
13133 5月28日 晴 良 （29京都3）第12日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走9時50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

714 メンターモード 牡3鹿 56 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 510± 01：25．4 1．8�
815 タカノイダテン 牡3芦 56 太宰 啓介山口多賀司氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 484＋141：25．61� 18．8�
510 メイショウナンプウ 牡3青鹿 56

54 △荻野 極松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B494＋ 61：26．13 19．6�
611 テイエムグルービー 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 478± 01：26．2� 10．3�
23 スズカチャレンジ 牡3鹿 56 古川 吉洋永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 486－ 21：26．73 28．0�
36 エイシンスペード 牡3栗 56 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 484＋ 2 〃 クビ 9．7	
47 メイショウオオヨド 牡3芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 446± 01：26．8クビ 5．8

713 ボストンアプリコ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗�宮内牧場 岩元 市三 安平 吉田牧場 452＋101：27．01� 88．1�
59 テ ソ ー ロ 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B490± 01：27．85 11．1
24 ゼットガンバー 牡3栗 56 国分 優作�フォーレスト 池添 兼雄 浦河 絵笛牧場 478－12 〃 ハナ 37．3�
816 ゴールドハンター 牡3鹿 56 北村 友一居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 446＋ 21：28．0� 30．4�
35 フォックステイル �3黒鹿 56

55 ☆義 英真 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 496－101：28．21� 92．4�

12 カ イ ホ ロ 牝3鹿 54
51 ▲富田 暁名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 武 牧場 420＋ 41：28．41� 366．9�

612 カネトシラトゥ 牝3鹿 54 国分 恭介兼松 昌男氏 五十嵐忠男 新冠 武田 寛治 448＋ 81：28．61� 143．0�
11 マイネルオットー 牡3黒鹿56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 佐藤牧場 522 ―1：28．81� 164．5�
48 フェブマカナ 牡3黒鹿56 菱田 裕二釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三木田 明仁 454＋ 41：29．43� 189．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，417，800円 複勝： 49，988，400円 枠連： 12，541，500円
馬連： 62，309，200円 馬単： 29，893，900円 ワイド： 36，589，300円
3連複： 84，125，800円 3連単： 114，241，700円 計： 416，107，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 370円 � 370円 枠 連（7－8） 950円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 820円 �� 770円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 27，970円

票 数

単勝票数 計 264178 的中 � 115865（1番人気）
複勝票数 計 499884 的中 � 248000（1番人気）� 19203（7番人気）� 19469（6番人気）
枠連票数 計 125415 的中 （7－8） 10156（4番人気）
馬連票数 計 623092 的中 �� 25337（5番人気）
馬単票数 計 298939 的中 �� 8735（7番人気）
ワイド票数 計 365893 的中 �� 11750（8番人気）�� 12548（7番人気）�� 3428（28番人気）
3連複票数 計 841258 的中 ��� 9324（23番人気）
3連単票数 計1142417 的中 ��� 2961（79番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．7―12．6―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．1―47．8―1：00．4―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メンターモード �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．1．28 京都4着

2014．3．24生 牡3鹿 母 プロヴィナージュ 母母 ボーンスター 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 フォックステイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

フェブマカナ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ボストンアプリコ号の騎手森裕太朗は，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10，000円。（被害馬：3番）
※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 アルバシュルク号・サテンドール号・ニシノキャプテン号・バックファイヤー号・メイショウツムギ号・

ロシニョール号

13134 5月28日 晴 良 （29京都3）第12日 第2競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走10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
2：22．6
2：22．1

良
良

24 カンポデフィオーリ 牝3黒鹿 54
52 △荻野 極吉田 和美氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B420＋ 22：28．0 2．1�

36 ラピッドシップ 牡3黒鹿56 小牧 太飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 470＋ 4 〃 アタマ 4．3�
715 タガノヤグラ 牡3栗 56 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448＋ 62：28．21� 18．3�
59 ロードゼスト 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 452＋ 22：28．41 24．4�
818 サ ン タ ナ 牡3黒鹿 56

55 ☆城戸 義政折手 邦雄氏 荒川 義之 新ひだか 折手牧場 502＋ 22：28．5� 60．0�
47 テイエムアレグレス 牡3栗 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 474± 02：28．6� 201．9	
612 フットステップ 牡3芦 56 藤岡 康太平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 458＋ 22：28．7� 13．7

35 デンコウジェネシス 	3栗 56

53 ▲三津谷隼人田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム 456± 0 〃 クビ 42．7�
611 テイエムファンドル 牡3栗 56 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 石川 栄一 484＋ 22：28．8� 97．9�
510 アルマシャール 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 504＋ 22：29．22� 5．9
11 ブラックマイスター 牡3青鹿 56

55 ☆加藤 祥太山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 474＋ 82：29．3� 273．2�
23 アテンソード 牡3鹿 56 菱田 裕二齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 432－ 82：29．4クビ 184．0�
12 ヤマニンアルクール 牡3鹿 56 田中 健土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 518＋ 62：29．82� 211．8�
48 ハギノシャーウッド 牡3栗 56 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 乾 皆雄 480± 02：30．43� 9．8�
713 シ ュ ク ラ 牡3鹿 56 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 平山牧場 514－ 42：30．71� 189．8�
816 ゴールドヘリテージ 牡3黒鹿 56

