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13049 5月10日 晴 良 （26京都3）第5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

814 ララエクレリゼ 牝3黒鹿54 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 日高 下河辺牧場 446± 01：55．2 30．8�
46 アルマミーア 牝3黒鹿54 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 2 〃 クビ 2．9�
711 テイエムステータス 牝3鹿 54 藤岡 佑介竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 484＋ 41：55．41� 15．3�
69 ストライキングアイ 牝3鹿 54 川田 将雅�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 21：55．5� 4．1�
58 ウィアーワン 牝3鹿 54 池添 謙一 �グランデオーナーズ 高橋 康之 浦河 中島牧場 486＋ 21：55．71� 3．8�
610 エンプレスペスカ 牝3青鹿54 福永 祐一山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 450－ 81：56．33� 8．6	
45 シゲルサヌキ 牝3栗 54 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 406＋ 41：56．72� 82．0

34 レッドオリヴィア 牝3鹿 54 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 428 ―1：56．91� 25．7�
813 クイズリングテラス 牝3鹿 54

51 ▲義 英真要海 伸治氏 崎山 博樹 浦河 高野牧場 440＋ 81：57．0� 12．8�
57 アロハエコモマイ 牝3黒鹿54 小牧 太名古屋友豊� 高野 友和 新冠 パカパカ

ファーム B470－ 21：57．74 33．1
11 レディアント 牝3青 54 国分 恭介前田 幸治氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 41：57．91� 149．5�
22 シゲルクシロ 牝3鹿 54 武 幸四郎森中 蕃氏 飯田 祐史 平取 赤石牧場 462± 01：58．0クビ 128．9�
33 キ ン レ ン カ 牝3栗 54 松山 弘平�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 446－ 21：58．42� 205．5�
712 ファイナルプレイ 牝3鹿 54 �島 良太松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 436＋ 22：00．5大差 224．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，807，000円 複勝： 36，565，000円 枠連： 9，450，700円
馬連： 37，374，000円 馬単： 25，754，700円 ワイド： 20，829，300円
3連複： 57，030，800円 3連単： 94，124，300円 計： 298，935，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，080円 複 勝 � 770円 � 140円 � 450円 枠 連（4－8） 1，490円

馬 連 �� 6，180円 馬 単 �� 17，560円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 7，030円 �� 980円

3 連 複 ��� 25，440円 3 連 単 ��� 233，890円

票 数

単勝票数 計 178070 的中 � 4570（8番人気）
複勝票数 計 365650 的中 � 9422（7番人気）� 99655（1番人気）� 17522（6番人気）
枠連票数 計 94507 的中 （4－8） 4712（5番人気）
馬連票数 計 373740 的中 �� 4468（19番人気）
馬単票数 計 257547 的中 �� 1083（49番人気）
ワイド票数 計 208293 的中 �� 3081（16番人気）�� 705（42番人気）�� 5435（10番人気）
3連複票数 計 570308 的中 ��� 1655（60番人気）
3連単票数 計 941243 的中 ��� 297（424番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．8―13．1―13．0―13．2―12．9―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．3―50．4―1：03．4―1：16．6―1：29．5―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ララエクレリゼ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．1．19 中京5着

2011．1．29生 牝3黒鹿 母 ローマンブリッジ 母母 メ イ ン リ ー 5戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイナルプレイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月10日まで平地

競走に出走できない。

13050 5月10日 晴 良 （26京都3）第5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

612 エンジェヌー 牝3青鹿54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466± 01：13．4 8．4�

35 ミキノグランプリ 牡3栗 56 秋山真一郎谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 434＋ 21：13．72 8．6�
12 ラ イ ロ ア 牡3青鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442± 01：13．91 2．1�
24 アサカファルコン 牡3鹿 56 池添 謙一�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 480－ 41：14．21� 4．9�
815 プレフェリート 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 504± 0 〃 ハナ 10．8	
48 ベリーベリータイム 牝3栗 54 藤岡 佑介�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 496－ 41：14．3� 181．4

713 エングロウス �3栗 56 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 440＋ 2 〃 クビ 67．6�
510 アイズユーニン 牝3栗 54 幸 英明江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 472－ 41：14．93� 82．7�
611 ホッコーゴウケン 牡3栗 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 新冠 平山牧場 460－ 4 〃 クビ 26．9
11 オーミシャンクス 牡3黒鹿56 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 496± 0 〃 ハナ 136．1�
59 サンバレッスン 牝3栗 54 水口 優也�下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 492－101：15．0� 9．5�
36 ヤマニンピエジェ 牡3鹿 56 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 出羽牧場 526± 01：15．21� 212．6�
714 ナチュラライズ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真�髙昭牧場 高橋 亮 浦河 高昭牧場 414＋101：15．4� 278．7�
23 エキゾチックマター 牡3栗 56 藤田 伸二西森 鶴氏 清水 久詞 新ひだか 土田農場 470－ 21：16．35 26．6�
816 メイショウホウネン 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 484－ 61：16．72� 56．8�
47 ティーエスブラック 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 モトスファーム 518＋ 41：17．33� 197．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，740，700円 複勝： 41，386，800円 枠連： 10，039，400円
馬連： 38，232，900円 馬単： 25，319，100円 ワイド： 21，560，100円
3連複： 56，646，500円 3連単： 82，580，200円 計： 298，505，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 180円 � 150円 � 120円 枠 連（3－6） 1，810円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 610円 �� 310円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 11，020円

