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13073 5月17日 晴 良 （26京都3）第7日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

11 マ ナ オ ラ ナ 牝3青鹿54 松山 弘平吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420－ 61：26．7 25．0�
713 エイシンノエル 牝3青鹿54 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 448± 01：26．8� 3．7�
23 ミヤセイリュー 牝3鹿 54 秋山真一郎宮原 廣伸氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 436－ 21：26．9� 6．6�
48 アイリッシュハープ 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B442± 01：27．0� 4．7�
612 ナガラフライト 牝3黒鹿54 太宰 啓介長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 470＋ 21：27．1クビ 26．4	
24 ダテノレスペデーザ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 482－ 4 〃 クビ 17．7

36 マルヨラピド 牝3青鹿54 国分 恭介野村 春行氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 B450± 01：27．42 342．4�
510 トーセンクラウド 牝3栗 54 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ

スティファーム 472＋ 2 〃 ハナ 2．7
816 グランドデイム 牝3鹿 54 藤岡 佑介 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 464＋ 41：27．61� 43．6�
611 メイショウワザクラ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 448－ 21：28．23� 152．5�
59 メイショウマツシマ 牝3青鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 440－ 21：28．51� 56．7�
47 メイショウコハル 牝3鹿 54

51 ▲義 英真松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 440＋ 61：28．6クビ 221．9�
35 クニサキオペラ 牝3鹿 54 花田 大昂國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 442－ 41：28．81� 418．0�
12 スリールドランジュ 牝3栗 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 480＋161：28．9� 23．5�
714 クーファアーマー 牝3鹿 54 池添 謙一大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 478－ 21：30．49 141．5�
815 ベラドンナリリー 牝3黒鹿54 大下 智名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 452＋ 41：31．35 405．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，723，400円 複勝： 33，632，600円 枠連： 9，731，600円
馬連： 37，522，100円 馬単： 24，061，100円 ワイド： 20，348，900円
3連複： 55，487，900円 3連単： 87，086，000円 計： 286，593，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，500円 複 勝 � 350円 � 170円 � 260円 枠 連（1－7） 2，000円

馬 連 �� 4，960円 馬 単 �� 13，420円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 2，250円 �� 730円

3 連 複 ��� 12，350円 3 連 単 ��� 113，760円

票 数

単勝票数 計 187234 的中 � 5909（7番人気）
複勝票数 計 336326 的中 � 21768（5番人気）� 62759（2番人気）� 32642（4番人気）
枠連票数 計 97316 的中 （1－7） 3603（9番人気）
馬連票数 計 375221 的中 �� 5588（17番人気）
馬単票数 計 240611 的中 �� 1324（42番人気）
ワイド票数 計 203489 的中 �� 3302（18番人気）�� 2157（25番人気）�� 7239（7番人気）
3連複票数 計 554879 的中 ��� 3316（34番人気）
3連単票数 計 870860 的中 ��� 565（270番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．7―48．0―1：00．6―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．7
3 ・（1，2，13）（3，4，14）（10，15）（8，9）－（6，16）－（7，11）12－5 4 ・（1，13）2（3，4）10，8，14（15，9）6，16（7，11，12）－5

勝馬の
紹 介

マ ナ オ ラ ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．23 阪神12着

2011．5．3生 牝3青鹿 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※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） 1頭 トーホウメビウス号
（非抽選馬） 1頭 ナリタモード号

13074 5月17日 晴 良 （26京都3）第7日 第2競走 ��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

69 テイエムゲッタドン 牡3栗 56 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 498± 02：03．2 16．9�
812 シゲルエッチュウ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B442± 0 〃 クビ 3．1�
33 マルカブラン 牡3芦 56 松山 弘平河長産業� 浜田多実雄 様似 猿倉牧場 494＋ 22：03．51� 13．2�
11 ダブルミッション 牡3鹿 56 小牧 太広尾レース� 角居 勝彦 大樹 大樹ファーム 464－ 62：03．6� 10．0�
22 オールドバルディー 牡3黒鹿56 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：03．91� 4．2�
813 ヤマニンカリヨン 牡3鹿 56 酒井 学土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 476＋ 22：04．32� 334．1	
44 オ ル ド リ ン 牡3黒鹿56 武 豊 
社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B462＋ 2 〃 クビ 2．8�
68 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 482－ 22：04．51� 43．2�
56 ショウナンサンタ 牡3鹿 56 秋山真一郎
湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 458－ 22：04．6� 43．6
710 リーガルウイナー 牡3鹿 56

53 ▲義 英真岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 坂元牧場 456－ 22：04．91� 314．7�
57 ツルミプラチーター 牡3栗 56 森 一馬
鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 526＋ 62：05．21� 484．9�
45 プレシャスフェリス 牡3黒鹿56 幸 英明
宮内牧場 羽月 友彦 浦河 宮内牧場 512 ―2：07．2大差 33．9�
711 フェリックス 牡3芦 56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 42：07．52 70．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，490，000円 複勝： 28，343，300円 枠連： 7，787，700円
馬連： 31，612，800円 馬単： 22，192，900円 ワイド： 16，052，400円
3連複： 45，163，700円 3連単： 76，904，500円 計： 244，547，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 390円 � 140円 � 320円 枠 連（6－8） 1，490円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，070円 �� 590円

