
13121 5月27日 晴 良 （29京都3）第11日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走9時55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

11 クリノケンリュウ 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 474－121：13．2 18．8�
612 リ ガ ス 牡3芦 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 506－ 2 〃 クビ 3．1�
47 ウィッシュノート 牝3黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B434－ 21：13．3� 12．0�
48 キーダッシュ 牡3栗 56 酒井 学北前孔一郎氏 田所 秀孝 青森 大前 典男 488＋ 41：13．62 14．0�
24 � アルファベット 牡3芦 56 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes 486＋ 61：13．81 3．9	
23 ト ダ メ チ ャ 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新冠 松浦牧場 460＋141：14．22	 184．5

714 マイティドリーム 牡3青鹿56 武 豊矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 496＋121：14．73 3．4�
36 ルヴェルクッド 牡3鹿 56 和田 竜二藤井 亮輔氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 506 ― 〃 アタマ 31．6�
816 ブルベアボア 牡3鹿 56

55 ☆
島 克駿 �ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 476＋ 81：14．8	 76．6
59 エイシンスプリーム 牡3黒鹿56 藤岡 康太�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 492－121：15．01 21．1�
12 メイショウブルゴー 牡3栃栗56 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 498 ―1：15．21� 81．2�
510 メイショウチハヤ 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星松本 好雄氏 松下 武士 浦河 吉田 又治 420 ― 〃 ハナ 135．8�
35 チャーリーバローズ 牡3鹿 56 松若 風馬猪熊 広次氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 432 ―1：15．52 95．1�
713� アスターリュート �3黒鹿 56

55 ☆城戸 義政加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Charles
H. Deters B518－ 21：15．6� 26．0�

611 シゲルクロネコ 牡3黒鹿 56
55 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 細川牧場 432＋261：15．91� 262．8�

815 ア ロ イ ス 牡3黒鹿 56
53 ▲川又 賢治中辻 明氏 寺島 良 新冠 パカパカ

ファーム B510 ―1：18．2大差 166．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，472，100円 複勝： 35，611，000円 枠連： 12，762，800円
馬連： 54，593，000円 馬単： 26，114，900円 ワイド： 32，817，800円
3連複： 74，451，400円 3連単： 93，845，700円 計： 352，668，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 480円 � 140円 � 280円 枠 連（1－6） 3，480円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 8，500円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 2，170円 �� 540円

3 連 複 ��� 8，700円 3 連 単 ��� 63，400円

票 数

単勝票数 計 224721 的中 � 9549（6番人気）
複勝票数 計 356110 的中 � 14376（7番人気）� 96073（1番人気）� 28698（4番人気）
枠連票数 計 127628 的中 （1－6） 2840（11番人気）
馬連票数 計 545930 的中 �� 12477（12番人気）
馬単票数 計 261149 的中 �� 2303（27番人気）
ワイド票数 計 328178 的中 �� 7644（11番人気）�� 3706（21番人気）�� 16456（4番人気）
3連複票数 計 744514 的中 ��� 6414（26番人気）
3連単票数 計 938457 的中 ��� 1073（161番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．6―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．2―47．8―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．0
3 8，12（7，13）（9，14）（4，16）6，1（3，11）10－（2，5）＝15 4 8，12（7，14）（9，13）（1，4）（3，6，16）11，10－（2，5）＝15

勝馬の
紹 介

クリノケンリュウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．12．11 阪神5着

2014．4．11生 牡3栗 母 オサマジョール 母母 スプリングバンブー 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アロイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月27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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 クィーンズロード号・ジーエンゲージ号・スリーサンウェイ号・ハギノパートナーズ号・ファミーユボヌール号

13122 5月27日 晴 良 （29京都3）第11日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時25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

48 セルリアンアラシ 牡3栗 56 菱田 裕二�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 482＋ 41：53．2 19．7�
24 スズカフューラー 牡3栗 56 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 418± 0 〃 クビ 12．5�
12 ダンツブレーブ 牡3芦 56

53 ▲川又 賢治山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 456＋ 41：54．68 8．6�
36 メイショウハチク 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 456－ 21：54．7� 5．2�
714 ダンサクドゥーロ 牡3芦 56 北村 友一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 クビ 1．8�
11 イ ヴ レ ア 牡3栗 56

53 ▲富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 山田牧場 476－ 61：55．12� 91．6	
59 ヴィトンリード 牡3鹿 56 幸 英明杉山 一穂氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 490＋ 21：55．3� 96．7

815	 サウスシュネル 牡3栗 56 高倉 稜南波 壽氏 加用 正 米 Winches-

ter Farm 430± 01：55．62 60．1�
510 シゲルクーガー 
3鹿 56

55 ☆小崎 綾也森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 474＋ 41：56．02� 71．9�
47 エイシンブルーム 牝3青鹿54 松若 風馬栄進堂 松元 茂樹 浦河 高野牧場 B442－ 61：56．1� 21．3�
612 シゲルアミメキリン 牡3芦 56

