＋ 41：11．51� 100．0�
611 サウンドガガ 牝4黒鹿55 松山 弘平増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

480＋ 41：11．71� 17．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，154，700円 複勝： 55，932，700円 枠連： 23，047，900円
馬連： 100，349，200円 馬単： 54，758，800円 ワイド： 40，480，800円
3連複： 126，513，600円 3連単： 207，725，500円 計： 639，963，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 220円 � 260円 � 360円 枠 連（2－3） 2，320円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，620円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 13，810円 3 連 単 ��� 65，430円

票 数

単勝票数 計 311547 的中 � 52211（2番人気）
複勝票数 計 559327 的中 � 73245（3番人気）� 57995（4番人気）� 38099（6番人気）
枠連票数 計 230479 的中 （2－3） 7348（12番人気）
馬連票数 計1003492 的中 �� 31112（8番人気）
馬単票数 計 547588 的中 �� 8899（13番人気）
ワイド票数 計 404808 的中 �� 11087（7番人気）�� 6096（22番人気）�� 5749（25番人気）
3連複票数 計1265136 的中 ��� 6765（48番人気）
3連単票数 計2077255 的中 ��� 2343（209番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．0―11．2―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―34．6―45．8―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．1
3 3（5，7，8）（4，11）（6，10，12）1（15，14）2，9，13 4 ・（3，8）（5，7）6，4，12（1，10，11）15，14，2，9－13

勝馬の
紹 介

リ ュ ン ヌ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2009．12．20 阪神9着

2007．4．7生 牝6鹿 母 レイオブライト 母母 リアルドラマ 22戦5勝 賞金 73，926，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 シゲルアセロラ号（疾病〔左後肢挫創〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アグネスウイッシュ号・コンサートレディ号・ミヤジエムジェイ号・メイショウハガクレ号
※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。



13083 5月11日 雨 重 （25京都3）第7日 第11競走 ��
��1，800�

みやこおおじ

都大路ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過
額1，100万円毎1�増，�：55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�
増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

47 リルダヴァル 牡6栗 56 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：47．5 6．1�
（豪）

35 マイネルラクリマ 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 480± 01：47．6	 4．3�

816 エアソミュール 牡4黒鹿57 C．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 492± 01：48．02
 5．7�
（伊）

23 エーシンミズーリ 牡5黒鹿56 福永 祐一�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 486＋ 41：48．42
 9．5�
36 サクラアルディート 牡5鹿 56 川田 将雅�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 484＋ 6 〃 ハナ 6．8	
612 ダ ロ ー ネ ガ 牡4鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：48．5クビ 26．0

11 ヒストリカル 牡4黒鹿56 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：48．6
 6．0�
48 アグネスワルツ 牝6栗 54 池添 謙一渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 500＋ 41：48．7クビ 27．7�
12 タガノエルシコ 牡8栗 56 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430＋ 2 〃 ハナ 59．3
817 ゼ ロ ス 牡4鹿 55 川須 栄彦杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 510＋ 8 〃 アタマ 14．4�
713 メイショウウズシオ 牡6黒鹿56 四位 洋文松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 476± 01：49．23 38．1�
24 ダノンスパシーバ 牡6鹿 56 秋山真一郎�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 502－ 81：49．51	 30．8�
611 トップゾーン 牡7鹿 56 上村 洋行�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 474＋ 21：49．6	 124．4�
715 ビッグウィーク 牡6青鹿57 幸 英明谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 462－ 61：49．7	 121．9�
510 アドマイヤコマンド 牡8鹿 55 武 幸四郎近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム 474－ 81：50．44 203．3�
59 ドリームセーリング 牡6栗 56 小坂 忠士セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 474－ 41：50．5	 61．8�
818 メイショウエバモア 牡6芦 56 太宰 啓介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 526－ 41：51．67 359．3�
714 マイネルロブスト 牡4黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 488＋ 21：51．81� 148．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 59，498，500円 複勝： 102，143，700円 枠連： 55，700，000円
馬連： 235，670，100円 馬単： 115，904，500円 ワイド： 84，566，700円
3連複： 329，847，100円 3連単： 526，502，000円 計： 1，509，832，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 170円 � 210円 枠 連（3－4） 720円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 470円 �� 680円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 16，650円

票 数

単勝票数 計 594985 的中 � 77748（4番人気）
複勝票数 計1021437 的中 � 142690（2番人気）� 181393（1番人気）� 122131（4番人気）
枠連票数 計 557000 的中 （3－4） 57542（2番人気）
馬連票数 計2356701 的中 �� 134181（1番人気）
馬単票数 計1159045 的中 �� 28781（6番人気）
ワイド票数 計 845667 的中 �� 46854（1番人気）�� 29874（8番人気）�� 32813（3番人気）
3連複票数 計3298471 的中 ��� 88698（3番人気）
3連単票数 計5265020 的中 ��� 23339（40番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．4―12．5―12．3―12．3―11．9―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―34．8―47．3―59．6―1：11．9―1：23．8―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．6
3 8，9－（7，14）（5，15，17）16（3，18）（6，12）10（2，4，1，13）11 4 8（7，9，14，17）（15，16，12）5，6（3，1）4，2（10，18，13）11