票 数

単勝票数 計 227407 的中 � 21413（3番人気）
複勝票数 計 413868 的中 � 49402（3番人気）� 69660（2番人気）� 121605（1番人気）
枠連票数 計 100394 的中 （3－6） 4099（6番人気）
馬連票数 計 382329 的中 �� 13263（6番人気）
馬単票数 計 253191 的中 �� 4682（12番人気）
ワイド票数 計 215601 的中 �� 7674（6番人気）�� 17419（2番人気）�� 23600（1番人気）
3連複票数 計 566465 的中 ��� 31530（1番人気）
3連単票数 計 825802 的中 ��� 5534（22番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．7―48．3―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンジェヌー �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．9．14 阪神10着

2011．1．28生 牝3青鹿 母 ステージスクール 母母 Danseur Fabuleux 5戦1勝 賞金 8，300，000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 ピンクプリンセス号

第３回 京都競馬 第５日



13051 5月10日 晴 良 （26京都3）第5日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時05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

713 メイショウホウトウ 牡3青鹿56 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 488± 01：25．7 1．2�
23 ダンツトゥルース 牡3鹿 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 B474－ 21：26．02 11．9�
612 シ ゲ ル イ ガ 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 庫宝牧場 494＋ 21：26．21� 288．3�
48 トリビューン 牡3鹿 56 和田 竜二 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 474＋ 21：26．3クビ 14．6�
12 スリーサウス 牡3鹿 56 小林 徹弥永井商事� 石橋 守 新ひだか 山田牧場 464－ 21：26．4� 105．1�
611� エイシンラナウェー 牡3栗 56 酒井 学�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn

Farm, Inc. 474 ― 〃 クビ 15．2	
816 ニホンピログリーン 牝3栗 54 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 458－ 41：26．5� 213．7

815 クールエンゲージ 牝3栗 54 北村 友一川上 哲司氏 目野 哲也 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 21：26．92� 242．0�
510 アグレッシブダリア 牡3鹿 56 	島 良太松本 肇氏 大橋 勇樹 新ひだか タガミファーム 484± 0 〃 ハナ 245．5�
24 プロセキューション 牡3栗 56

53 ▲義 英真山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 加野牧場 476＋ 2 〃 ハナ 42．0
35 シゲルヒタチ 牡3栗 56 藤岡 佑介森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 468－ 21：27．0
 38．3�
59 ダンツゴールド 牡3鹿 56 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 480－ 61：27．31
 136．0�
11 エスペランサナナ 牝3鹿 54 藤田 伸二江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 466± 01：27．4
 27．6�
714 アスカノゲルニカ 牡3黒鹿56 松岡 正海豊田 智郎氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 41：28．03� 204．7�
36 � エアルーヴル 牝3栗 54 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Winches-

ter Farm 428－ 8 〃 クビ 41．4�
47 シ ゲ ル サ ド 牡3芦 56 水口 優也 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新冠 前川 隆範 472－ 51：29．27 449．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，365，300円 複勝： 82，689，900円 枠連： 10，105，100円
馬連： 35，535，400円 馬単： 35，195，600円 ワイド： 20，391，100円
3連複： 51，193，500円 3連単： 117，396，400円 計： 382，872，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 190円 � 1，570円 枠 連（2－7） 280円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 210円 �� 2，160円 �� 7，950円

3 連 複 ��� 11，590円 3 連 単 ��� 23，600円

票 数

単勝票数 計 303653 的中 � 215105（1番人気）
複勝票数 計 826899 的中 � 625817（1番人気）� 44959（2番人気）� 3436（11番人気）
枠連票数 計 101051 的中 （2－7） 26865（1番人気）
馬連票数 計 355354 的中 �� 64579（1番人気）
馬単票数 計 351956 的中 �� 53702（1番人気）
ワイド票数 計 203911 的中 �� 31233（1番人気）�� 2007（25番人気）�� 532（48番人気）
3連複票数 計 511935 的中 ��� 3262（30番人気）
3連単票数 計1173964 的中 ��� 3672（66番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．7―12．2―12．6―12．6―13．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウホウトウ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．9．28 阪神3着