53 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 福島 信晴 小清水 千島北斗牧場 464± 01：56．2クビ 39．1�
816 メイショウカンキ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 452± 01：56．73 78．2�
23 ニホンピロベスパー 牝3青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 片岡牧場 454－ 61：56．91� 227．1�
611 カフジブレイブ 牡3青鹿56 国分 優作加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 488＋181：57．0クビ 8．0�
35 トウケイフェアリー 牝3黒鹿54 国分 恭介木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 田中 裕之 428＋ 41：57．32 222．4�
713 ザッツアモーレ 牡3栗 56 松山 弘平幅田 京子氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 516＋ 22：00．5大差 156．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，720，500円 複勝： 44，432，200円 枠連： 13，638，200円
馬連： 59，256，600円 馬単： 28，467，800円 ワイド： 36，533，800円
3連複： 76，744，000円 3連単： 97，687，400円 計： 382，480，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 490円 � 340円 � 240円 枠 連（2－4） 3，660円

馬 連 �� 9，980円 馬 単 �� 21，520円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 1，630円 �� 870円

3 連 複 ��� 16，280円 3 連 単 ��� 118，830円

票 数

単勝票数 計 257205 的中 � 10424（6番人気）
複勝票数 計 444322 的中 � 21346（6番人気）� 34212（4番人気）� 53932（3番人気）
枠連票数 計 136382 的中 （2－4） 2887（14番人気）
馬連票数 計 592566 的中 �� 4895（25番人気）
馬単票数 計 284678 的中 �� 992（52番人気）
ワイド票数 計 365338 的中 �� 4149（21番人気）�� 5696（15番人気）�� 11180（9番人気）
3連複票数 計 767440 的中 ��� 3534（45番人気）
3連単票数 計 976874 的中 ��� 596（282番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．4―11．8―12．1―12．5―13．2―13．3―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―36．6―48．4―1：00．5―1：13．0―1：26．2―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．2
1
3
・（6，14）8（1，2，10）12（3，4）7（5，11）（9，16）15，13・（6，14）－8－（1，4）2－（3，12）10，11，7，16，9（5，15）＝13

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

勝馬の
紹 介

セルリアンアラシ �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．9．17 阪神2着

2014．5．17生 牡3栗 母 ゴシップクイーン 母母 レディゴシップ 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ザッツアモーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月27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。
（非当選馬） 2頭 メイショウヴォルガ号・レッドラーザム号
（非抽選馬） 1頭 インハーフェイバー号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 京都競馬 第１１日



13123 5月27日 晴 良 （29京都3）第11日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

48 プ ロ キ シ マ 牝3青 54 福永 祐一�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452± 01：48．7 6．4�
612 キャンディストーム 牝3鹿 54 藤岡 康太 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 474± 01：49．01� 10．2�
510 インヘリットデール 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：49．1� 2．3�
713 シンボリブーケ 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 476＋14 〃 クビ 74．8�
818 サウンドラブリー 牝3芦 54 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 446± 01：49．2クビ 5．4	
714 リープジーン 牝3鹿 54 国分 恭介吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 444－ 21：49．41� 368．2

47 モズアムール 牝3鹿 54 川須 栄彦 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 B458＋ 2 〃 クビ 31．7�
816 ラインサージュ 牝3鹿 54 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 474 ―1：49．61� 260．8�
12 ア ト ロ ポ ス 牝3青鹿54 北村 友一大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456－141：49．92 19．7
715 クインズミリセント 牝3鹿 54 幸 英明亀田 和弘氏 野中 賢二 新ひだか 松田牧場 476 ―1：50．0クビ 65．0�
611 レーヴルシード 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 420 ― 〃 ハナ 27．8�
11 レッドジュラーレ 牝3黒鹿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 470＋12 〃 ハナ 56．6�
35 グラニーズチップス 牝3芦 54 池添 謙一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482－ 41：50．1� 5．7�
59 シャイニーホーム 牝3黒鹿54 太宰 啓介小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 430± 0 〃 クビ 103．1�
817 ベ ル ダ ム 牝3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 404＋ 61：50．73� 76．3�
24 トウカイフォーゲル 牝3黒鹿54 藤岡 佑介内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 446 ― 〃 クビ 71．8�
36 タンバレジーナ 牝3黒鹿54 荻野 琢真荻野 憲夫氏 千田 輝彦 日高 山際 辰夫 434＋ 21：50．91� 253．6�
23 ディストワリリー 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也西川 茂樹氏 北出 成人 新ひだか 高橋フアーム 452± 01：52．510 419．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，989，100円 複勝： 49，496，900円 枠連： 14，669，600円
馬連： 61，915，500円 馬単： 28，940，700円 ワイド： 37，347，100円
3連複： 79，287，700円 3連単： 101，586，100円 計： 405，232，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 200円 � 120円 枠 連（4－6） 2，290円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 740円 �� 360円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 16，040円