勝馬の
紹 介

リルダヴァル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2009．8．23 小倉1着

2007．4．8生 牡6栗 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair 27戦6勝 賞金 198，773，000円
〔その他〕 マイネルロブスト号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウエバモア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月11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17頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）17頭 アラフネ号・ウォータールルド号・オースミスパーク号・カイシュウコロンボ号・カネトシディオス号・

クィーンズバーン号・サンライズブレット号・セイルラージ号・ダイシンプラン号・ダノンプログラマー号・
ピエナファンタスト号・ブラボースキー号・ホッコーガンバ号・マヤノリュウジン号・ミルドリーム号・
メジャーアスリート号・ロードオブザリング号

※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。

13084 5月11日 曇 重 （25京都3）第7日 第12競走 ��
��1，800�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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

12 ブルータンザナイト 牡4青鹿57 川須 栄彦桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 560± 01：49．6 2．7�
47 ラフィングインメイ 牡4黒鹿57 川田 将雅 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496－ 21：49．7� 10．6�
23 マジカルツアー 牡4栗 57 C．デムーロ 松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 462＋ 41：49．91	 10．5�

（伊）

36 ペガサスフォース 牡4栗 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 21：50．0� 16．4�

24 
 ミラグロッサ 牝5栗 55 秋山真一郎 �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 41：50．42� 41．2�

815 アドマイヤジャコモ 牡5鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 496－ 61：50．5� 17．9	
612 ピンウィール 牝4栗 55 北村 友一
ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 452± 01：50．6クビ 10．6�
48 セトノハリケーン 牡5鹿 57 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 520＋ 4 〃 クビ 84．6�
59 アクシーバンダム 牡4黒鹿57 松山 弘平山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 456＋ 41：50．7クビ 11．4
35 シャイニーダンディ 牡5青鹿57 国分 優作小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド 474＋ 61：50．91	 326．1�
11 シゲルアーモンド 牡4青 57 岡田 祥嗣森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 532－ 41：51．53� 260．6�
611� スクウェルチャー 牡5鹿 57 池添 謙一前田 幸治氏 角田 晃一 米

Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

B516＋161：51．71	 4．1�
713 サ ナ シ オ ン 牡4鹿 57 藤田 伸二 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458－ 6 〃 クビ 16．6�
816
 イーサンジャンパー 牡7栗 57 太宰 啓介国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 506－ 81：52．87 97．3�
510 シニスタークイーン 牝4黒鹿55 柴田 大知�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 448＋ 41：53．75 85．8�
714 ブライティアトップ 牝4黒鹿55 幸 英明小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 482＋ 81：55．5大差 35．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，787，700円 複勝： 51，332，200円 枠連： 27，075，300円
馬連： 103，094，700円 馬単： 56，014，600円 ワイド： 42，389，400円
3連複： 137，307，000円 3連単： 242，371，300円 計： 690，372，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 290円 � 300円 枠 連（1－4） 1，210円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 620円 �� 550円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 16，150円

票 数

単勝票数 計 307877 的中 � 91558（1番人気）
複勝票数 計 513322 的中 � 128487（1番人気）� 39973（5番人気）� 37340（6番人気）
枠連票数 計 270753 的中 （1－4） 16576（3番人気）
馬連票数 計1030947 的中 �� 57986（5番人気）
馬単票数 計 560146 的中 �� 18927（6番人気）
ワイド票数 計 423894 的中 �� 17349（6番人気）�� 20053（4番人気）�� 6215（17番人気）
3連複票数 計1373070 的中 ��� 23632（14番人気）
3連単票数 計2423713 的中 ��� 11080（40番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．1―12．2―12．5―12．6―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―35．1―47．3―59．8―1：12．4―1：24．7―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ブルータンザナイト �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Lyphard デビュー 2011．12．24 阪神10着

2009．3．12生 牡4青鹿 母 キ ー ブ ギ ー 母母 Key Dancer 18戦3勝 賞金 39，746，000円
〔発走状況〕 シゲルアーモンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライティアトップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月11日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 エイコーンパス号・エクセルフラッグ号・キタサンシンガー号・サンマルボス号・フォントルロイ号・

ブリスコーラ号
※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。



（25京都3）第7日 5月11日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 187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 手 当

209，540，000円
6，700，000円
1，540，000円
19，020，000円
69，559，500円
4，862，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
304，491，800円
550，409，400円
213，960，600円
824，191，000円
491，943，300円
358，979，200円
1，118，465，600円
1，894，462，500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 5，756，903，400円

総入場人員 13，072名 （有料入場人員 11，719名）
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