2011．4．2生 牡3青鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 9戦1勝 賞金 16，600，000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 ディプロムソング号

13052 5月10日 晴 良 （26京都3）第5日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

713 キングナポレオン 牡3黒鹿56 松岡 正海田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470－141：09．1 4．9�
12 プリミティブラブ 牝3鹿 54 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 454＋ 21：09．42 15．8�
818 クインズラッシュ 牝3芦 54 藤田 伸二 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 440－101：09．5� 7．5�
816 ナリタメロディ 牝3青鹿54 C．ウィリアムズ �オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 434＋ 81：09．6クビ 4．1�

（豪）

23 ウォーターブギウギ 牡3栗 56 松山 弘平山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 464－ 2 〃 ハナ 186．4	
35 ホッコーホウオウ 牡3栗 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 大樹 大樹ファーム 440－ 8 〃 ハナ 30．5

714 ティーエスネオ 牡3芦 56 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 510＋ 41：09．81� 6．7�
47 � サウンドシャカラカ 牡3栗 56 浜中 俊増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Edition Farm B468－ 4 〃 ハナ 7．4�
612 ローレルグランツ 牡3栗 56 森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 新ひだか 畠山牧場 430－ 81：09．9	 308．0
59 コスモマンカイ 牝3黒鹿54 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 41：10．0クビ 20．9�
36 タイガーティアラ 牝3黒鹿54 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 438－ 41：10．1� 9．9�
11 ヤマカツスピード 牡3鹿 56 小林 徹弥山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 488 ― 〃 クビ 48．4�
48 タイセイジャスミン 牝3黒鹿54 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 田湯牧場 452± 0 〃 アタマ 25．1�
510 キ ー コ ー ド 牝3青 54 福永 祐一北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 440＋14 〃 ハナ 31．7�
611 キクノアリア 牝3鹿 54 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 458－ 21：10．2クビ 35．1�
24 キクノリーガ 牝3鹿 54 中谷 雄太菊池 五郎氏 森田 直行 新冠 新冠橋本牧場 382－161：10．51	 235．7�
817 カシノクローネ 牡3鹿 56 
島 良太柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 488－ 81：10．6クビ 85．1�
715 アサカフェリス 牝3黒鹿54 水口 優也�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 416 ―1：11．98 302．4�
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売 得 金
単勝： 19，108，300円 複勝： 29，371，200円 枠連： 13，744，600円
馬連： 40，689，100円 馬単： 23，203，400円 ワイド： 20，601，600円
3連複： 56，352，300円 3連単： 78，836，500円 計： 281，907，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 480円 � 200円 枠 連（1－7） 3，520円

馬 連 �� 5，790円 馬 単 �� 9，930円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 630円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 12，540円 3 連 単 ��� 78，210円

票 数

単勝票数 計 191083 的中 � 31299（2番人気）
複勝票数 計 293712 的中 � 41128（3番人気）� 13319（8番人気）� 44248（2番人気）
枠連票数 計 137446 的中 （1－7） 2886（14番人気）
馬連票数 計 406891 的中 �� 5194（18番人気）
馬単票数 計 232034 的中 �� 1726（37番人気）
ワイド票数 計 206016 的中 �� 3086（20番人気）�� 8535（2番人気）�� 2152（31番人気）
3連複票数 計 563523 的中 ��� 3317（34番人気）
3連単票数 計 788365 的中 ��� 744（218番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―45．9―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 ・（6，16）（12，18）2（7，11）（5，13）（8，10）14（3，9）17，4，1＝15 4 ・（6，16）18（2，12）11（5，7）13（3，8）（10，14）（4，9）（1，17）＝15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キングナポレオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー 2014．4．19 福島6着

2011．3．30生 牡3黒鹿 母 アイルドフランス 母母 Stella Madrid 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ローレルグランツ号の騎手森一馬は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・10番・9番）
※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） 2頭 シゲルノト号・セルリアンシュロス号
（非抽選馬） 2頭 セイスナッピー号・ファーマティアラ号
※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。



13053 5月10日 晴 良 （26京都3）第5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

11 アグネスヴェルテュ 牡3鹿 56 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 468＋ 42：00．8 7．1�
34 コスモミレディー 牝3栗 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 412± 02：01．12 5．0�
22 スカイライン 牡3青鹿56 福永 祐一窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 470＋ 82：01．2クビ 3．1�
711 メイショウソウヨウ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 496－ 42：01．3� 104．8�
610 マイネルフレスコ 牡3栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 474－ 4 〃 クビ 23．8	
46 トレモロアーム 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 460＋ 22：01．4クビ 3．4


（豪）

57 ヒロノアドバンス 牡3鹿 56 国分 優作サンエイ開発� 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 450± 02：01．61� 108．1�

45 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿54 武 幸四郎栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 430－ 22：01．7� 26．4�
33 ヤマニンボワラクテ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 482＋ 2 〃 ハナ 36．4
69 ザトゥルーエアー 牡3鹿 56 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 470－ 82：02．01	 55．8�
814 デクラレーション 牡3栗 56 藤岡 佑介畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 460－ 2 〃 クビ 9．0�
58 プリムヴェール 牝3鹿 54 秋山真一郎市川 義美氏 安達 昭夫 むかわ 貞広 賢治 448－ 22：02．74 210．8�
813 アンジェルブ 牝3鹿 54 北村 友一青山 洋一氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 486 ―2：02．91� 43．5�
712 オールビーファイン 牡3鹿 56 酒井 学�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 村上 雅規 468± 0 〃 クビ 73．1�
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売 得 金
単勝： 17，114，000円 複勝： 31，835，200円 枠連： 9，159，000円
馬連： 37，152，800円 馬単： 23，793，800円 ワイド： 19，216，900円
3連複： 51，105，200円 3連単： 83，272，500円 計： 272，649，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 180円 � 170円 � 130円 枠 連（1－3） 1，630円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 520円 �� 420円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 11，530円

票 数

単勝票数 計 171140 的中 � 19170（4番人気）
複勝票数 計 318352 的中 � 41998（4番人気）� 47959（3番人気）� 80333（1番人気）
枠連票数 計 91590 的中 （1－3） 4158（9番人気）
馬連票数 計 371528 的中 �� 17327（7番人気）
馬単票数 計 237938 的中 �� 5563（14番人気）
ワイド票数 計 192169 的中 �� 8654（8番人気）�� 11216（4番人気）�� 18509（2番人気）
3連複票数 計 511052 的中 ��� 29564（3番人気）
3連単票数 計 832725 的中 ��� 5333（32番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．8―11．9―11．9―12．0―12．1―12．2―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．2―49．1―1：01．0―1：13．0―1：25．1―1：37．3―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスヴェルテュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2013．12．23 阪神8着

2011．4．14生 牡3鹿 母 アグネスバラード 母母 アグネスルミエール 6戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 スカイライン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。

13054 5月10日 晴 良 （26京都3）第5日 第6競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

33 カ ゼ ノ コ 牡3鹿 56 秋山真一郎�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 454－ 41：52．7 4．8�
77 エノラブエナ 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 556＋ 81：52．91 6．4�

（豪）

55 タガノゴールド 牡3栗 56 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464± 01：53．53� 2．6�

11 アドマイヤヤング 牡3青鹿56 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 506－ 21：53．71� 4．1�
66 メイショウブーケ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 454－ 2 〃 ハナ 10．0�
22 タマモセナター 牡3栗 56 	島 良太タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B468－ 21：53．8
 53．1	
78 ア バ ン サ ル 牡3栗 56 国分 恭介今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 490＋ 41：55．39 25．4

810 パンズラビリンス 牝3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 430＋ 41：55．83 29．3�
44 メイショウキトラ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 484± 01：56．54 16．2
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89 アドマイヤカロ 牡3栗 56 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，098，400円 複勝： 44，460，100円 枠連： 8，670，200円
馬連： 42，673，500円 馬単： 28，638，200円 ワイド： 20，814，900円
3連複： 55，626，100円 3連単： 115，295，500円 計： 341，276，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 160円 � 120円 枠 連（3－7） 1，650円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 580円 �� 270円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 差引計 250984（返還計 404） 的中 � 41570（3番人気）
複勝票数 差引計 444601（返還計 375） 的中 � 67785（3番人気）� 65303（4番人気）� 122935（1番人気）
枠連票数 差引計 86702（返還計 15） 的中 （3－7） 3893（7番人気）
馬連票数 差引計 426735（返還計 1322） 的中 �� 19396（8番人気）
馬単票数 差引計 286382（返還計 809） 的中 �� 6682（15番人気）
ワイド票数 差引計 208149（返還計 559） 的中 �� 7834（9番人気）�� 20759（2番人気）�� 19343（3番人気）
3連複票数 差引計 556261（返還計 3082） 的中 ��� 38240（3番人気）
3連単票数 差引計1152955（返還計 5712） 的中 ��� 9772（26番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．6―12．7―12．7―12．5―12．6―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．1―49．8―1：02．5―1：15．0―1：27．6―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．7
1
3
2，7，10（6，8）5，1（3，4）
2，7（5，10，8）（6，1）4，3

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

勝馬の
紹 介

カ ゼ ノ コ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー 2013．8．3 函館3着

2011．4．6生 牡3鹿 母 タフネススター 母母 ユキノサクラ 10戦2勝 賞金 19，100，000円
〔出走取消〕 アドマイヤカロ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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。



13055 5月10日 晴 良 （26京都3）第5日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時25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
1：33．0
1：30．7