票 数

単勝票数 計 319891 的中 � 39806（4番人気）
複勝票数 計 494969 的中 � 64420（4番人気）� 48498（5番人気）� 147407（1番人気）
枠連票数 計 146696 的中 （4－6） 4946（11番人気）
馬連票数 計 619155 的中 �� 18820（10番人気）
馬単票数 計 289407 的中 �� 6206（14番人気）
ワイド票数 計 373471 的中 �� 11997（10番人気）�� 28274（3番人気）�� 21902（4番人気）
3連複票数 計 792877 的中 ��� 29382（6番人気）
3連単票数 計1015861 的中 ��� 4591（46番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．9―13．0―12．8―12．7―12．5―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―35．1―48．1―1：00．9―1：13．6―1：26．1―1：37．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ ロ キ シ マ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Monsun デビュー 2016．6．19 阪神2着

2014．3．3生 牝3青 母 ノーブルステラ 母母 Noble Pearl 6戦1勝 賞金 10，300，000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。
（非抽選馬） 1頭 サンマルタイトル号

13124 5月27日 晴 良 （29京都3）第11日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11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
1：33．0
1：30．7

良
良

35 レディギャング 牝3芦 54 幸 英明近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 466± 01：33．4 3．2�
59 ヤマニンペダラーダ 牡3黒鹿56 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 454± 01：33．82� 2．4�
24 コンゴウトシオー 牡3青鹿56 川田 将雅田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 460＋ 81：34．01� 17．9�
715 トーホウシーマ 牡3栗 56 福永 祐一東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 484＋ 21：34．53 5．8�
817 アストロノート 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 420＋ 81：34．6	 48．4	
48 ブラウンプレスト 牡3鹿 56 和田 竜二キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド B458－ 21：34．81 16．9

612 キンショーフェスタ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗礒野日出夫氏 中村 均 浦河 山田牧場 440＋ 21：35．11	 243．8�
611 シュペルブバロン 牡3栗 56

55 ☆
島 克駿ディアレストクラブ� 浅見 秀一 日高 野島牧場 B496＋ 21：35．42 183．9�
713 タマモアーサー 牡3鹿 56 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 474－ 6 〃 クビ 23．7
816 カ リ エ ラ 牝3栗 54 松若 風馬�谷岡牧場 杉山 晴紀 新ひだか 谷岡牧場 462－ 21：35．5クビ 12．0�
11 メイショウサチシオ 牝3黒鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 470－ 41：35．71� 15．6�
23 メイショウハガネ 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治松本 好雄氏 松永 昌博 日高 下河辺牧場 456－ 41：35．8	 61．1�
47 ショウナンパルミラ 牡3黒鹿56 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 木村牧場 486－ 61：36．11	 344．0�
510 ファイトプラス 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 456＋ 61：36．2� 233．6�
36 � ヴェルディアーナ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Charles
Fipke 470＋15 〃 クビ 317．5�

818 ミズデッポウ 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 浜本牧場 490＋101：36．62� 315．0�
714 ウインリフレイン 牡3栗 56 高倉 稜�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 438－121：36．81� 280．7�
12 ヤマニンミモレット 牝3栗 54 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 464＋ 41：39．2大差 351．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，931，100円 複勝： 45，431，700円 枠連： 15，560，600円
馬連： 67，592，800円 馬単： 31，356，200円 ワイド： 38，574，700円
3連複： 81，619，300円 3連単： 111，232，200円 計： 421，298，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 110円 � 300円 枠 連（3－5） 360円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 180円 �� 710円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 6，750円

票 数

単勝票数 計 299311 的中 � 73027（2番人気）
複勝票数 計 454317 的中 � 94295（2番人気）� 151295（1番人気）� 21763（7番人気）
枠連票数 計 155606 的中 （3－5） 32706（1番人気）
馬連票数 計 675928 的中 �� 141048（1番人気）
馬単票数 計 313562 的中 �� 25391（2番人気）
ワイド票数 計 385747 的中 �� 70103（1番人気）�� 11802（8番人気）�� 11448（10番人気）
3連複票数 計 816193 的中 ��� 38195（3番人気）
3連単票数 計1112322 的中 ��� 11945（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．9―34．2―45．9―57．5―1：09．1―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディギャング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2016．11．6 京都2着

2014．4．5生 牝3芦 母 ギガンティア 母母 ベストブート 7戦1勝 賞金 14，600，000円
〔制裁〕 メイショウハガネ号の騎手川又賢治は，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：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンミモレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月27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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バーニングテイスト号
（非抽選馬） 3頭 ウインアブソルート号・トモリエール号・ハギノカンタービレ号



13125 5月27日 晴 良 （29京都3）第11日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時15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

24 テイエムアンムート 牝3黒鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 476＋ 41：52．6 7．5�

510 キ ク ノ ル ア 牡3栗 56 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 506－ 21：52．81� 5．0�
612 マンハッタンロック 牡3鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 21：52．9� 3．9�
23 テ ィ ー コ ア 牡3栗 56 藤岡 佑介深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B486－ 61：53．0� 38．2�
714 デ フ ィ 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 514＋ 2 〃 クビ 8．3�
36 テルペリオン 牡3栗 56 松若 風馬	ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 508－ 21：53．21� 6．9