54 △坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム B462－122：31．23 29．8�
714 ディープスピリッツ 牡3鹿 56 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B446± 02：31．3� 66．9�
817 マサノペンダント 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 426± 02：32．04 336．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，327，600円 複勝： 32，184，800円 枠連： 15，007，300円
馬連： 60，228，300円 馬単： 28，580，200円 ワイド： 35，264，600円
3連複： 78，539，100円 3連単： 104，261，000円 計： 377，392，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 280円 枠 連（2－3） 410円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 210円 �� 560円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 4，240円

票 数

単勝票数 計 233276 的中 � 85819（1番人気）
複勝票数 計 321848 的中 � 98779（1番人気）� 58071（2番人気）� 19318（6番人気）
枠連票数 計 150073 的中 （2－3） 27816（1番人気）
馬連票数 計 602283 的中 �� 108547（1番人気）
馬単票数 計 285802 的中 �� 29645（1番人気）
ワイド票数 計 352646 的中 �� 53167（1番人気）�� 14666（6番人気）�� 9261（10番人気）
3連複票数 計 785391 的中 ��� 39088（4番人気）
3連単票数 計1042610 的中 ��� 17791（5番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―12．0―13．9―13．1―11．9―12．5―12．4―12．0―12．3―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．2―23．8―35．8―49．7―1：02．8―1：14．7―1：27．2―1：39．6―1：51．6―2：03．9―2：15．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

カンポデフィオーリ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．11．19 京都8着

2014．4．28生 牝3黒鹿 母 ア ル ウ ェ ン 母母 アドラーブル 7戦1勝 賞金 10，100，000円
〔制裁〕 アテンソード号の騎手菱田裕二は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※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。
（非当選馬） 5頭 スムーズジャズ号・タルトリンツァー号・テイエムナナフク号・ホウオウドリーム号・メロディーオブラブ号

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１２日



13135 5月28日 晴 良 （29京都3）第12日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時50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

47 アドマイヤジョラス 牡3黒鹿56 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464－122：02．3 3．3�
24 ナリタプレジデント 牡3鹿 56 熊沢 重文�オースミ 沖 芳夫 様似 清水 誠一 446－ 42：02．4� 3．4�
816 ゴ ー ド ン �3黒鹿56 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 470－ 2 〃 アタマ 21．7�
612 シャイニーピース 牡3鹿 56 田中 健小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 480－ 2 〃 ハナ 5．5�
23 ピオニームーン 牝3鹿 54 川須 栄彦下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 468－ 22：02．72 9．5�
59 ライクアエンジェル 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416± 0 〃 ハナ 26．5	
713 トーシンキング 牡3青鹿56 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 ヤマタケ牧場 466＋ 62：02．8� 6．8

48 キョウワベルナルド 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 454＋ 2 〃 クビ 20．3�
510 バプティシア 牝3鹿 54 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 436－ 42：03．01� 71．0
815 スマートモニカ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁大川 徹氏 木原 一良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 414± 02：03．53 238．8�
12 ラ フ ァ エ ラ 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 418－ 22：03．6クビ 144．3�

35 ホウオウプライド 牡3鹿 56 国分 優作小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：03．7	 143．0�
714 ハギノプレスト 牡3鹿 56 丸山 元気安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 B498± 02：03．91� 142．3�
611 ヴォーチェドーロ 牝3芦 54

53 ☆加藤 祥太窪田 康志氏 吉村 圭司 平取 坂東牧場 484± 02：04．11 28．6�
11 ビクトリアペスカ 牝3鹿 54 森 一馬ユーモード 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 442＋ 22：04．31� 170．5�
36 サムデイサムウェア 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 494－16 〃 アタマ 63．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，462，600円 複勝： 39，102，900円 枠連： 16，675，200円
馬連： 68，973，100円 馬単： 31，418，700円 ワイド： 38，193，400円
3連複： 85，943，200円 3連単： 118，300，900円 計： 426，070，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 140円 � 390円 枠 連（2－4） 400円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，270円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 11，070円

票 数

単勝票数 計 274626 的中 � 66331（1番人気）
複勝票数 計 391029 的中 � 74205（2番人気）� 91399（1番人気）� 17467（6番人気）
枠連票数 計 166752 的中 （2－4） 31551（1番人気）
馬連票数 計 689731 的中 �� 91872（1番人気）
馬単票数 計 314187 的中 �� 25493（1番人気）
ワイド票数 計 381934 的中 �� 37883（1番人気）�� 7102（13番人気）�� 7791（11番人気）
3連複票数 計 859432 的中 ��� 18354（10番人気）
3連単票数 計1183009 的中 ��� 7741（24番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．9―12．7―12．7―12．5―12．1―11．8―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―37．1―49．8―1：02．5―1：15．0―1：27．1―1：38．9―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤジョラス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．4．16 阪神4着

2014．1．21生 牡3黒鹿 母 アドマイヤカンナ 母母 アドマイヤラピス 3戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 ビクトリアペスカ号の調教師松永昌博は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

ピオニームーン号の騎手川須栄彦は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
トーシンキング号の騎手柴田未崎は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

