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13085 5月14日 晴 重 （29京都3）第8日 第1競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走9時55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

815 ミヤジヴィジェ 牝3鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 462－ 41：24．2 2．6�
59 オールエリザベス 牝3青鹿 54

53 ☆義 英真�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 440＋ 21：25．26 9．4�
24 ピ カ ロ 牝3鹿 54 福永 祐一山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 446＋ 61：25．41� 1．9�
35 ラガーユミリン 牝3鹿 54

52 △城戸 義政奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 448－ 6 〃 クビ 54．0�
816 チ ト ニ ア 牝3栗 54 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 474 ―1：25．61� 23．4	
12 エイトクレイン 牝3鹿 54 �島 良太�協和牧場 飯田 祐史 新冠 協和牧場 442＋101：25．81 102．1

11 プ ロ ー チ ダ 牝3黒鹿54 松山 弘平�谷口牧場 今野 貞一 浦河 谷口牧場 466＋14 〃 アタマ 27．1�
510 ジュールドネージュ 牝3黒鹿54 古川 吉洋�G1レーシング 藤岡 健一 安平 追分ファーム 484－ 21：25．9� 38．9�
611 スーサンフェアリー 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗林 千枝子氏 柴田 光陽 新冠 協和牧場 432＋ 61：26．0クビ 67．5
714 メイショウシラカバ 牝3鹿 54 松若 風馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 484＋ 61：26．21� 25．4�
713 ワンダープトゥリ 牝3鹿 54 藤岡 佑介山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか フクダファーム 462 ―1：26．3� 231．4�
48 ハニークローシュ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 472 ―1：26．4� 74．0�
612 ラブリーミリアン 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 436＋10 〃 ハナ 213．3�
23 ブロードビーチ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �キャピタル・システム 渡辺 薫彦 日高 目黒牧場 422± 01：27．99 20．7�
47 ヤマニンゲラノス 牝3栗 54 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 浦河 廣田 伉助 448－141：28．32� 166．0�
36 レーヌドデゼール 牝3鹿 54 国分 恭介吉田 勝利氏 大根田裕之 新ひだか 千代田牧場 486＋221：28．61� 362．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，758，000円 複勝： 42，675，800円 枠連： 10，485，900円
馬連： 40，745，100円 馬単： 22，714，300円 ワイド： 24，314，300円
3連複： 59，153，900円 3連単： 87，046，200円 計： 306，893，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 160円 � 110円 枠 連（5－8） 1，010円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 460円 �� 170円 �� 230円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 4，920円

票 数

単勝票数 計 197580 的中 � 58586（2番人気）
複勝票数 計 426758 的中 � 52330（2番人気）� 23212（3番人気）� 276296（1番人気）
枠連票数 計 104859 的中 （5－8） 8034（3番人気）
馬連票数 計 407451 的中 �� 21669（4番人気）
馬単票数 計 227143 的中 �� 7868（7番人気）
ワイド票数 計 243143 的中 �� 10991（5番人気）�� 42358（1番人気）�� 26578（2番人気）
3連複票数 計 591539 的中 ��� 68409（1番人気）
3連単票数 計 870462 的中 ��� 12806（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．1―47．3―59．6―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．9
3 1（9，15）（4，5）（10，11）6（8，14）16（3，12）（2，13）7 4 1（9，15）（4，5）（10，11）16（6，14）（8，12）（2，13）3－7

勝馬の
紹 介

ミヤジヴィジェ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．11．5 京都3着

2014．4．20生 牝3鹿 母 ミヤジマッドレー 母母 ゴールデンコマーズ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 オールエリザベス号の騎手義英真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

13086 5月14日 晴 重 （29京都3）第8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 ワンダーウマス 牡3鹿 56 高倉 稜山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか 白井 吉美 482－ 41：51．2 3．5�
12 � ホワイトドラゴン 牡3白 56 福永 祐一窪田 康志氏 �島 一歩 米 Patchen Wilkes

Farm, LLC 498－ 21：51．3� 2．6�
611 サンライズチャージ 牡3鹿 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 496＋ 61：51．62 10．2�
815 メ ガ フ レ ア 牡3黒鹿56 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 474－ 61：51．7� 72．7�
47 ホ ノ ル ア 牡3黒鹿56 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 444± 0 〃 ハナ 31．9�
816 サンマルエンパイア 牡3鹿 56