713 タガノヴェローナ 牝3芦 54 川須 栄彦八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 21：53．3クビ 27．9�
11 エジステンツァ 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468＋ 21：53．93� 6．1�
12 メイショウヤエヤマ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 502＋ 41：54．11 52．4
59 サーストンウィナー 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太齊藤 宣勝氏 武井 亮 浦河 高岸 順一 482＋ 81：55．05 205．7�
35 ナムラシンウチ 牡3鹿 56 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 496± 01：55．31� 12．5�
815 ミスズバード 牡3鹿 56 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 476＋ 6 〃 クビ 225．6�
816 アロマティカス 牡3鹿 56 高倉 稜山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 446－ 21：55．51� 38．9�
48 エーアガイツ 牡3鹿 56 古川 吉洋藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 432－ 41：56．03 214．5�
611 バ レ ー ロ 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B478± 01：57．38 26．3�

（15頭）
47 イージーマネー 牡3芦 56 幸 英明丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム B478－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，340，000円 複勝： 46，254，100円 枠連： 17，869，000円
馬連： 61，175，900円 馬単： 25，488，900円 ワイド： 36，655，800円
3連複： 74，980，200円 3連単： 87，839，300円 計： 376，603，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 160円 � 140円 枠 連（2－5） 2，020円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 570円 �� 660円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 12，920円

票 数

単勝票数 差引計 263400（返還計 16741） 的中 � 27895（5番人気）
複勝票数 差引計 462541（返還計 29078） 的中 � 39660（5番人気）� 78316（2番人気）� 102166（1番人気）
枠連票数 差引計 178690（返還計 215） 的中 （2－5） 6824（11番人気）
馬連票数 差引計 611759（返還計 90563） 的中 �� 26299（6番人気）
馬単票数 差引計 254889（返還計 37769） 的中 �� 4498（16番人気）
ワイド票数 差引計 366558（返還計 62108） 的中 �� 16211（3番人気）�� 13777（8番人気）�� 25350（1番人気）
3連複票数 差引計 749802（返還計193103） 的中 ��� 28630（2番人気）
3連単票数 差引計 878393（返還計221500） 的中 ��� 4927（17番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．7―12．3―12．1―12．4―12．7―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．4―48．7―1：00．8―1：13．2―1：25．9―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．4
1
3
・（3，6）14（1，10）（12，13）（2，4，5）11（9，15）＝16，8
3（6，11）（1，13）5，4（10，14，12）2，9，15－（8，16）

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

勝馬の
紹 介

テイエムアンムート �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．11．26 京都9着

2014．6．5生 牝3黒鹿 母 フィフスアベニュー 母母 エリモパッション 10戦2勝 賞金 18，300，000円
〔競走除外・発走状況〕 イージーマネー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競

走除外。発走時刻6分遅延。
サーストンウィナー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
エーアガイツ号は，発進不良〔出遅れ〕。

〔制裁〕 バレーロ号の騎手中谷雄太は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 イージーマネー号は，平成29年5月28日から平成29年6月26日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔その他〕 バレーロ号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 エオリア号・オクラホマ号・クリノフウジン号・コンプリートベスト号・ツーエムアーマー号・テンザワールド号・

パイオニアシーザー号・ペルランヴェール号・ワイドコマンダー号

13126 5月27日 晴 良 （29京都3）第11日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：56．8
1：56．1

良
良

77 サトノグラン 牡3青鹿 56
54 △坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472± 02：02．2 8．4�

89 テーオーフォルテ 牡3鹿 56 浜中 俊小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 510－ 2 〃 アタマ 2．4�
66 ビートマッチ 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 536－102：02．3� 7．7�
88 マイブルーヘブン 牡3鹿 56 松山 弘平三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 450－ 42：02．4� 17．3�
55 ハギノアレス 牡3鹿 56 武 豊安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 486＋ 2 〃 クビ 9．5�
44 スズカロング 牡3鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 472－ 82：02．61	 56．0	
11 コロナシオン 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 458± 02：02．7クビ 3．8

22 バリオラージュ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B470－ 22：02．8� 8．6�
33 ビッグディザイア 牡3鹿 56 四位 洋文吉田 千津氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 538＋ 6 （競走中止） 29．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，265，300円 複勝： 39，828，100円 枠連： 10，637，400円
馬連： 61，595，900円 馬単： 31，378，000円 ワイド： 32，723，600円
3連複： 69，205，200円 3連単： 131，326，800円 計： 409，960，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 210円 � 130円 � 210円 枠 連（7－8） 860円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，020円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 20，750円