3 連 複 ��� 6，420円 3 連 単 ��� 55，270円

票 数

単勝票数 計 164900 的中 � 7709（6番人気）
複勝票数 計 283433 的中 � 15161（7番人気）� 73354（1番人気）� 20132（5番人気）
枠連票数 計 77877 的中 （6－8） 3880（5番人気）
馬連票数 計 316128 的中 �� 11180（9番人気）
馬単票数 計 221929 的中 �� 3014（21番人気）
ワイド票数 計 160524 的中 �� 5921（8番人気）�� 1803（24番人気）�� 7063（4番人気）
3連複票数 計 451637 的中 ��� 5199（23番人気）
3連単票数 計 769045 的中 ��� 1027（146番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―12．1―13．5―13．9―13．1―13．2―12．8―12．7―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．3―30．4―43．9―57．8―1：10．9―1：24．1―1：36．9―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムゲッタドン �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．7．27 小倉4着

2011．3．30生 牡3栗 母 テイエムジャンヌ 母母 イクティサール 10戦1勝 賞金 9，900，000円

第３回 京都競馬 第７日



13075 5月17日 晴 良 （26京都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
1：09．1
1：08．7

重
重

48 ストームシャドウ 牡3鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 安田 隆行 日高 オリオンファーム 532± 01：13．7 1．4�
23 � ディプロムソング 牡3芦 56 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 米 Southern Equine

Stables, LLC 474± 01：13．8� 14．7�
714 モズニントク 牡3黒鹿56 国分 恭介北側 雅司氏 南井 克巳 新ひだか 山野牧場 466－ 41：14．01	 13．4�
611 アイノデンドウシ 牡3鹿 56 秋山真一郎國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 406＋ 81：14．1クビ 4．8�
11 テイエムスリラー 牡3鹿 56 幸 英明竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか 谷口育成牧場 556＋ 81：14．41� 19．2�
12 ハードモンラッシェ 牡3青 56 畑端 省吾津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 474± 01：14．61 54．1�
35 メイショウヒコボシ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 526＋141：15．02	 36．9	
612 ホッコーヤタロウ 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 494± 01：15．1� 87．1

510 テイケイマテリアル 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼兼松 忠男氏 石橋 守 浦河 大西ファーム 428－ 2 〃 アタマ 130．9�
47 ファーウエスト 牡3鹿 56 和田 竜二 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 460－ 2 〃 アタマ 67．7�
815 シャンディロメラ 牝3栗 54 北村 友一村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 426± 01：16．05 59．1
24 ティエスリーナ 牝3芦 54 
島 良太田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 428－ 2 〃 クビ 512．7�
36 リバージャイアント 牡3栗 56 岡田 祥嗣河越 武治氏 作田 誠二 浦河 村下 貞憲 490 ―1：16．21 336．1�
713 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± 01：16．3	 604．9�
816 ニホンピロドール 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 456＋ 61：17．04 569．1�

（15頭）
59 カリスマベガ 牝3栗 54

51 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，866，000円 複勝： 77，150，200円 枠連： 9，390，400円
馬連： 36，785，900円 馬単： 31，695，900円 ワイド： 19，377，600円
3連複： 51，193，800円 3連単： 108，859，200円 計： 361，319，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 290円 � 210円 枠 連（2－4） 750円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 360円 �� 330円 �� 990円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 4，500円

票 数

単勝票数 計 268660 的中 � 160185（1番人気）
複勝票数 計 771502 的中 � 509996（1番人気）� 27816（4番人気）� 46065（3番人気）
枠連票数 計 93904 的中 （2－4） 9300（4番人気）
馬連票数 計 367859 的中 �� 33973（3番人気）
馬単票数 計 316959 的中 �� 24244（3番人気）
ワイド票数 計 193776 的中 �� 14211（3番人気）�� 15585（2番人気）�� 4331（11番人気）
3連複票数 計 511938 的中 ��� 19321（4番人気）
3連単票数 計1088592 的中 ��� 17864（9番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．3―12．3―12．4―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストームシャドウ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Quiet American デビュー 2014．5．4 京都3着

2011．4．29生 牡3鹿 母 ブライトアバンダンス 母母 Quality Gift 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔出走取消〕 カリスマベガ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。

13076 5月17日 晴 良 （26京都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
1：19．9
1：19．0