良
良

66 ラ デ ィ ウ ス 牡3鹿 56 松山 弘平名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 446＋ 61：33．5 6．9�
44 ミューラルクラウン 牝3黒鹿54 和田 竜二 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 アタマ 13．3�
55 メイショウネブタ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 470－ 21：33．71� 4．1�
33 オベーション 牝3鹿 54 福永 祐一岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 坂本牧場 426＋ 6 〃 ハナ 20．7�
11 デンコウセキトバ 牡3黒鹿56 太宰 啓介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 508＋ 41：33．91 6．9�
22 ナムラマサシゲ 牡3栗 56

53 ▲義 英真奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 486＋ 21：34．0� 6．1	
89 クリノカンパニー 牡3鹿 56 浜中 俊栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 三輪牧場 474＋ 21：34．1クビ 12．7

88 シュヴァリエ 牝3栗 54 藤田 伸二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 428± 01：34．42 3．9�
77 ファイトバック 牡3黒鹿56 武 豊宮川 純造氏 武藤 善則 新冠 オリエント牧場 B460－ 81：34．72 10．2�
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売 得 金
単勝： 21，407，700円 複勝： 34，917，600円 枠連： 9，180，700円
馬連： 44，336，800円 馬単： 28，910，300円 ワイド： 21，019，600円
3連複： 57，245，900円 3連単： 114，065，600円 計： 331，084，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 440円 � 190円 枠 連（4－6） 6，060円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 8，000円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 560円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 43，240円

票 数

単勝票数 計 214077 的中 � 24776（4番人気）
複勝票数 計 349176 的中 � 44626（5番人気）� 17383（8番人気）� 57617（2番人気）
枠連票数 計 91807 的中 （4－6） 1119（24番人気）
馬連票数 計 443368 的中 �� 7297（24番人気）
馬単票数 計 289103 的中 �� 2669（43番人気）
ワイド票数 計 210196 的中 �� 3164（30番人気）�� 9841（5番人気）�� 3631（25番人気）
3連複票数 計 572459 的中 ��� 7734（22番人気）
3連単票数 計1140656 的中 ��� 1947（209番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．7―12．1―11．8―11．7―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．1―47．2―59．0―1：10．7―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ デ ィ ウ ス 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．6 京都6着

2011．3．14生 牡3鹿 母 ポ ポ ラ ス 母母 リトルオードリー 9戦2勝 賞金 18，642，000円

13056 5月10日 晴 良 （26京都3）第5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

510� サトノデプロマット 牡4黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 490－171：23．8 12．3�
11 � サトノユニコーン 牡4鹿 57 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B476－ 21：25．07 4．7�
816 ドニカナルボーイ 牡4黒鹿57 川田 将雅廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 454－ 21：25．31� 2．1�
24 ラヴァズアゲイン 牝5栗 55 武 豊岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 466＋ 21：25．4� 24．3�
47 トウカイインパルス 牡4青鹿57 幸 英明内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 518－10 〃 ハナ 12．7�
48 メイショウオオゼキ 	4鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B484－ 2 〃 クビ 74．2�
612 ベ ク ト ル 牡5鹿 57 松山 弘平前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 中島牧場 538－ 4 〃 ハナ 28．6	
36 � キママホウダイ 牡5栗 57 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 490± 01：25．5クビ 6．3

815 ハドソンシチー 牡4黒鹿57 水口 優也 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 B446＋ 41：25．82 52．0�
35 トルネードミノル 牡5鹿 57 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 21：25．9クビ 183．6
611� レガリテート 牡4鹿 57 福永 祐一前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－141：26．0� 18．7�
714� トスカニーニ 牡4鹿 57 四位 洋文田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 442－141：26．1� 413．9�
12 メイショウダビンチ 牡5鹿 57 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 452－141：26．2� 273．3�
59 スリーフォスター 牡4黒鹿57 酒井 学永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 B452－101：26．41
 183．3�
23 � ワンダーパラジーノ 牡4栗 57 竹之下智昭山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 466－251：27．03� 368．9�
713 ヒシアメジスト 牝4鹿 55 C．ウィリアムズ 阿部 雅英氏 河内 洋 浦河 中村 雅明 446± 01：27．42� 18．3�

（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，769，800円 複勝： 58，045，600円 枠連： 14，472，300円
馬連： 63，164，800円 馬単： 41，867，400円 ワイド： 31，690，400円
3連複： 86，255，200円 3連単： 148，974，200円 計： 477，239，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 330円 � 140円 � 110円 枠 連（1－5） 2，940円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 6，630円

ワ イ ド �� 870円 �� 610円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 20，560円