票 数

単勝票数 計 332653 的中 � 31368（4番人気）
複勝票数 計 398281 的中 � 40799（5番人気）� 102580（1番人気）� 41722（4番人気）
枠連票数 計 106374 的中 （7－8） 9529（2番人気）
馬連票数 計 615959 的中 �� 44328（3番人気）
馬単票数 計 313780 的中 �� 8635（10番人気）
ワイド票数 計 327236 的中 �� 20022（5番人気）�� 7619（16番人気）�� 21486（3番人気）
3連複票数 計 692052 的中 ��� 17880（11番人気）
3連単票数 計1313268 的中 ��� 4587（90番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．9―12．9―12．7―12．8―12．4―11．6―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―36．9―49．8―1：02．5―1：15．3―1：27．7―1：39．3―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノグラン 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2016．11．6 東京4着

2014．2．19生 牡3青鹿 母 スネガエクスプレス 母母 サンスプリング 8戦2勝 賞金 14，550，000円
〔競走中止〕 ビッグディザイア号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。



13127 5月27日 晴 良 （29京都3）第11日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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

611 インフェルノ �5栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496＋181：23．9 4．5�

510 ク ラ イ シ ス 牡4鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 	島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480－ 21：24．85 6．8�

59 マテラアリオン 牡4黒鹿57 幸 英明大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 480－ 2 〃 ハナ 29．9�
12 サ ン キ ュ ー 牡4栗 57 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 522＋ 61：25．0
 16．8�
35 � サダムリスペクト 牡5鹿 57 松若 風馬大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 468± 01：25．21� 14．3�
713 オールスマイル 牝4青鹿55 小牧 太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 41：25．3クビ 19．3	
48 シルバーソード 牡5鹿 57 和田 竜二�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 11：25．4
 34．1

816 ダイシンカレラ 牡5黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 484＋ 6 〃 アタマ 35．6�
24  エイシンピカソ 牝4栗 55 藤岡 康太平井 克彦氏 野中 賢二 米

Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

438－ 81：25．5� 15．0�
815 チ カ リ ー タ 牝4芦 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：25．6
 2．2
714 ラタンドレス 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗 �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 岡田スタツド 466－ 21：25．92 27．3�

47 グランパルファン 牝4鹿 55 水口 優也 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 462－ 81：26．0クビ 117．9�
612 オトコギマサムネ 牡6鹿 57 浜中 俊塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：27．06 24．6�
23  マテラヴィクトリー 牡4栗 57

55 △坂井 瑠星大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Boolteenagh
Bloodstock 484＋111：27．63� 91．0�

36 � コンスタンシー 牝4青鹿55 川須 栄彦永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 410－ 31：27．7� 309．7�

（15頭）
11 � サトノユニコーン 牡7鹿 57 福永 祐一里見 治氏 橋口 慎介 新ひだか グランド牧場 B486－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，346，400円 複勝： 56，000，500円 枠連： 19，554，200円
馬連： 68，893，900円 馬単： 31，846，100円 ワイド： 42，094，600円
3連複： 79，303，100円 3連単： 98，523，300円 計： 431，562，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 240円 � 210円 � 840円 枠 連（5－6） 1，730円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，890円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 15，440円 3 連 単 ��� 60，220円

票 数

単勝票数 差引計 353464（返還計 24060） 的中 � 61908（2番人気）
複勝票数 差引計 560005（返還計 36991） 的中 � 65795（3番人気）� 78016（2番人気）� 14033（9番人気）
枠連票数 差引計 195542（返還計 2110） 的中 （5－6） 8752（6番人気）
馬連票数 差引計 688939（返還計135898） 的中 �� 25993（7番人気）
馬単票数 差引計 318461（返還計 61318） 的中 �� 7008（10番人気）
ワイド票数 差引計 420946（返還計 85916） 的中 �� 13180（7番人気）�� 3665（29番人気）�� 4126（25番人気）
3連複票数 差引計 793031（返還計285238） 的中 ��� 3851（50番人気）
3連単票数 差引計 985233（返還計378534） 的中 ��� 1186（181番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．9―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―46．6―59．0―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インフェルノ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2015．6．21 函館3着

2012．3．30生 �5栗 母 モ ケ ッ ト 母母 Eternal Reve 4戦3勝 賞金 20，800，000円
〔競走除外〕 サトノユニコーン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 マテラアリオン号の騎手幸英明は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔その他〕 オトコギマサムネ号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。
（非抽選馬） 6頭 ウォーターミリオン号・オースミマルス号・ショウナンアヴィド号・スリーパスポート号・チュウワメジャー号・

メイショウヤクシマ号

13128 5月27日 晴 良 （29京都3）第11日 第8競走 ��3，930�第19回京都ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード4：21．6良

78 マドリードカフェ 牡6黒鹿60 熊沢 重文 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 チャンピオン
ズファーム 528＋ 44：32．2 1．5�

79 テイエムオペラドン 牡8鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 504＋ 84：33．15 29．3�
44 スズカプレスト 牡5鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 462－ 24：33．2� 10．5�
811 ワンダフルワールド 牡6栗 60 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 508－ 24：33．83� 40．0�
66 ミヤジタイガ 牡7鹿 60 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 502－ 84：35．39 84．9�
22 アズマタックン 牡4青鹿59 白浜 雄造東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 492± 04：36．15 10．7�
67 ア ロ ヒ ラ ニ 牡8黒鹿60 石神 深一 	キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 ハナ 53．9