良
良

714 ミッキーラブソング 牡3黒鹿56 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 454± 01：21．7 3．2�
12 � エイシンソルティー 牝3芦 54 秋山真一郎�栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 474＋ 61：22．01� 3．3�
23 ハワイアンローズ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉村 敏治氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 406＋ 4 〃 アタマ 69．2�
59 ファンタジックアイ 牝3黒鹿54 福永 祐一吉田 千津氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 442－101：22．21
 8．3�
47 モンスターバローズ 牡3栗 56 藤岡 佑介猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 B498＋ 41：22．3� 110．5�
11 ポーリュシカポーレ 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 アタマ 33．2	
713 リングランドムーン 牡3鹿 56 岩田 康誠蛭川 年明氏 中内田充正 浦河 ひるかわ育

成牧場 482± 0 〃 アタマ 4．2

510 キエレメムーチョ �3青鹿56 和田 竜二吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 456± 01：22．51
 15．3�
36 セルリアンシュロス 牡3青鹿 56

53 ▲岩崎 翼�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 484± 01：22．81� 404．0
715 メイショウラファー 牡3鹿 56 竹之下智昭松本 好�氏 千田 輝彦 浦河 磯野牧場 464± 01：23．01� 395．2�
816 メイショウオダマキ 牝3栗 54 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 436－ 41：23．21
 81．7�
35 マッシヴロード 牡3栗 56 国分 恭介小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 424＋ 4 〃 クビ 218．0�
24 ニシノナーガ 牡3黒鹿56 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 高昭牧場 514± 0 〃 ハナ 34．3�
612 エイシンドルチェ 牝3鹿 54 武 幸四郎�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 432－ 41：23．3クビ 141．1�
611 ヴィカバンブー 牝3鹿 54 太宰 啓介�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 464－ 61：23．51
 57．3�
48 リリークライマー 牡3鹿 56

53 ▲義 英真土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 464± 0 〃 クビ 253．2�
818 メイショウライウン 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 442± 01：24．13� 258．6�
817 ビブラビブレ 牝3黒鹿54 幸 英明 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 426＋161：24．42 12．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，503，700円 複勝： 35，542，700円 枠連： 13，887，500円
馬連： 39，841，600円 馬単： 23，483，900円 ワイド： 18，560，600円
3連複： 51，483，700円 3連単： 83，968，000円 計： 285，271，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 150円 � 1，130円 枠 連（1－7） 290円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，990円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 11，530円 3 連 単 ��� 33，790円

票 数

単勝票数 計 185037 的中 � 46434（1番人気）
複勝票数 計 355427 的中 � 96672（1番人気）� 70654（2番人気）� 4871（10番人気）
枠連票数 計 138875 的中 （1－7） 36066（1番人気）
馬連票数 計 398416 的中 �� 56489（2番人気）
馬単票数 計 234839 的中 �� 15469（2番人気）
ワイド票数 計 185606 的中 �� 18639（2番人気）�� 1390（29番人気）�� 1321（30番人気）
3連複票数 計 514837 的中 ��� 3297（31番人気）
3連単票数 計 839680 的中 ��� 1834（96番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．8―11．8―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．8―46．6―58．4―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．1
3 6，4（1，17）10（13，18）9（2，14）12（3，16）（5，15，11）7，8 4 6，4（1，10，17）（9，13，18）（2，14）（3，11）（12，16，15）7，5－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーラブソング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．23 京都6着

2011．4．4生 牡3黒鹿 母 コ イ ウ タ 母母 ヴァイオレットラブ 7戦1勝 賞金 10，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウェザーストーム号・ワキノハクリュウ号



13077 5月17日 晴 良 （26京都3）第7日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時25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

510 フォルシャー 牡3栗 56 岩田 康誠 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 466－ 21：48．7 3．9�
713 クリノダイコクテン 牡3栃栗56 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 474± 01：48．8� 1．9�
611 ウォーヘッド 牡3黒鹿56 和田 竜二�G1レーシング 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 61：49．22� 45．7�
47 ユウキファイター 牡3鹿 56 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 438± 0 〃 クビ 23．2�
35 ヤマニンバステト 牝3鹿 54 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 454＋ 4 〃 ハナ 7．5	
36 メモリーファイター 牡3黒鹿56 古川 吉洋�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 成隆牧場 486 ―1：49．3� 192．6

48 テイエムトッピモン 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 452＋121：49．51� 102．8�
815 キラノカリスマ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 416－ 21：49．6クビ 9．7�
12 ミレニアムソング 牝3栗 54 藤岡 佑介下河辺隆行氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 524＋ 6 〃 ハナ 74．8
24 シ ゲ ル ノ ト 牝3鹿 54 北村 友一森中 蕃氏 武田 博 新冠 中央牧場 418＋ 41：49．81� 84．0�
714 エスケイオスカー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼廣嶋 誠二氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 488－ 2 〃 クビ 169．2�
816 ケ レ ス 牝3黒鹿54 小林 徹弥杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 オリエント牧場 436＋161：49．9� 262．7�
59 マイネルフンケルン 牡3鹿 56 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 41：50．0� 211．1�
11 ホッコーモダニスト 牝3鹿 54 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 新冠 競優牧場 444 ―1：50．95 93．3�
817 エイシンノア 牝3芦 54 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 木田牧場 526 ―1：51．96 19．5�
612 スカイフリート 牡3栗 56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 542 ―1：55．0大差 156．9�
23 ダノンフォーカス 牡3黒鹿56 松山 弘平�ダノックス 高橋 康之 日高 チャンピオン