※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。
（非当選馬） 3頭 アルアンダルス号・オースミペンタス号・プラチナバイオ号
（非抽選馬） 2頭 イケジュンペガサス号・ウインプルミエ号

13136 5月28日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29京都3）第12日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：11．2良・重

22 � マイネルプロンプト �5黒鹿60 森 一馬西森 道男氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 23：17．4 2．6�
812� シゲルノマオイ 牡5栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 486＋ 6 〃 ハナ 16．3�
813 サムライフォンテン 牡4黒鹿59 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 472－ 23：17．5� 6．9�
68 コ コ 牝5芦 58 熊沢 重文副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 532＋ 43：18．24 6．6�
69 スプレーモゲレイロ 牡4鹿 59 植野 貴也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 458＋ 23：18．73 86．0�
11 	 セプティエーム 牡5芦 60 平沢 健治吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

502＋ 4 〃 ハナ 4．8	
56 メメニシコリ 牡4鹿 59 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 458－ 83：19．01
 16．6

711 ニホンピロボーラー 牡4鹿 59 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 502－ 63：19．95 26．6�
710� シゲルナマハゲ 牡5鹿 60 黒岩 悠森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 466－ 43：20．0クビ 43．6�
44 アルファヴィル 牡4芦 59 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 454－ 23：21．17 72．3
45 � クリノミユキチャン 牝6鹿 58 田村 太雅栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 今井 秀樹 452－ 23：22．37 134．9�
33 タマモイレブン 牡5鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 518± 03：24．9大差 6．7�
57 サンライフル 牡4鹿 59 上野 翔 �加藤ステーブル 二本柳俊一 新冠 樋渡 志尚 486＋ 23：26．39 147．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，276，200円 複勝： 22，483，100円 枠連： 12，495，400円
馬連： 45，540，700円 馬単： 23，871，800円 ワイド： 24，438，200円
3連複： 64，380，900円 3連単： 93，926，900円 計： 307，413，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 290円 � 180円 枠 連（2－8） 660円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 580円 �� 370円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 14，860円

票 数

単勝票数 計 202762 的中 � 61439（1番人気）
複勝票数 計 224831 的中 � 57012（1番人気）� 15305（7番人気）� 31535（3番人気）
枠連票数 計 124954 的中 （2－8） 14610（1番人気）
馬連票数 計 455407 的中 �� 22163（6番人気）
馬単票数 計 238718 的中 �� 7548（8番人気）
ワイド票数 計 244382 的中 �� 10783（5番人気）�� 18059（2番人気）�� 5644（15番人気）
3連複票数 計 643809 的中 ��� 14385（11番人気）
3連単票数 計 939269 的中 ��� 4581（43番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 52．1－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マイネルプロンプト �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 マイネルラヴ

2012．3．17生 �5黒鹿 母 コスモクラッベ 母母 ビンゴハナコ 障害：3戦1勝 賞金 9，000，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 セプティエーム号の騎手平沢健治は，2周目1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）



13137 5月28日 晴 良 （29京都3）第12日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時10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
1：09．1
1：08．7

重
重

612 メイショウアリソン 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 480＋ 21：11．8 14．0�
815 ジュエアトゥー �3栗 56

53 ▲森 裕太朗首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 494± 0 〃 アタマ 15．1�
35 ダブルスプリット 牡3栗 56 藤岡 康太�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B470－ 21：11．9� 42．1�
47 ブラックランナー 牡3鹿 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 460± 01：12．43 9．0�
59 アユツリオヤジ 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 	川 啓一 480± 0 〃 ハナ 153．0�
611 ゲ キ リ ン 牡3栗 56 浜中 俊市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 472± 0 〃 アタマ 4．9	
48 スズカコーズライン 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 478± 01：12．61
 4．2

12 エ ッ シ ャ ー 牡3栗 56 国分 恭介小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 480± 01：12．7クビ 5．4�
36 クリノアントニヌス 牡3栗 56 水口 優也栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 520－ 2 〃 クビ 135．1�
816 ア タ ミ 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 466＋141：12．8
 111．0
23 タマモコーラス 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 442± 01：13．01� 28．8�
11 � オールドベイリー 牡3黒鹿56 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 米 Elm Tree

Farm, LLC 460± 0 〃 ハナ 5．0�
714 ウ マ コ 牝3栗 54 小林 徹弥河原 義宏氏 森田 直行 新ひだか 城地 清満 420± 01：13．21� 144．1�
510 スズカアカデミー 牡3鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 480± 01：13．51
 11．8�
713 オウケンブライト 牝3芦 54 丸田 恭介福井 明氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 466＋ 51：14．24 76．9�
24  トップロマン 牡3青鹿56 熊沢 重文�宮内牧場 柴田 光陽 えりも 能登 浩 442－ 81：15．37 406．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，533，400円 複勝： 53，878，200円 枠連： 25，200，300円
馬連： 94，043，500円 馬単： 37，909，900円 ワイド： 53，579，300円
3連複： 121，871，600円 3連単： 144，247，400円 計： 569，263，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 450円 � 390円 � 890円 枠 連（6－8） 2，270円

馬 連 �� 7，680円 馬 単 �� 13，430円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 5，710円 �� 6，440円