票 数

単勝票数 計 327698 的中 � 21033（4番人気）
複勝票数 計 580456 的中 � 27421（5番人気）� 112417（2番人気）� 200509（1番人気）
枠連票数 計 144723 的中 （1－5） 3642（11番人気）
馬連票数 計 631648 的中 �� 14734（11番人気）
馬単票数 計 418674 的中 �� 4665（23番人気）
ワイド票数 計 316904 的中 �� 7474（10番人気）�� 11037（5番人気）�� 58315（1番人気）
3連複票数 計 862552 的中 ��� 36615（4番人気）
3連単票数 計1489742 的中 ��� 5349（48番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．0―12．2―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．6―46．6―58．8―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノデプロマット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス

2010．3．27生 牡4黒鹿 母 ピサノバーキン 母母 ビ バ ム ー ル 6戦1勝 賞金 8，000，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ベクトル号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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 スズカアルファ号
※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。



13057 5月10日 晴 良 （26京都3）第5日 第9競走 ��
��1，600�

ろ く は ら

六 波 羅 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，25．5．4以降26．5．4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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：31．4
1：30．7

良
良

34 ハナノシンノスケ 牡7鹿 52 国分 優作池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 490± 01：31．9 44．2�
45 サトノキングリー 牡4鹿 56 福永 祐一里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488－ 21：32．11 2．6�
712 プレミアムブルー 牡5栗 56 和田 竜二 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 482＋ 41：32．2� 6．1�
58 レッドジゼル 牝4鹿 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 クビ 3．9�
711 タ マ ラ マ �5黒鹿56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 21：32．41� 8．4�
813 タガノザイオン 牡7鹿 55 武 幸四郎八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492± 01：32．5	 29．6	
610 タニオブローズ 牝4鹿 52 酒井 学谷 研司氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 450＋121：32．6	 27．2

46 ショウナンラムジ 牡5鹿 56 松岡 正海国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 502± 01：32．7クビ 8．7�
11 スリーカーニバル 牝4鹿 52 池添 謙一永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 476＋12 〃 ハナ 20．0�
57 � サクラキングオー 牡8栗 54 幸 英明�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 496－ 21：32．91� 75．4
69 プレノタート 牝5鹿 53 国分 恭介有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 464＋ 4 〃 クビ 37．0�
33 マルタカシクレノン 牡6青鹿54 藤田 伸二國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 496－ 81：33．11 144．3�
22 パープルタイヨー 牡8鹿 52 義 英真中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 452＋ 4 〃 クビ 66．0�
814 ブリージーデイズ 牡7栗 53 岡田 祥嗣 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム B498－ 21：33．41	 151．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，732，100円 複勝： 52，919，900円 枠連： 20，081，400円
馬連： 76，677，300円 馬単： 45，614，200円 ワイド： 33，060，000円
3連複： 101，545，000円 3連単： 169，631，400円 計： 528，261，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，420円 複 勝 � 930円 � 150円 � 220円 枠 連（3－4） 4，770円

馬 連 �� 7，660円 馬 単 �� 20，160円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 2，750円 �� 400円

3 連 複 ��� 11，560円 3 連 単 ��� 108，960円

票 数

単勝票数 計 287321 的中 � 5133（10番人気）
複勝票数 計 529199 的中 � 10547（10番人気）� 122293（1番人気）� 65127（3番人気）
枠連票数 計 200814 的中 （3－4） 3108（14番人気）
馬連票数 計 766773 的中 �� 7389（26番人気）
馬単票数 計 456142 的中 �� 1670（58番人気）
ワイド票数 計 330600 的中 �� 3531（25番人気）�� 2770（36番人気）�� 23079（2番人気）
3連複票数 計1015450 的中 ��� 6486（38番人気）
3連単票数 計1696314 的中 ��� 1149（317番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．0―11．3―11．4―11．7―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．3―45．6―57．0―1：08．7―1：20．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハナノシンノスケ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Fairy King デビュー 2010．7．4 阪神13着

2007．4．20生 牡7鹿 母 フェアリージェム 母母 Cajo 27戦2勝 賞金 29，040，000円
［他本会外：1戦1勝］

13058 5月10日 晴 良 （26京都3）第5日 第10競走 ��
��2，000�

か も が わ

鴨 川 特 別
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：56．8
1：56．1

良
良

22 テイエムダイパワー 牡4栗 57 藤田 伸二竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 488＋ 41：58．2 2．7�
33 カ ナ ロ ア 牡5鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 454－ 21：58．41 3．6�
78 ポセイドンバローズ 牡4栗 57 浜中 俊猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B476－ 21：58．5� 19．3�
44 ヴァリアシオン 牡5鹿 57 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 01：58．71	 13．3�
（豪）

811 カレンバッドボーイ 牡4鹿 57 武 豊鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 クビ 5．1	
66 スズカアンペール 牡6鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 高橋 康之 むかわ 新井牧場 480－ 2 〃 ハナ 39．7