ズファーム 500 ―2：00．9大差 38．8�
（17頭）

売 得 金
単勝： 20，864，900円 複勝： 45，017，400円 枠連： 10，545，400円
馬連： 39，926，400円 馬単： 27，911，900円 ワイド： 20，044，200円
3連複： 47，609，500円 3連単： 87，893，100円 計： 299，812，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 110円 � 740円 枠 連（5－7） 340円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，730円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 15，290円

票 数

単勝票数 計 208649 的中 � 42981（2番人気）
複勝票数 計 450174 的中 � 64035（2番人気）� 228501（1番人気）� 6718（8番人気）
枠連票数 計 105454 的中 （5－7） 23154（1番人気）
馬連票数 計 399264 的中 �� 92982（1番人気）
馬単票数 計 279119 的中 �� 23817（3番人気）
ワイド票数 計 200442 的中 �� 39149（1番人気）�� 2311（21番人気）�� 3422（11番人気）
3連複票数 計 476095 的中 ��� 10553（9番人気）
3連単票数 計 878931 的中 ��� 4245（39番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．6―12．6―12．5―12．6―12．3―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―35．3―47．9―1：00．4―1：13．0―1：25．3―1：37．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォルシャー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2013．10．13 京都9着

2011．5．14生 牡3栗 母 ラ イ カ ー ト 母母 ウェディングバンド 7戦1勝 賞金 7，750，000円
〔発走状況〕 スカイフリート号は，発進不良〔枠内膠着〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スカイフリート号は，平成26年5月18日から平成26年6月8日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイフリート号・ダノンフォーカス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月

17日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 シーリーヴェール号（疾病〔左寛跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シゲルヤマト号

13078 5月17日 晴 良 （26京都3）第7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 メイショウサルーテ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 488＋ 41：53．9 2．9�
55 メイショウウタゲ 牡3栗 56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 496－ 8 〃 クビ 14．7�
77 スマートダイバー 牡3栗 56 岩田 康誠大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 474＋ 21：54．22 4．0�
22 タ マ モ リ ド 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 41：55．58 3．0�
66 コパノハリー 牡3栗 56 国分 優作小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 440± 01：55．6� 25．3�
11 パフュームボム 牝3鹿 54 松山 弘平飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 452－ 41：55．81� 6．4	
44 ダンツキャッチ 牡3鹿 56 太宰 啓介山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 492± 01：56．43� 24．0

88 バカニシナイデヨ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼小林 祐介氏 崎山 博樹 日高 若林 武雄 434－ 41：57．14 65．4�
（8頭）

売 得 金
単勝： 20，529，200円 複勝： 27，880，600円 枠連： 発売なし
馬連： 40，914，700円 馬単： 27，548，600円 ワイド： 16，685，800円
3連複： 47，426，500円 3連単： 125，571，800円 計： 306，557，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 240円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 520円 �� 230円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 9，350円

票 数

単勝票数 計 205292 的中 � 57242（1番人気）
複勝票数 計 278806 的中 � 88772（1番人気）� 20580（5番人気）� 51003（3番人気）
馬連票数 計 409147 的中 �� 15019（7番人気）
馬単票数 計 275486 的中 �� 7455（13番人気）
ワイド票数 計 166858 的中 �� 7342（7番人気）�� 21844（2番人気）�� 7322（8番人気）
3連複票数 計 474265 的中 ��� 22308（6番人気）
3連単票数 計1255718 的中 ��� 9918（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．1―48．4―1：00．9―1：13．7―1：27．1―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．2
1
3
2，8＝7＝3（1，5）6，4
2，8＝7＝（3，4）（5，6）1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウサルーテ �

父 タイキシャトル �


母父 Kris S. デビュー 2013．12．1 阪神6着

2011．5．22生 牝3鹿 母 ズ リ 母母 Amizette 8戦2勝 賞金 15，600，000円
〔発走状況〕 ダンツキャッチ号は，発進不良〔出遅れ〕。



13079 5月17日 晴 良 （26京都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
1：19．9
1：19．0

良
良

36 � エイシンスパルタン 牡3芦 56 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米
Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

490＋ 21：19．9 4．1�
47 タイセイララバイ 牝3青鹿54 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468± 01：20．85 19．3�
48 モンラッシェ 牡3栗 56 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 464＋ 61：21．01� 17．5�
715 マイネルフォルス 牡3鹿 56 北村 友一 �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 476－ 2 〃 ハナ 118．2�
35 コウエイタケル 牡3鹿 56 太宰 啓介伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 466－ 21：21．1	 6．4�
816 エイシンペペラッツ 牡3栗 56 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 464－ 2 〃 アタマ 2．1	
11 レッドラヴィータ 牝3栗 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：21．2クビ 10．5