33 クリノダイコクテン 牡6栃栗60 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 486＋ 84：36．73� 15．1�
55 テイエムシシーポス 牡7鹿 60 黒岩 悠竹園 正繼氏 杉山 晴紀 日高 テイエム牧場日高支場 488－ 2 〃 クビ 56．8�
11 マイネルゼーラフ 牡6青鹿60 草野 太郎 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 492－ 24：37．76 160．8�
810 ルペールノエル 牡7黒鹿60 高田 潤 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 520± 0 （競走中止） 4．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 38，555，300円 複勝： 59，927，800円 枠連： 16，638，000円
馬連： 83，949，800円 馬単： 50，763，800円 ワイド： 46，061，000円
3連複： 122，361，500円 3連単： 250，780，100円 計： 669，037，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 400円 � 200円 枠 連（7－7） 1，980円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 800円 �� 330円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 12，240円

票 数

単勝票数 計 385553 的中 � 201949（1番人気）
複勝票数 計 599278 的中 � 304200（1番人気）� 18698（6番人気）� 48918（3番人気）
枠連票数 計 166380 的中 （7－7） 6508（8番人気）
馬連票数 計 839498 的中 �� 32939（6番人気）
馬単票数 計 507638 的中 �� 16567（6番人気）
ワイド票数 計 460610 的中 �� 14119（9番人気）�� 40556（2番人気）�� 6495（17番人気）
3連複票数 計1223615 的中 ��� 25558（10番人気）
3連単票数 計2507801 的中 ��� 14848（35番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 51．0－3F 38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
8－（6，4）（9，1）－（7，11）5，3－2
8－9，6，4，11＝5，7－（3，1）－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マドリードカフェ �
�
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 2013．10．19 東京6着

2011．5．25生 牡6黒鹿 母 ステラマドレード 母母 リキマドレード 障害：3戦3勝 賞金 62，685，000円
〔競走中止〕 ルペールノエル号は，1周目4号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



13129 5月27日 晴 良 （29京都3）第11日 第9競走 ��
��1，200�

お い け

御 池 特 別
発走14時25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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 � フジノパンサー 牡4鹿 57 四位 洋文久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 492－ 61：08．6 6．1�
35 ダイアナヘイロー 牝4黒鹿55 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 466＋ 2 〃 クビ 3．1�
713 ハ ピ ネ ス 牝6黒鹿55 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 508＋20 〃 アタマ 13．8�
510	 ウィズアミッション 牝6鹿 55 浜中 俊吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 438－ 21：08．81
 36．1�
12 トウショウジャイロ 牡4黒鹿57 秋山真一郎トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 506± 01：08．9� 6．3�
36 � テ ン テ マ リ 牝6黒鹿55 酒井 学合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B440－ 2 〃 ハナ 52．0	
611	� トーセンクリス 牝4鹿 54 藤岡 康太島川 
哉氏 大久保龍志 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

518＋121：09．0クビ 10．9�
47 スマートグレイス 牝5栗 55 菱田 裕二大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 474± 01：09．31� 4．3�
24 カ メ ッ ト 牡6栗 57 森 裕太朗林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 472＋ 21：09．4� 52．8
59 ブレイズガール 牝4鹿 55 加藤 祥太岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B492± 01：09．5クビ 38．6�
816 フクノグローリア 牝5黒鹿55 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 460－ 41：09．6� 64．3�
815 ブラッククローバー 牡5黒鹿57 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490＋ 41：10．02� 110．4�
612 セレッソブランコ 牝5芦 55 義 英真三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 484＋ 21：10．1� 22．1�
48 	 ウ リ ボ ー 牡5栗 57 川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 528－ 21：10．2� 239．1�
714 マジックシャトル 牡5栗 57 和田 竜二林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 504＋ 81：11．05 22．8�
11 メイショウカフウ 牡6鹿 57 幸 英明松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 480－ 6 （競走中止） 78．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，635，500円 複勝： 73，582，500円 枠連： 27，317，000円
馬連： 128，240，300円 馬単： 51，104，600円 ワイド： 66，342，600円
3連複： 159，139，400円 3連単： 209，287，200円 計： 757，649，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 140円 � 290円 枠 連（2－3） 1，010円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 470円 �� 990円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 17，780円

票 数

単勝票数 計 426355 的中 � 55489（3番人気）
複勝票数 計 735825 的中 � 94693（3番人気）� 166984（1番人気）� 52585（6番人気）
枠連票数 計 273170 的中 （2－3） 20790（2番人気）
馬連票数 計1282403 的中 �� 97808（2番人気）
馬単票数 計 511046 的中 �� 15874（6番人気）
ワイド票数 計 663426 的中 �� 37576（2番人気）�� 16400（11番人気）�� 24417（6番人気）
3連複票数 計1591394 的中 ��� 33378（9番人気）
3連単票数 計2092872 的中 ��� 8533（39番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．9―11．2―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．4―44．6―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フジノパンサー �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 サンデーサイレンス （1戦0勝 賞金 1，600，000円）