3 連 複 ��� 96，510円 3 連 単 ��� 443，130円

票 数

単勝票数 計 385334 的中 � 21981（7番人気）
複勝票数 計 538782 的中 � 32083（8番人気）� 38560（7番人気）� 14812（10番人気）
枠連票数 計 252003 的中 （6－8） 8585（11番人気）
馬連票数 計 940435 的中 �� 10081（26番人気）
馬単票数 計 379099 的中 �� 2117（52番人気）
ワイド票数 計 535793 的中 �� 6921（27番人気）�� 2403（43番人気）�� 2126（46番人気）
3連複票数 計1218716 的中 ��� 947（167番人気）
3連単票数 計1442474 的中 ��� 236（811番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．0―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．5―46．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアリソン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．24 阪神4着

2014．3．9生 牡3黒鹿 母 メイショウスズラン 母母 クィーンズダガー 8戦2勝 賞金 18，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の21頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）21頭 アッティーヴォ号・ウィズアウィッシュ号・エイシンブリッツ号・グリターテソーロ号・サトノレーヌ号・

スワーヴノートン号・セローフォース号・タイセイプロスパー号・ダンツゴウユウ号・テンモース号・
バナナボート号・ブランメジェール号・メイクグローリー号・メイショウカズヒメ号・メイショウテンセイ号・
メイショウミズカゼ号・メモリートニック号・モズキングタイド号・ヨドノベスト号・リリーメーカー号・レンレン号

13138 5月28日 晴 良 （29京都3）第12日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時45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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 テイエムジョウネツ 牝5黒鹿 55
52 ▲富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 456＋101：53．2 39．7�

815� エクロジオン 牝4鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 468＋ 21：53．3� 30．4�
47 � ロードアルペジオ 牡4栗 57 小牧 太 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 504－ 21：53．4� 8．7�
36 ダンツチェック 牝4鹿 55 北村 友一山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 510＋10 〃 クビ 33．4�
714 ゼンノブレーメン 牡5鹿 57

55 △荻野 極大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 498＋12 〃 クビ 32．8�
816 サンライズウィズ 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 486± 01：53．61 4．0	
59 ミスターウインディ 牡4黒鹿57 藤岡 康太阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 514＋ 61：53．7� 35．8

35 サトノアルカディア 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム B520＋ 41：53．8クビ 20．0�
12 ダンツエンペラー 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 466－ 2 〃 ハナ 28．2�
713 タマモアタック 牡5鹿 57 和田 竜二タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 488＋ 21：54．11� 2．3
48 � ウイングエンペラー 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 478－ 31：54．31� 223．0�
24 タイセイプレゼンス 牡4黒鹿57 菱田 裕二田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 476－ 41：55．04 36．5�
612� エアシーラン 牡5黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 488－ 41：55．2� 246．1�
23 � メイショウミツタダ 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 三嶋牧場 508－121：55．94 54．4�
510� オンザフロウ 牝4鹿 55 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋101：56．22 23．8�
611 シンゼンガンプ 牡5鹿 57 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 464－ 41：56．3� 7．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，534，700円 複勝： 44，011，100円 枠連： 18，349，800円
馬連： 76，805，000円 馬単： 32，237，900円 ワイド： 45，702，000円
3連複： 101，041，300円 3連単： 124，291，100円 計： 473，972，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，970円 複 勝 � 910円 � 820円 � 320円 枠 連（1－8） 2，420円

馬 連 �� 51，720円 馬 単 �� 89，210円

ワ イ ド �� 10，590円 �� 5，270円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 94，130円 3 連 単 ��� 874，860円

票 数

単勝票数 計 315347 的中 � 6353（13番人気）
複勝票数 計 440111 的中 � 11928（12番人気）� 13344（9番人気）� 40291（3番人気）
枠連票数 計 183498 的中 （1－8） 5855（11番人気）
馬連票数 計 768050 的中 �� 1225（84番人気）
馬単票数 計 322379 的中 �� 271（159番人気）
ワイド票数 計 457020 的中 �� 1104（77番人気）�� 2236（44番人気）�� 4231（27番人気）
3連複票数 計1010413 的中 ��� 805（202番人気）
3連単票数 計1242911 的中 ��� 103（1426番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．6―12．3―13．2―13．0―13．1―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．3―48．6―1：01．8―1：14．8―1：27．9―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムジョウネツ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．12．7 阪神11着

2012．5．13生 牝5黒鹿 母 モーニングタイド 母母 Eastern Dawn 24戦2勝 賞金 22，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハトマークエース号
（非抽選馬） 7頭 ウォーターレスター号・カゼノカムイ号・ゴテツ号・サンマルクラウン号・シゲルハマチ号・マコトシャムロック号・

メイショウダッサイ号



13139 5月28日 晴 良 （29京都3）第12日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （芝・右・外）
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
1：43．9
1：43．9

良
良

611 サウンドバーニング 牡5鹿 57 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 420－ 61：45．9 13．8�
816 ナリタエイト 牡4鹿 57 北村 友一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 クビ 7．2�
817 ユウチェンジ 牡4黒鹿 57