510 ナムラアッパー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 402－ 4 〃 クビ 99．2�
59 マ ッ セ ナ 牡3鹿 56 和田 竜二 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 468＋ 11：21．62� 78．8
713 イ ス ル ギ 牝3黒鹿54 国分 恭介山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 414－ 41：21．7クビ 185．2�
23 ペプチドスピカ 牝3鹿 54 池添 謙一沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 406－ 2 〃 クビ 117．6�
817 フェイトカラー 牝3黒鹿54 国分 優作吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：21．8クビ 121．5�
24 アルトゥーナ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 420－ 41：21．9	 14．6�
12 ロードフォワード 牡3青鹿56 幸 英明 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 436＋ 21：22．21	 192．5�
714 インヴォーク 牝3栗 54 酒井 学�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 420＋10 〃 クビ 94．4�
612 ウェザーストーム 牡3栗 56 小林 徹弥釘田 秀一氏 川村 禎彦 新ひだか 藤沢牧場 482± 01：22．51	 279．5�
611 パイレートクイーン 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 420－ 41：23．45 42．9�
818 テイエムナデューラ 牝3栗 54

51 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 430＋ 21：24．14 174．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，439，000円 複勝： 50，999，800円 枠連： 18，130，000円
馬連： 58，993，400円 馬単： 38，553，100円 ワイド： 32，582，100円
3連複： 78，228，100円 3連単： 124，706，900円 計： 435，632，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 380円 � 360円 枠 連（3－4） 710円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 990円 �� 870円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 8，780円 3 連 単 ��� 33，970円

票 数

単勝票数 計 334390 的中 � 64783（2番人気）
複勝票数 計 509998 的中 � 78672（3番人気）� 32927（7番人気）� 35186（6番人気）
枠連票数 計 181300 的中 （3－4） 19042（2番人気）
馬連票数 計 589934 的中 �� 14885（14番人気）
馬単票数 計 385531 的中 �� 5110（22番人気）
ワイド票数 計 325821 的中 �� 8136（12番人気）�� 9390（9番人気）�� 5807（16番人気）
3連複票数 計 782281 的中 ��� 6581（31番人気）
3連単票数 計1247069 的中 ��� 2710（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―33．9―45．5―57．0―1：08．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンスパルタン �
�
父 Zensational �

�
母父 Mutakddim デビュー 2013．12．8 阪神3着

2011．2．23生 牡3芦 母 Lady Tak 母母 Star of My Eye 4戦2勝 賞金 14，000，000円
〔その他〕 テイエムナデューラ号は，1着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※ウェザーストーム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13080 5月17日 晴 良 （26京都3）第7日 第8競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

714 オリエンタルリリー 牝4鹿 55 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：13．0 28．1�
612� ミリオンヴォルツ 牡5鹿 57 福永 祐一林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 494－ 4 〃 ハナ 2．9�
611	 アルティメイト 牝5青鹿55 北村 友一アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 462＋ 21：13．1
 23．9�
48 	 ビコーミハイル 牡5鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 484－201：13．2
 10．5�
36 ヒロノエンペラー 牡4青鹿57 藤岡 康太サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 61：13．52 16．5	
510 スズカアルファ 牡4栗 57 花田 大昂永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 466＋ 21：13．6� 82．5

713 ス テ ー キ 牡4栗 57 岩田 康誠藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 506＋ 4 〃 ハナ 2．5�
47 	 バンブーバッジョ 牡4栗 57

54 ▲義 英真�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 564± 0 〃 ハナ 239．5�
11 アルテミシア 牝4鹿 55 秋山真一郎岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 474＋ 6 〃 ハナ 118．1
24 テイエムキュウベエ 牡5栗 57 幸 英明竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 512± 01：13．7
 74．4�
59 メイショウオハツ 牝5黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 506－ 21：14．01� 292．0�
35 	 シゲルカンムリザ 牡4黒鹿57 国分 優作森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 ミルファーム 544＋ 61：14．32 209．8�
23 アルペンクローネ 牡4鹿 57 太宰 啓介水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 446－ 4 〃 ハナ 111．8�
12 	 サンライズウォー 牡4鹿 57 国分 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－181：14．51 5．9�
816 タムロトップステイ 牡5栗 57 和田 竜二谷口 屯氏 西園 正都 洞�湖 メジロ牧場 530± 01：15．67 26．5�
815	 ワンダージョイア 牡5黒鹿57 島 良太山本 信行氏 梅内 忍 えりも 能登 浩 446－ 41：16．02
 442．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，529，200円 複勝： 38，163，500円 枠連： 13，484，900円
馬連： 58，946，100円 馬単： 37，692，700円 ワイド： 26，529，600円
3連複： 75，572，000円 3連単： 138，250，500円 計： 414，168，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，810円 複 勝 � 320円 � 160円 � 400円 枠 連（6－7） 220円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 9，700円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，990円 �� 710円