2013．3．25生 牡4鹿 母 キョウエイデビュー 母母 ジ ャ ー バ イ 8戦2勝 賞金 38，961，000円
地方デビュー 2015．4．22 門別

・・・〔競走中止〕 メイショウカフウ号は，発走直後に右あぶみ革の尾錠が外れたため向正面で競走中止。・・・ ・・・〔制裁〕 メイショウカフウ号の騎手幸英明は，発走直後に右あぶみ革の尾錠が外れてあぶみが脱落し，競走中止となったことについ
て過怠金100，000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 キッズライトオン号

13130 5月27日 晴 良 （29京都3）第11日 第10競走 ��
��1，800�

し ら ゆ り

白百合ステークス
発走15時00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，収得賞金1，200万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

44 サトノクロニクル 牡3鹿 57 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 452－ 41：46．6 1．8�
66 クリノヤマトノオー 牡3鹿 56 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 446＋ 2 〃 ハナ 15．8�
11 � ゴールドハット 牡3黒鹿56 武 豊合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 408－ 4 〃 クビ 5．4�

55 サトノリュウガ 牡3鹿 56 池添 謙一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－ 61：46．7クビ 4．2�
33 グラットシエル 牡3黒鹿56 福永 祐一 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 490－101：46．8	 5．4�
22 ウインストラグル 牡3黒鹿56 北村 友一	ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 476＋ 61：47．75 59．5

77 ダイシンクイント 牡3黒鹿56 川又 賢治大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 472－ 8 〃 ハナ 85．3�

（7頭）

売 得 金
単勝： 53，289，900円 複勝： 60，588，000円 枠連： 発売なし
馬連： 105，524，800円 馬単： 65，906，100円 ワイド： 43，594，100円
3連複： 109，858，300円 3連単： 388，359，800円 計： 827，121，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 380円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 380円 �� 210円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 7，290円

票 数

単勝票数 計 532899 的中 � 235919（1番人気）
複勝票数 計 605880 的中 � 258741（1番人気）� 40728（5番人気）
馬連票数 計1055248 的中 �� 55831（7番人気）
馬単票数 計 659061 的中 �� 25175（7番人気）
ワイド票数 計 435941 的中 �� 28362（7番人気）�� 61041（3番人気）�� 13683（10番人気）
3連複票数 計1098583 的中 ��� 45457（7番人気）
3連単票数 計3883598 的中 ��� 38590（27番人気）

ハロンタイム 13．0―10．9―11．0―12．1―12．0―12．2―11．9―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―23．9―34．9―47．0―59．0―1：11．2―1：23．1―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノクロニクル �

父 ハーツクライ �


母父 Intikhab デビュー 2016．12．18 阪神2着

2014．3．13生 牡3鹿 母 ト ゥ ー ピ ー 母母 Turpitude 5戦2勝 賞金 53，329，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13131 5月27日 晴 良 （29京都3）第11日 第11競走 ��
��1，400�

す ざ く

朱雀ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

48 � ロードセレリティ 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 正美 486＋121：21．5 27．2�
816 コウエイタケル 牡6鹿 57 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 492－ 21：21．6	 72．4�
47 ラベンダーヴァレイ 牝4鹿 55 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 432＋ 8 〃 クビ 13．3�
714 レッドアヴァンセ 牝4黒鹿55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：21．7クビ 3．6�
510 ワントゥワン 牝4黒鹿55 川田 将雅青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 クビ 3．8�
612 ネオスターダム 牡5黒鹿57 福永 祐一一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 ハナ 7．5	
12 アドマイヤナイト 牝5栗 55 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 438＋141：21．8	 16．8

11 スマートカルロス 牡5鹿 57 
島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 474＋ 21：21．9� 14．6�
815 ドラゴンストリート 牡6鹿 57 和田 竜二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 476＋ 2 〃 ハナ 30．2�
713 ヒルノマゼラン 牡4黒鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 510＋ 2 〃 ハナ 27．3
59 オースミナイン 牡7鹿 57 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 476－ 21：22．0クビ 33．9�
23 マ カ ハ 牡8鹿 57 浜中 俊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B470－ 6 〃 クビ 72．0�
611 レッドリーガル 牡5鹿 57 武 豊 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B490＋ 21：22．32 6．7�
35 ワードイズボンド 牡6青 57 義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 536＋ 21：22．51� 121．3�
24 エリーティアラ 牝5青鹿55 坂井 瑠星谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B462－101：22．6	 119．1�
36 スペシャルギフト 6栗 57 北村 友一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：22．7� 18．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，995，400円 複勝： 121，619，900円 枠連： 67，873，400円
馬連： 307，468，000円 馬単： 109，445，600円 ワイド： 142，482，400円
3連複： 423，360，800円 3連単： 575，835，800円 計： 1，821，081，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 910円 � 1，630円 � 450円 枠 連（4－8） 7，710円