54 ▲川又 賢治�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 494－121：46．0クビ 5．3�
715 アグネスリバティ 牡4黒鹿57 和田 竜二上山 牧氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 482＋ 41：46．1� 6．3�
510 ドルフィンマーク 	4黒鹿57 丸山 元気大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B502－ 4 〃 クビ 9．9�
47 グランノーブル 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 B498± 01：46．2
 14．8	
713 シンシアズブレス 牝4黒鹿55 秋山真一郎 
シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490－ 21：46．3� 39．7�
714 ロ ラ イ マ 	4鹿 57 浜中 俊 
社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム B446－ 21：46．4� 4．3�
48 ヴ レ 牡4栗 57 中井 裕二宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 518－ 21：46．5
 188．0
12 ファンタサイズ 牡4鹿 57

55 △坂井 瑠星 
社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436＋ 2 〃 ハナ 15．3�
36 キャノンストーム 牡4黒鹿57 小牧 太前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 21：46．71 21．4�
11 ビクトリーミノル 牡5栗 57 国分 優作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 478－ 2 〃 アタマ 66．0�
612 ブレッシングテレサ 牝4青鹿55 川須 栄彦 
シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484＋12 〃 アタマ 124．8�
59 テイエムフタエマル 牝5鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 490－ 21：47．12
 70．1�
24 � ギ ャ ツ ビ ー 牡4栗 57 丸田 恭介 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 B456＋121：47．2� 64．3�
23 ゼーリムニル 牝4鹿 55

53 △荻野 極一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 484＋ 41：47．51� 21．7�
818 ココファンタジア 牝4黒鹿55 藤岡 康太 
キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B456－181：47．81
 21．8�
35 マイネルサグラ 牡4栗 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 81：48．86 106．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，400，800円 複勝： 64，393，000円 枠連： 29，422，100円
馬連： 103，584，300円 馬単： 37，554，800円 ワイド： 59，024，600円
3連複： 130，173，100円 3連単： 140，101，000円 計： 602，653，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 350円 � 270円 � 190円 枠 連（6－8） 1，750円

馬 連 �� 5，550円 馬 単 �� 10，800円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 1，340円 �� 870円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 66，950円

票 数

単勝票数 計 384008 的中 � 22205（6番人気）
複勝票数 計 643930 的中 � 42843（6番人気）� 59395（5番人気）� 100284（2番人気）
枠連票数 計 294221 的中 （6－8） 12972（7番人気）
馬連票数 計1035843 的中 �� 15361（21番人気）
馬単票数 計 375548 的中 �� 2606（45番人気）
ワイド票数 計 590246 的中 �� 8548（22番人気）�� 11269（11番人気）�� 17869（6番人気）
3連複票数 計1301731 的中 ��� 12221（18番人気）
3連単票数 計1401010 的中 ��� 1517（210番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．3―11．8―11．7―11．6―11．9―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―34．6―46．4―58．1―1：09．7―1：21．6―1：33．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドバーニング �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Moscow Ballet デビュー 2014．12．14 阪神2着

2012．2．22生 牡5鹿 母 モスコーバーニング 母母 Burning Desire 21戦3勝 賞金 53，366，000円

13140 5月28日 晴 良 （29京都3）第12日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時55分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

55 コウエイワンマン 牡6黒鹿57 北村 友一釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 530＋ 21：59．8 9．0�
710 ラ デ ィ ウ ス 牡6鹿 57

55 △荻野 極名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 470－ 2 〃 クビ 2．8�
811 ビービーブレスユー 牡4鹿 57 幸 英明�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 506＋ 22：00．11� 3．8�
68 サンライズクロンヌ 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 478－ 22：00．52	 4．5�
22 アドマイヤスカイ 牡5青鹿57 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 450－ 22：00．6� 15．6	
56 
 ポッドジョイ 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太小川眞査雄氏 作田 誠二 新冠 川上牧場 496＋ 42：00．92 110．8

67 ショウナンハルカス 牡5黒鹿57 池添 謙一国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 498－ 82：01．32	 25．9�
11 サーストンコラルド 牡6鹿 57

55 △坂井 瑠星齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 藤沢牧場 464－ 62：01．4クビ 13．7�
79 ビオラフォーエバー �6栗 57 熊沢 重文熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 62：01．5	 26．3
33 ステイザコース �7栗 57 浜中 俊 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 22：02．03 14．1�
812 ナリタロック 牡7栗 57

54 ▲三津谷隼人�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 500－ 42：02．63	 98．1�
44 
 サントノーレ 牝5栗 55

52 ▲川又 賢治吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 500＋ 52：03．66 137．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，408，800円 複勝： 41，641，200円 枠連： 18，023，200円
馬連： 95，696，600円 馬単： 41，724，200円 ワイド： 43，910，800円
3連複： 108，097，000円 3連単： 179，672，500円 計： 561，174，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 180円 � 120円 � 140円 枠 連（5－7） 1，290円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 450円 �� 490円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 11，210円