3 連 複 ��� 8，600円 3 連 単 ��� 76，950円

票 数

単勝票数 計 255292 的中 � 7168（8番人気）
複勝票数 計 381635 的中 � 27530（4番人気）� 87205（2番人気）� 20981（7番人気）
枠連票数 計 134849 的中 （6－7） 45394（1番人気）
馬連票数 計 589461 的中 �� 12415（12番人気）
馬単票数 計 376927 的中 �� 2869（27番人気）
ワイド票数 計 265296 的中 �� 7479（10番人気）�� 3161（20番人気）�� 9546（7番人気）
3連複票数 計 755720 的中 ��� 6492（27番人気）
3連単票数 計1382505 的中 ��� 1326（199番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―12．1―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．4―47．5―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリエンタルリリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Include デビュー 2013．4．7 阪神9着

2010．3．2生 牝4鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 6戦2勝 賞金 12，500，000円
※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 サウンドマンデュロ号・テイエムシシオー号



13081 5月17日 晴 良 （26京都3）第7日 第9競走 ��
��2，400�

し ら か わ

白 川 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，25．5．11以降26．5．11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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

68 フレージャパン 牡5栗 54 武 豊難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 472± 02：25．4 8．5�
67 エーシンデューク 牡5青鹿54 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 484＋ 42：25．5� 8．4�
811 プランスペスカ 牡4鹿 55 福永 祐一山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 458＋ 2 〃 アタマ 6．0�
22 エーティータラント 牡4芦 56 藤岡 佑介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 496－ 2 〃 ハナ 2．5�
56 アドマイヤスピカ 牡4栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 494＋ 62：25．71� 3．4�
33 フィルハーマジック 牝6鹿 51 酒井 学	下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 462＋ 62：25．91� 50．8

79 	 メイショウリョウマ 牡6黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 22：26．11� 15．4�
710 トニーポケット 牡5鹿 54 藤岡 康太藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 476＋ 82：26．2� 35．6�
44 ゴールデンヒーロー 牡4鹿 54 和田 竜二有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 4 〃 ハナ 37．8
812	 メイショウシレトコ 牡6鹿 52 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 472＋ 22：26．62� 120．7�
11 シゲルジョウム 牡6鹿 53 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 478－ 22：26．7� 99．5�
55 エスケイティアラ 牝5鹿 50 義 英真長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 438± 02：27．76 321．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，857，600円 複勝： 52，067，300円 枠連： 14，761，300円
馬連： 69，410，400円 馬単： 45，849，900円 ワイド： 27，867，400円
3連複： 88，144，700円 3連単： 190，599，400円 計： 516，558，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 280円 � 310円 � 220円 枠 連（6－6） 3，400円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 7，050円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 670円 �� 660円

3 連 複 ��� 5，220円 3 連 単 ��� 37，420円

票 数

単勝票数 計 278576 的中 � 26070（5番人気）
複勝票数 計 520673 的中 � 47420（4番人気）� 42721（5番人気）� 69799（3番人気）
枠連票数 計 147613 的中 （6－6） 3209（11番人気）
馬連票数 計 694104 的中 �� 15087（13番人気）
馬単票数 計 458499 的中 �� 4806（24番人気）
ワイド票数 計 278674 的中 �� 6405（12番人気）�� 10502（9番人気）�� 10626（8番人気）
3連複票数 計 881447 的中 ��� 12482（17番人気）
3連単票数 計1905994 的中 ��� 3760（105番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．7―13．1―12．3―12．4―13．1―12．6―12．0―11．3―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．1―35．8―48．9―1：01．2―1：13．6―1：26．7―1：39．3―1：51．3―2：02．6―2：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

フレージャパン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．18 中山2着

2009．5．22生 牡5栗 母 ジョウノビクトリア 母母 ミヤビサクラコ 22戦3勝 賞金 48，991，000円

13082 5月17日 晴 良 （26京都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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：06．9
1：06．5

良
良

714 アルマリンピア 牝6鹿 55 福永 祐一飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 484＋ 81：08．1 3．2�
11 マコトナワラタナ 牝5鹿 55 酒井 学�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 440－ 61：08．2	 9．0�
12 ケイアイウィルゴー 牝4鹿 55 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 478＋ 2 〃 クビ 12．6�
23 
 フォーチュンスター �5鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 522＋ 41：08．3クビ 3．4�
510 ロ ン ド 牝6青鹿55 藤岡 康太水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 470＋10 〃 アタマ 26．2�
47 メイショウイザヨイ 牝5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 516＋ 6 〃 クビ 28．5	
36 サカジロロイヤル 牡6黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 508＋ 41：08．51	 20．7