79 アドマイヤカーリン 牡6青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 ハナ 5．5�
810 ゴットラウディー 牡6鹿 57 四位 洋文後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 466＋ 21：59．44 65．8�
11 スーパーオービット 牡8鹿 57 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 458－ 61：59．5� 267．5
55 テイエムレンジャー 牡4鹿 57 太宰 啓介竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 502＋ 41：59．6	 48．8�
67 キングデザイヤー 牡4黒鹿57 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 500＋ 22：00．98 27．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，235，900円 複勝： 62，488，600円 枠連： 18，114，600円
馬連： 90，230，800円 馬単： 54，969，300円 ワイド： 36，715，900円
3連複： 120，355，300円 3連単： 241，005，900円 計： 661，116，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 330円 枠 連（2－3） 580円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 270円 �� 610円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 8，740円

票 数

単勝票数 計 372359 的中 � 110551（1番人気）
複勝票数 計 624886 的中 � 168588（1番人気）� 108303（2番人気）� 35153（6番人気）
枠連票数 計 181146 的中 （2－3） 23181（2番人気）
馬連票数 計 902308 的中 �� 112463（1番人気）
馬単票数 計 549693 的中 �� 34247（1番人気）
ワイド票数 計 367159 的中 �� 39887（2番人気）�� 13955（8番人気）�� 9247（12番人気）
3連複票数 計1203553 的中 ��� 41301（6番人気）
3連単票数 計2410059 的中 ��� 20352（25番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．0―11．9―11．9―12．1―11．7―11．4―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．3―48．2―1：00．1―1：12．2―1：23．9―1：35．3―1：46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．3
1
3
2，3（4，7）9－（8，11）－6，10，1－5
2，3（4，7）9，8，11（6，10）－1－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムダイパワー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．10．27 京都1着

2010．5．16生 牡4栗 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 12戦3勝 賞金 64，533，000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。



13059 5月10日 晴 良 （26京都3）第5日 第11競走 ��
��2，200�第62回京 都 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京都新聞杯（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，344，000円 384，000円 192，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

23 ハギノハイブリッド 牡3栗 56 秋山真一郎日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 448＋ 42：11．0 7．1�
611 サウンズオブアース 牡3黒鹿56 浜中 俊吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 498± 02：11．21� 13．7�
35 ガリバルディ 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 ハナ 8．9�
48 シャドウダンサー 牡3黒鹿56 武 豊飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 492－ 8 〃 クビ 3．5�
12 ミヤビジャスパー 牡3鹿 56 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 494＋102：11．3� 6．1�
36 スズカデヴィアス 牡3黒鹿56 酒井 学永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 490＋ 42：11．4クビ 16．2	
817 モ ー リ ス 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 日高 戸川牧場 498＋ 42：11．5	 13．1

612 ストロベリーキング 牡3黒鹿56 義 英真田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 478＋ 42：11．81� 59．3�
47 ブレイヴリー 牡3鹿 56 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 6 〃 クビ 188．1�
11 ロングリバイバル 牡3鹿 56 小牧 太中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 484± 02：12．22	 71．0
715 ブラックカイト 牡3黒鹿56 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 友田牧場 462－ 42：12．52 254．3�
713
 オールステイ 牡3鹿 56 中谷 雄太石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian

Creek Farm 474－ 42：12．6クビ 68．1�
714 アズマシャトル 牡3鹿 56 松山 弘平東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 486＋ 22：12．7	 9．1�
510 ダンディーズムーン 牡3鹿 56 和田 竜二田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 2 〃 アタマ 41．2�
59 ステイインシアトル 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ 青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486－ 42：13．55 7．2�

（豪）

24 トラキチシャチョウ 牡3鹿 56 小林 徹弥 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 480－ 62：15．3大差 167．6�
818 ポメグラネイト 牡3栗 56 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 546＋ 42：16．25 332．0�
816 リーゼントロック 牡3黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 508± 0 （競走中止） 188．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 119，528，400円 複勝： 211，687，500円 枠連： 69，914，400円
馬連： 414，777，300円 馬単： 188，440，300円 ワイド： 154，563，000円
3連複： 597，217，200円 3連単： 944，695，700円 計： 2，700，823，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 320円 � 300円 枠 連（2－6） 3，150円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 6，990円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，120円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 9，240円 3 連 単 ��� 55，130円

票 数

単勝票数 計1195284 的中 � 133007（3番人気）
複勝票数 計2116875 的中 � 244793（3番人気）� 167354（7番人気）� 185235（5番人気）
枠連票数 計 699144 的中 （2－6） 16420（21番人気）
馬連票数 計4147773 的中 �� 82794（18番人気）
馬単票数 計1884403 的中 �� 19916（30番人気）
ワイド票数 計1545630 的中 �� 28786（16番人気）�� 34396（12番人気）�� 25795（23番人気）
3連複票数 計5972172 的中 ��� 47713（35番人気）
3連単票数 計9446957 的中 ��� 12647（209番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―11．6―11．6―12．0―12．5―12．5―12．1―12．8―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―22．5―34．1―45．7―57．7―1：10．2―1：22．7―1：34．8―1：47．6―1：59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．2
1
3