票 数

単勝票数 計 324088 的中 � 28682（4番人気）
複勝票数 計 416412 的中 � 46067（4番人気）� 103306（1番人気）� 78643（2番人気）
枠連票数 計 180232 的中 （5－7） 10753（4番人気）
馬連票数 計 956966 的中 �� 45867（5番人気）
馬単票数 計 417242 的中 �� 8129（11番人気）
ワイド票数 計 439108 的中 �� 22800（4番人気）�� 20948（5番人気）�� 58207（1番人気）
3連複票数 計1080970 的中 ��� 58002（2番人気）
3連単票数 計1796725 的中 ��� 11615（27番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．8―12．3―12．0―11．9―11．3―11．6―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．8―36．6―48．9―1：00．9―1：12．8―1：24．1―1：35．7―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．7
1
3
6，9，7，12－（2，11）8，5，10，1－（3，4）・（6，9）7（2，12）（5，11）8－10，3，1－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウエイワンマン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．10．6 京都2着

2011．4．10生 牡6黒鹿 母 ジョウテンセレブ 母母 ミヤギミノル 36戦4勝 賞金 93，281，000円
〔制裁〕 サンライズクロンヌ号の騎手岩崎翼は，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：10番）



13141 5月28日 晴 良 （29京都3）第12日 第9競走 ��
��1，800�

ひがしおおじ

東大路ステークス
発走14時30分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，28．5．28以降29．5．21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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

713 テイエムジンソク 牡5芦 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム
牧場株式会社 490－ 21：50．4 4．1�

815 ヒロブレイブ 牡4鹿 55 �島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 472± 01：51．14 10．3�
59 マインシャッツ 牡4栗 55 池添 謙一吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 484＋ 41：51．2クビ 10．8�
24 マウントハレアカラ 牡5鹿 55 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 470＋ 21：51．94 24．4�
23 オールマンリバー 牡5黒鹿56 北村 友一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 508± 0 〃 ハナ 2．7�
714 ロードフォワード 牡6青鹿54 国分 優作 �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 464－ 2 〃 クビ 90．5	
816 クールオープニング 牡6青鹿54 荻野 極前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 21：52．0� 68．2

36 ロイヤルパンプ 牡5栗 55 藤岡 康太吉田 千津氏 友道 康夫 平取 稲原牧場 524＋ 21：52．1クビ 9．3�
510 シンゼンドリーム 牡4黒鹿55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 486＋181：52．31	 8．0�
12 ウエスタンパレード 牡6栗 54 岩崎 翼 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 518－ 21：52．61� 44．2
48 エバーキュート 牝5栗 53 菱田 裕二宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 アタマ 64．2�
47 ニホンピロヘーゼル 牝4鹿 52 丸山 元気小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 496－ 41：52．81	 33．2�
611 ワンダーピルエット 牝4鹿 53 小牧 太山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 484＋ 81：52．9
 25．8�
35 マ ノ ワ ー ル 牡7鹿 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋101：53．43 196．9�
11 ティーエスネオ 牡6芦 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 534± 01：54．25 24．3�
612 キングルアウ 牡5鹿 54 小坂 忠士 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム B512＋141：55．26 158．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，618，900円 複勝： 83，771，200円 枠連： 30，361，000円
馬連： 162，369，300円 馬単： 63，654，000円 ワイド： 78，727，200円
3連複： 202，846，900円 3連単： 280，016，400円 計： 955，364，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 250円 � 290円 枠 連（7－8） 2，300円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 800円 �� 640円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 29，680円

票 数

単勝票数 計 536189 的中 � 102144（2番人気）
複勝票数 計 837712 的中 � 152123（2番人気）� 82670（3番人気）� 66491（5番人気）
枠連票数 計 303610 的中 （7－8） 10217（10番人気）
馬連票数 計1623693 的中 �� 49678（9番人気）
馬単票数 計 636540 的中 �� 12205（13番人気）
ワイド票数 計 787272 的中 �� 25562（9番人気）�� 32670（6番人気）�� 12193（18番人気）
3連複票数 計2028469 的中 ��� 24350（19番人気）
3連単票数 計2800164 的中 ��� 6839（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―35．2―47．4―1：00．1―1：13．1―1：25．7―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムジンソク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．3．21 阪神6着

2012．4．21生 牡5芦 母 マイディスカバリー 母母 マイグリーン 19戦5勝 賞金 111，504，000円
〔制裁〕 エバーキュート号の騎手菱田裕二は，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10，000円。（被害馬：5番）

ロードフォワード号の騎手国分優作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 クリノリトミシュル号・ヒデノインペリアル号・マイネルオフィール号・レッドディオーサ号

13142 5月28日 晴 良 （29京都3）第12日 第10競走 ��
��1，400�

あづちじょう

安土城ステークス
発走15時15分 （芝・右・外）
4歳以上，28．5．28以降29．5．21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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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

11 シャイニングレイ 牡5鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 532± 01：19．8 10．5�
714 トウショウピスト 牡5鹿 53 幸 英明トウショウ産業� 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 480± 01：20．01� 48．9�
36 ティーハーフ 牡7栗 57 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 6 〃 クビ 6．7�
48 コスモドーム 牡6鹿 54 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 518＋ 41：20．31� 23．9�
611 ブルミラコロ 牡5鹿 55 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 526± 0 〃 ハナ 11．8	
47 ダイシンサンダー 牡6鹿 55 加藤 祥太大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 510＋101：20．4	 11．4