611 メイショウツガル 牡6鹿 57 国分 恭介松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 474＋ 2 〃 ハナ 26．8�
59 ジ ル コ ニ ア 牝7栗 55 �島 良太下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 490－ 6 〃 ハナ 90．6
816 ビキニブロンド 牝5黒鹿55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B450± 0 〃 ハナ 11．8�
713 スピークソフトリー 牝5鹿 55 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 8 〃 ハナ 13．8�
612 ダノンフェアリー 牡6鹿 57 小牧 太�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 516＋ 21：08．81� 53．7�
35 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿57 武 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 508± 0 〃 クビ 17．5�
48 マッキーコバルト 牡8鹿 57 太宰 啓介薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 B470＋ 4 〃 ハナ 52．5�
24 バートラムガーデン 牝5鹿 55 北村 友一�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 462± 01：08．9	 110．4�
815 ニシノカチヅクシ 牡5黒鹿57 秋山真一郎西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 486± 01：09．0クビ 29．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，150，800円 複勝： 68，790，800円 枠連： 27，868，100円
馬連： 115，827，100円 馬単： 59，713，400円 ワイド： 49，934，000円
3連複： 155，910，900円 3連単： 240，712，500円 計： 758，907，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 180円 � 280円 � 420円 枠 連（1－7） 840円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，240円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 10，870円 3 連 単 ��� 43，260円

票 数

単勝票数 計 401508 的中 � 98908（1番人気）
複勝票数 計 687908 的中 � 124993（2番人気）� 63597（3番人気）� 36901（6番人気）
枠連票数 計 278681 的中 （1－7） 24712（2番人気）
馬連票数 計1158271 的中 �� 48190（3番人気）
馬単票数 計 597134 的中 �� 14425（6番人気）
ワイド票数 計 499340 的中 �� 16094（3番人気）�� 9872（14番人気）�� 7538（19番人気）
3連複票数 計1559109 的中 ��� 10595（29番人気）
3連単票数 計2407125 的中 ��� 4107（101番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―11．3―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．2―45．5―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．9
3 9，7（6，4）（2，8）（3，14）16（11，12）15，1，13，10－5 4 ・（9，7）（6，4）2，8（3，14）16（11，12）（1，15）（10，13）5

勝馬の
紹 介

アルマリンピア �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．3．26 小倉1着

2008．3．11生 牝6鹿 母 テイクザレインズ 母母 クラシックダンサー 29戦5勝 賞金 111，818，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 フォーチュンスター号の騎手岩田康誠は，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50，000円。（被害馬：6番）
※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 オレニホレルナヨ号



13083 5月17日 晴 良 （26京都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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

817 グランデッツァ 牡5栗 56 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 508－ 61：43．9レコード 10．7�
612 ディサイファ 牡5鹿 56 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 21：44．85 3．2�
24 テイエムイナズマ 牡4黒鹿56 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 510± 01：45．01	 47．2�
816 シャトーブランシュ 牝4鹿 53 藤岡 康太有限会社シルク高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 486＋26 〃 クビ 38．5�
713 ミッキードリーム 牡7栗 58 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：45．31
 85．9�
35 エックスマーク 牡5鹿 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：45．4
 8．4

611 リヤンドファミユ 牡4鹿 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 41：45．5� 3．6�
818 ス ピ リ タ ス �9栗 56 幸 英明 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 60．2�
12 アドマイヤドバイ 牡4鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 462－ 21：45．6クビ 5．6
48 マコトブリジャール 牝4鹿 54 和田 竜二	ディアマント 島 一歩 様似 出口 繁夫 400± 0 〃 クビ 13．1�
47 エーシンミラージュ 牡6鹿 56 太宰 啓介	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 532± 01：45．7� 176．8�
715 ボ レ ア ス 牡6鹿 55 島 良太金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470－ 8 〃 ハナ 278．9�
510 シゲルササグリ 牡5黒鹿56 国分 恭介森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 516＋101：45．8クビ 134．6�
11 サンシャイン 牝5黒鹿53 酒井 学青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 442＋ 6 〃 ハナ 70．5�
23 マ デ イ ラ 牡5栗 56 松山 弘平 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 488－ 21：46．01	 12．1�
59 ダノンスパシーバ 牡7鹿 56 水口 優也	ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 502－ 41：46．42� 272．4�
36 イケドラゴン 牡9栗 56 義 英真田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 526－241：46．5
 368．6�
714 コスモセンサー 牡7栗 58 国分 優作 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム 520－ 41：47．35 235．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 57，294，800円 複勝： 103，018，700円 枠連： 51，507，300円
馬連： 210，245，100円 馬単： 110，705，100円 ワイド： 75，798，500円
3連複： 285，346，800円 3連単： 493，957，700円 計： 1，387，874，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 370円 � 140円 � 890円 枠 連（6－8） 830円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 950円 �� 6，320円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 27，900円 3 連 単 ��� 149，650円