馬 連 �� 71，630円 馬 単 �� 107，290円

ワ イ ド �� 13，080円 �� 5，290円 �� 11，850円

3 連 複 ��� 398，390円 3 連 単 ��� 1，855，470円

票 数

単勝票数 計 729954 的中 � 21403（9番人気）
複勝票数 計1216199 的中 � 34863（12番人気）� 18578（14番人気）� 76677（6番人気）
枠連票数 計 678734 的中 （4－8） 6818（26番人気）
馬連票数 計3074680 的中 �� 3541（94番人気）
馬単票数 計1094456 的中 �� 765（175番人気）
ワイド票数 計1424824 的中 �� 2804（89番人気）�� 6986（53番人気）�� 3097（88番人気）
3連複票数 計4233608 的中 ��� 797（436番人気）
3連単票数 計5758358 的中 ��� 225（2333番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．5―47．4―59．1―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロードセレリティ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2013．4．7生 牡4鹿 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 9戦2勝 賞金 34，963，000円
初出走 JRA

13132 5月27日 晴 良 （29京都3）第11日 第12競走 ��
��1，200�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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

612 ワンダーヴィーヴァ 牡7青鹿57 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 566－ 41：11．7 7．3�
714� ノボリクリーン 牡5青鹿57 武 豊原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 474－ 4 〃 クビ 8．2�
23 メイショウユメゴゼ 牝8栃栗55 和田 竜二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 492＋ 21：11．91	 21．7�
59 クリノサンレオ 牡4栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 440± 01：12．11	 8．4�
47 テーオーソルジャー 牡6栗 57 国分 恭介小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 61：12．2クビ 16．5�
12 エネルムサシ 牡4鹿 57 福永 祐一鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 512± 0 〃 アタマ 1．9�
35 アドマイヤスパーズ 牡7鹿 57 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 496＋121：12．3
 89．3	
611 ア レ ッ ト �6青 57 川田 将雅 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 522＋101：12．4
 11．9

816 サ ラ マ ン カ 牝4黒鹿55 松若 風馬荒木 謙次氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 508± 0 〃 アタマ 37．8�
815� メイショウカロッタ 牡5鹿 57

56 ☆城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 494－ 41：12．61	 21．0�
510 ハラペーニョペパー 牝5芦 55

53 △坂井 瑠星 グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 490－ 81：12．7 60．2�
11 ギャラクシーエクス 牡6黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 476－ 21：12．91
 77．9�
36 クリノダイスーシー 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 厚賀古川牧場 500－ 61：13．0クビ 159．3�
24 マ ー シ レ ス 牡6栗 57 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 476＋ 4 〃 ハナ 33．0�
713 サンレイルージュ 牝5鹿 55

52 ▲川又 賢治永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 480＋181：13．1 253．2�
48 � アンクルダイチ 牡5鹿 57 秋山真一郎塚本 能交氏 高橋 亮 米

Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

B490＋ 4 〃 ハナ 52．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，034，900円 複勝： 83，303，400円 枠連： 41，557，000円
馬連： 171，858，500円 馬単： 69，625，300円 ワイド： 94，894，300円
3連複： 220，905，500円 3連単： 312，242，600円 計： 1，056，421，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 270円 � 280円 � 390円 枠 連（6－7） 1，600円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 5，710円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，380円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 10，480円 3 連 単 ��� 51，810円

票 数

単勝票数 計 620349 的中 � 67689（2番人気）
複勝票数 計 833034 的中 � 85330（3番人気）� 81448（4番人気）� 52096（6番人気）
枠連票数 計 415570 的中 （6－7） 20088（7番人気）
馬連票数 計1718585 的中 �� 47687（8番人気）
馬単票数 計 696253 的中 �� 9141（16番人気）
ワイド票数 計 948943 的中 �� 24966（9番人気）�� 17632（15番人気）�� 13196（22番人気）
3連複票数 計2209055 的中 ��� 15799（32番人気）
3連単票数 計3122426 的中 ��� 4369（150番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―46．6―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．2
3 2（10，12）13（11，14）（4，15）3（1，5，9）（7，8，16）6 4 2（10，12）（11，14，13）（3，15）（7，5，9）（4，8，16）（1，6）

勝馬の
紹 介

ワンダーヴィーヴァ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2012．11．24 京都1着

2010．4．1生 牡7青鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 19戦3勝 賞金 35，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ダイシンバルカン号・マッカートニー号・ミトノゴールド号



（29京都3）第11日 5月27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 173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
厩務員出走奨励金

276，560，000円
13，410，000円
1，820，000円
31，490，000円
69，143，000円
5，468，200円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
474，575，500円
716，076，100円
258，077，200円
1，232，065，000円
550，438，000円
650，121，800円
1，571，216，400円
2，458，546，300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 7，911，116，300円

総入場人員 19，352名 （有料入場人員 18，422名）
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