35 ファインニードル 牡4鹿 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 2 〃 ハナ 7．8�
713 ラ ン グ レ ー 牡6鹿 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498－ 21：20．5クビ 40．8�
59 ダンツキャンサー 牝6黒鹿50 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 490± 0 〃 クビ 29．5
24 セカンドテーブル 牡5栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 486＋ 61：20．71 8．4�
510 ムーンクレスト 牡5鹿 55 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 472＋ 21：21．12	 6．4�
12 
 オ ウ ノ ミ チ 牡6黒鹿54 小崎 綾也小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 476－ 21：21．2	 86．2�
23 ラインハート 牝6鹿 51 �島 克駿大塚 亮一氏 上原 博之 平取 坂東牧場 B468－ 2 〃 クビ 69．4�
612 ブラヴィッシモ 牡5鹿 55 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B492± 01：21．62	 5．3�
816 ムーンエクスプレス 牝5鹿 52 池添 謙一 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 438＋ 21：21．91	 12．5�
815 ア フ ォ ー ド 牡9鹿 54 小牧 太前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 474＋ 4 〃 アタマ 46．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，909，300円 複勝： 88，985，300円 枠連： 50，160，400円
馬連： 234，176，800円 馬単： 83，853，000円 ワイド： 103，990，100円
3連複： 315，508，300円 3連単： 393，375，600円 計： 1，328，958，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 440円 � 1，170円 � 270円 枠 連（1－7） 8，660円

馬 連 �� 43，350円 馬 単 �� 47，320円

ワ イ ド �� 10，530円 �� 2，220円 �� 6，680円

3 連 複 ��� 139，190円 3 連 単 ��� 729，400円

票 数

単勝票数 計 589093 的中 � 44697（6番人気）
複勝票数 計 889853 的中 � 52205（8番人気）� 17566（13番人気）� 98211（3番人気）
枠連票数 計 501604 的中 （1－7） 4487（30番人気）
馬連票数 計2341768 的中 �� 4455（95番人気）
馬単票数 計 838530 的中 �� 1329（139番人気）
ワイド票数 計1039901 的中 �� 2523（96番人気）�� 12304（27番人気）�� 3993（72番人気）
3連複票数 計3155083 的中 ��� 1700（331番人気）
3連単票数 計3933756 的中 ��� 391（1902番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―10．8―11．0―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―33．6―44．6―56．3―1：07．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニングレイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．11．9 京都1着

2012．5．22生 牡5鹿 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 6戦3勝 賞金 95，980，000円

２レース目 ４レース目



13143 5月28日 晴 良 （29京都3）第12日 第11競走 ��
��1，600�

し ら ふ じ

白 藤 賞
発走16時05分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：33．0
1：30．7

良
良

22 ラプソディーア 牝3栗 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 414＋ 41：33．5 9．2�
11 ダイメイフジ 牡3鹿 56 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 516＋ 81：33．92� 3．8�
814 ルーズベルトゲーム 牝3黒鹿54 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 426－ 8 〃 ハナ 8．0�
46 ト リ オ ン フ �3黒鹿56 和田 竜二�KTレーシング 須貝 尚介 洞	湖 レイクヴィラファーム 516－18 〃 クビ 58．6�
815 インビジブルレイズ 牡3鹿 56 浜中 俊 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 464－ 4 〃 ハナ 2．8	
34 ナンヨーマーズ 牡3鹿 56 菱田 裕二中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 446－ 41：34．0クビ 12．8

713 ヒロシゲグローリー 牡3鹿 56 酒井 学阿尾 浩和氏 北出 成人 新ひだか 谷岡スタット 474－ 6 〃 クビ 41．4�
23 ジ ャ コ マ ル 牡3鹿 56 国分 優作晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 448＋ 81：34．1クビ 34．6�
58 スズカヘルメス 牡3栗 56 小牧 太永井 啓弍氏 杉山 晴紀 むかわ 新井牧場 430－ 41：34．52� 18．7
610 ジャーミネイト 牡3鹿 56 秋山真一郎 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 41：34．82 22．0�
611 ハ ム レ ッ ト 牡3鹿 56 丸山 元気 �グリーンファーム松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 424＋10 〃 クビ 8．8�
59 サマーサプライズ 牡3鹿 56 荻野 極吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 456＋ 21：34．9クビ 96．7�
47 ウイングフリオーソ 牝3鹿 54 小林 徹弥 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 446－ 61：35．0� 46．7�
712 オイカケマショウ 牡3鹿 56 岩崎 翼小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 442－ 41：35．74 187．2�
35 タントミール 牝3鹿 54 森 裕太朗�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 藤本牧場 404－121：36．65 284．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，458，800円 複勝： 82，881，900円 枠連： 44，308，000円
馬連： 182，689，400円 馬単： 74，176，900円 ワイド： 80，193，300円
3連複： 229，146，100円 3連単： 336，252，000円 計： 1，092，106，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 250円 � 160円 � 250円 枠 連（1－2） 1，230円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，420円 �� 730円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 31，280円