票 数

単勝票数 計 572948 的中 � 42535（5番人気）
複勝票数 計1030187 的中 � 61403（7番人気）� 278713（1番人気）� 22461（8番人気）
枠連票数 計 515073 的中 （6－8） 46278（4番人気）
馬連票数 計2102451 的中 �� 65724（10番人気）
馬単票数 計1107051 的中 �� 14101（24番人気）
ワイド票数 計 757985 的中 �� 20556（11番人気）�� 2860（50番人気）�� 8543（21番人気）
3連複票数 計2853468 的中 ��� 7548（71番人気）
3連単票数 計4939577 的中 ��� 2436（361番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．1―11．8―11．9―11．9―11．8―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―22．8―33．9―45．7―57．6―1：09．5―1：21．3―1：32．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランデッツァ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Marju デビュー 2011．8．21 札幌2着

2009．3．3生 牡5栗 母 マ ル バ イ ユ 母母 Hambye 10戦4勝 賞金 133，595，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 オートドラゴン号・カネトシディオス号・コアレスドラード号・サンライズメジャー号・スズカセクレターボ号・

ダコール号・タールタン号・ツクバコガネオー号・ニシオドリーム号・ヒストリカル号・プリムラブルガリス号・
ミヤジタイガ号・ラウンドワールド号・レッドアリオン号・ロードオブザリング号

13084 5月17日 晴 良 （26京都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 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
1：47．8
1：47．8

重
重

48 シ ョ ー グ ン 牡4鹿 57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 626－ 21：52．5 2．6�

816 タガノプリンス 牡6鹿 57
54 ▲岩崎 翼八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 61：52．6� 67．7�
59 ハイランドジャガー 牡5芦 57 藤岡 康太小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 508± 0 〃 クビ 25．7�
47 アーバンレジェンド 牝4栗 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 458± 01：53．02	 6．0�
23 スズカウラノス 牡5鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 460－ 41：53．32 25．4�
24 アテンファースト 牡4栗 57 和田 竜二玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 478－ 81：53．4� 4．1�
11 スズカルパン 牡5鹿 57 武 豊永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 462± 01：53．5	 5．1	
510 エアラーテル 牡5栗 57 池添 謙一 
ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 470＋ 41：53．6	 15．9�
714 ツルマルスピリット 牡7青鹿57 太宰 啓介鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 510－ 21：53．81 24．4�
713 コピーライター 牡4鹿 57

54 ▲義 英真グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 512－ 2 〃 ハナ 203．2
612 ラルシュドール 牝5鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－ 41：53．9� 61．1�
36 デ コ レ イ ト 牝5鹿 55 
島 良太吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 470＋ 21：54．0� 98．5�
12 ポ レ イ ア 牝5栗 55 国分 恭介﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 490－121：54．32 54．0�
35 � スナーククラウン 牡5鹿 57 小林 徹弥杉本 豊氏 目野 哲也 新ひだか グランド牧場 478＋101：54．4	 160．9�
815 トップオブカハラ 牡7芦 57 酒井 学横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 490－ 21：54．82	 224．1�
611� アスターピース 牡5栗 57 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 様似 猿倉牧場 486－ 21：55．33 97．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，496，700円 複勝： 69，024，300円 枠連： 29，568，300円
馬連： 112，336，300円 馬単： 59，921，900円 ワイド： 47，159，000円
3連複： 148，299，200円 3連単： 257，993，800円 計： 763，799，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 1，090円 � 570円 枠 連（4－8） 3，200円

馬 連 �� 7，550円 馬 単 �� 10，810円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 1，310円 �� 12，250円

3 連 複 ��� 37，560円 3 連 単 ��� 150，400円

票 数

単勝票数 計 394967 的中 � 120863（1番人気）
複勝票数 計 690243 的中 � 180959（1番人気）� 12610（10番人気）� 26107（8番人気）
枠連票数 計 295683 的中 （4－8） 6831（11番人気）
馬連票数 計1123363 的中 �� 10993（23番人気）
馬単票数 計 599219 的中 �� 4094（36番人気）
ワイド票数 計 471590 的中 �� 5307（25番人気）�� 9147（14番人気）�� 922（70番人気）
3連複票数 計1482992 的中 ��� 2914（93番人気）
3連単票数 計2579938 的中 ��� 1266（387番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．9―12．7―12．8―12．8―12．5―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．7―49．4―1：02．2―1：15．0―1：27．5―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ョ ー グ ン �
�
父 Doyen �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．1．20 中京10着

2010．2．11生 牡4鹿 母 ジャパニーズウィスパー 母母 Sawara 9戦3勝 賞金 31，742，000円
※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 シュミット号・マノワール号



（26京都3）第7日 5月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

212，830，000円
2，080，000円
6，140，000円
1，550，000円
19，370，000円
71，292，500円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
345，745，300円
629，631，200円
206，662，500円
852，361，900円
509，330，400円
370，940，100円
1，129，866，800円
2，016，503，400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 6，061，041，600円

総入場人員 16，942名 （有料入場人員 15，065名）
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