13－1－9（7，18）6（4，15）－17（3，11，16）（2，14）8（5，12）－10
13＝1－9，15，7（18，17）6，11（4，3，14）（10，8）（2，12）5

2
4

13－1－9（7，18）（4，6，15）（11，17）3（2，14）8，5，12，10＝16
13－1（15，17）（7，9）（6，11）（18，3，14）（2，8）（10，5，12）－4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハギノハイブリッド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．9．15 阪神5着

2011．2．21生 牡3栗 母 ハッピーペインター 母母 サイレントハピネス 9戦3勝 賞金 77，406，000円
〔競走中止〕 リーゼントロック号は，競走中に疾病〔左第1趾骨複骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
〔その他〕 ダンディーズムーン号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

13060 5月10日 晴 良 （26京都3）第5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）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

24 オメガセニョリーナ 牝5鹿 55 浜中 俊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462－101：24．5 3．5�
47 ア メ リ 牝4栗 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 448＋ 41：24．81� 2．4�
713 サ ン レ ー ン 牝4鹿 55 C．ウィリアムズ H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋16 〃 クビ 12．5�
（豪）

816 トップオブザヘヴン 牝7黒鹿55 藤岡 佑介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 472－ 61：24．9� 30．0�
611 ハナズインパルス 牝4黒鹿55 小牧 太M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 458－ 41：25．11� 46．2�
714 メイショウユメゴゼ 牝5栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 468＋ 21：25．2クビ 5．0	
612 ヴァレンティーネ 牝4鹿 55 太宰 啓介佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 456－ 2 〃 クビ 66．9

11 ブ ロ ッ ケ ン 牝5鹿 55 幸 英明本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 21：25．41	 73．8�
35 アグネスダリム 牝5栗 55 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 ハナ 38．4�
36 ダブルスパーク 牝5芦 55 北村 友一吉永 清美氏 目野 哲也 むかわ 上水牧場 458＋101：25．5クビ 278．0
815 テーオーレイチェル 牝4芦 55 和田 竜二小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 2 〃 クビ 20．9�
510
 ネオアレクサンドラ 牝5鹿 55 秋山真一郎小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476± 01：25．6� 35．8�
59 エイシンパラダイス 牝4栗 55 武 幸四郎平井 克彦氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 464＋ 61：26．34 158．1�
48 ハヤブサペコチャン 牝4栗 55 松岡 正海武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B458＋ 21：26．62 134．2�
12 クリノアマダブラム 牝4栗 55 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 438－ 21：30．2大差 142．0�
23 ケリーダノビア 牝5鹿 55 酒井 学吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム B468－ 2 （競走中止） 17．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，309，600円 複勝： 67，922，400円 枠連： 28，786，500円
馬連： 114，039，600円 馬単： 65，203，900円 ワイド： 48，869，100円
3連複： 152，725，700円 3連単： 288，882，200円 計： 807，739，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 130円 � 310円 枠 連（2－4） 370円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，110円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 9，700円

票 数

単勝票数 計 413096 的中 � 94825（2番人気）
複勝票数 計 679224 的中 � 127544（2番人気）� 190609（1番人気）� 39272（5番人気）
枠連票数 計 287865 的中 （2－4） 58107（1番人気）
馬連票数 計1140396 的中 �� 200196（1番人気）
馬単票数 計 652039 的中 �� 57242（2番人気）
ワイド票数 計 488691 的中 �� 74061（1番人気）�� 9245（14番人気）�� 16018（6番人気）
3連複票数 計1527257 的中 ��� 48106（5番人気）
3連単票数 計2888822 的中 ��� 22000（18番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．9―12．2―12．6―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．9―34．8―47．0―59．6―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガセニョリーナ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Efisio デビュー 2011．11．12 京都3着

2009．3．20生 牝5鹿 母 シ ョ ー コ 母母 Gold Florenly 18戦4勝 賞金 42，970，000円
〔競走中止〕 ケリーダノビア号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 クリノアマダブラム号は，最後の直線コース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。
※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 アーバンレジェンド号・エスケイティアラ号・シンコームーン号
※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。



（26京都3）第5日 5月10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 171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 手 当

264，020，000円
2，080，000円
7，000，000円
2，730，000円
24，220，000円
67，964，000円
4，752，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
413，217，200円
754，289，800円
221，718，900円
1，034，884，300円
586，910，200円
449，331，900円
1，443，298，700円
2，478，760，400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 7，382，411，400円

総入場人員 18，335名 （有料入場人員 16，359名）
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