票 数

単勝票数 計 624588 的中 � 54155（5番人気）
複勝票数 計 828819 的中 � 78754（4番人気）� 159239（2番人気）� 79794（3番人気）
枠連票数 計 443080 的中 （1－2） 27710（5番人気）
馬連票数 計1826894 的中 �� 109474（2番人気）
馬単票数 計 741769 的中 �� 15564（12番人気）
ワイド票数 計 801933 的中 �� 44314（2番人気）�� 13730（17番人気）�� 28022（9番人気）
3連複票数 計2291461 的中 ��� 33509（16番人気）
3連単票数 計3362520 的中 ��� 7792（91番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．7―12．4―12．2―11．6―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．7―34．4―46．8―59．0―1：10．6―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラプソディーア �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Nureyev デビュー 2016．12．10 阪神1着

2014．4．27生 牝3栗 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 5戦2勝 賞金 25，247，000円

13144 5月28日 晴 良 （29京都3）第12日 第12競走 ��
��1，800�

よ ど

與 杼 特 別
発走16時40分 （ダート・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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

24 ヴ ァ ロ ー ア 牝5鹿 55 藤懸 貴志�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 450＋ 41：52．1 5．3�
815 カフジキング 牡4鹿 57 小牧 太加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 456－ 61：52．52� 4．9�
816 メイショウホウトウ 牡6青鹿57 国分 優作松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 504＋141：52．81	 43．4�
12 
 アイファーウタオー 牡4黒鹿57 和田 竜二中島 稔氏 斉藤 崇史 新ひだか 静内山田牧場 496－ 2 〃 クビ 11．7�
48 ダ ン カ ン 牡5鹿 57 幸 英明杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460± 01：52．9� 30．6�
59 
 タ イ マ ツ リ 牡6黒鹿57 森 裕太朗浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 472－ 21：53．0� 32．1	
611 デグニティクローズ 牡6鹿 57 古川 吉洋
ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 542＋ 81：53．1	 16．0�
47 サンライズレーヴ 牡6栗 57 義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480－ 41：53．2クビ 98．7�
612
 メイショウトリトン 牡7黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 486－ 41：53．52 61．8
713 ジ オ ラ マ 牡4栗 57 酒井 学
G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 524＋ 61：53．6� 10．9�
35 ソリティール 牡4栗 57 北村 友一
G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：53．81� 7．8�
510� ディープオーパス 牡4芦 57 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B484－ 8 〃 ハナ 3．9�
23 コスモボアソルテ 牡5芦 57 三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 498± 01：53．9� 91．0�
11 ソルプレーサ 牡5黒鹿57 荻野 極西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 522± 0 〃 アタマ 13．6�
714 ハイランドジャガー 牡8芦 57 岩崎 翼小林都美子氏 平田 修 日高 下河辺牧場 516－ 41：55．6大差 134．0�
36 モアニケアラ 牝5芦 55 浜中 俊名古屋友豊
 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472＋ 21：56．66 26．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，474，800円 複勝： 70，084，900円 枠連： 38，995，900円
馬連： 176，755，000円 馬単： 62，216，200円 ワイド： 83，373，600円
3連複： 246，973，700円 3連単： 324，701，500円 計： 1，054，575，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 200円 � 800円 枠 連（2－8） 1，140円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，790円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 13，660円 3 連 単 ��� 49，950円

票 数

単勝票数 計 514748 的中 � 76379（3番人気）
複勝票数 計 700849 的中 � 95332（3番人気）� 105928（2番人気）� 17811（12番人気）
枠連票数 計 389959 的中 （2－8） 26435（3番人気）
馬連票数 計1767550 的中 �� 109256（2番人気）
馬単票数 計 622162 的中 �� 18760（3番人気）
ワイド票数 計 833736 的中 �� 41388（2番人気）�� 7384（36番人気）�� 7100（38番人気）
3連複票数 計2469737 的中 ��� 13560（44番人気）
3連単票数 計3247015 的中 ��� 4712（128番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―12．6―12．8―12．8―12．8―12．5―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．8―35．4―48．2―1：01．0―1：13．8―1：26．3―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ロ ー ア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Tobougg デビュー 2015．2．15 東京6着

2012．3．28生 牝5鹿 母 ボーントゥブーギー 母母 Braissim 13戦3勝 賞金 34，728，000円
〔発走状況〕 メイショウトリトン号は，馬場入場後膠着。発走地点への集合に遅れたため発走時刻3分遅延。
※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 ゴールドリーガル号
（非抽選馬） 1頭 タガノジーニアス号



（29京都3）第12日 5月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188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
厩務員出走奨励金

231，720，000円
5，060，000円
13，060，000円
2，100，000円
25，570，000円
78，582，000円
5，644，600円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
464，823，700円
673，406，000円
311，540，100円
1，363，171，200円
547，091，500円
682，986，400円
1，768，647，000円
2，353，388，000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 8，165，053，900円

総入場人員 31，324名 （有料入場人員 29，939名）



平成29年度 第3回京都競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，049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
厩務員出走奨励金

3，076，190，000円
45，540，000円
181，230，000円
24，010，000円
353，700，000円
827，771，000円
56，240，800円
19，670，400円

勝馬投票券売得金
6，475，774，700円
8，986，073，400円
3，623，541，200円
16，702，193，900円
8，106，697，500円
8，440，258，900円
22，897，915，900円
39，097，109，200円
644，149，700円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 114，973，714，400円

総入場延人員 317，203名 （有料入場延人員 303，236名）
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