54 △荻野 極相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 456＋ 61：51．8� 5．2�
11 デアリングアイデア 牡3鹿 56 国分 優作宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 448－ 41：52．33 29．4	
23 メイショウヒカル 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗松本 好
氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 450－ 61：52．4クビ 308．3�
510 メイショウジンダイ 牡3青鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 532＋ 8 〃 クビ 46．9�
36 マ ハ ロ 牡3鹿 56 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 482＋101：53．35 143．7
35 ワデスドンマナー 牡3鹿 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 千歳 社台ファーム 498 ―1：53．72� 28．6�
714 アサクサジャンボ 牡3黒鹿56 松若 風馬田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B604 ―1：54．65 94．5�
59 サンライズシー 牡3鹿 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 486± 01：55．55 296．7�
24 ナガイスパン 牡3鹿 56 小牧 太山下 良子氏 笹田 和秀 新冠 大栄牧場 498＋ 2 〃 ハナ 19．4�
713 オ リ ヴ ァ ー 牡3芦 56 太宰 啓介飯田 正剛氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 452－ 21：56．88 104．8�
612 ジューンソリドール 牡3鹿 56 和田 竜二吉川 潤氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：57．22 11．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，623，400円 複勝： 29，366，800円 枠連： 12，138，800円
馬連： 48，331，500円 馬単： 24，057，300円 ワイド： 31，183，400円
3連複： 68，528，900円 3連単： 87，591，600円 計： 322，821，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（1－4） 420円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 220円 �� 490円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 4，670円

票 数

単勝票数 計 216234 的中 � 48268（2番人気）
複勝票数 計 293668 的中 � 65141（1番人気）� 65042（2番人気）� 32221（4番人気）
枠連票数 計 121388 的中 （1－4） 22192（1番人気）
馬連票数 計 483315 的中 �� 72148（1番人気）
馬単票数 計 240573 的中 �� 17543（2番人気）
ワイド票数 計 311834 的中 �� 41435（1番人気）�� 14638（5番人気）�� 16681（4番人気）
3連複票数 計 685289 的中 ��� 40117（2番人気）
3連単票数 計 875916 的中 ��� 13586（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―36．0―48．7―1：01．8―1：14．4―1：26．5―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．8
1
3
4（7，11，16）（2，3，13）（8，6，12）（1，9）10－（5，15）＝14
16（7，11）（8，2）4（10，3）12，6，13（5，1，9）15－14

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

勝馬の
紹 介

ワンダーウマス �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．8．14 新潟5着

2014．5．24生 牡3鹿 母 コーブライミー 母母 イノセントラジー 6戦1勝 賞金 8，700，000円
〔制裁〕 メガフレア号の騎手松山弘平は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

ワンダーウマス号の騎手高倉稜は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリヴァー号・ジューンソリドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月

14日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルマサイキリン号・ナムラマントル号

第３回 京都競馬 第８日



13087 5月14日 晴 重 （29京都3）第8日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10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

59 ゼ セ ル 牡3鹿 56 福永 祐一杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 476－ 41：11．7 2．0�
611 ニューミレニアム 牡3栗 56 小牧 太 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 428－ 61：12．02 10．2�
510 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 508＋ 61：12．1� 3．6�
23 ウィッシュノート 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B436＋ 41：12．31� 22．2�
612 メイショウアワジ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 466＋121：12．4� 14．3	
12 ブルベアレオパード 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 坂口 正則 浦河 山田 昇史 510－ 4 〃 クビ 8．5

47 ロンドジョワイユ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 418＋ 41：12．61� 348．9�
713 コパノオリジナル 牝3鹿 54 国分 優作小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 西村 和夫 432－ 21：12．8� 307．6�
714 オースミベリル 牡3栗 56 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 492＋ 41：13．11� 11．3
24 ソニックセンス 牡3鹿 56

55 ☆義 英真奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 バンダム牧場 476± 0 〃 クビ 76．6�
815 アスターフローラ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 448＋ 21：13．31� 256．2�
36 ニホンピロアーニャ 牝3黒鹿54 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 406± 01：13．4クビ 245．0�
816 クニサキカッシーニ 牝3栗 54 古川 吉洋國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 的場牧場 392± 01：14．03� 159．2�
35 パラダイスシップ 牡3芦 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508± 01：14．31� 153．7�
48 ミツルファミリー 牡3鹿 56 松若 風馬泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 502＋ 41：14．4� 33．7�
11 ベルウッドスバル 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 谷口牧場 490± 01：14．5� 267．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，651，400円 複勝： 30，036，700円 枠連： 14，150，600円
馬連： 53，992，400円 馬単： 27，525，200円 ワイド： 30，252，100円
3連複： 75，219，100円 3連単： 103，016，700円 計： 360，844，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（5－6） 360円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 380円 �� 190円 �� 410円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 4，450円

票 数

単勝票数 計 266514 的中 � 103621（1番人気）
複勝票数 計 300367 的中 � 92166（1番人気）� 32952（3番人気）� 55088（2番人気）
枠連票数 計 141506 的中 （5－6） 29740（1番人気）
馬連票数 計 539924 的中 �� 38818（2番人気）
馬単票数 計 275252 的中 �� 13400（4番人気）
ワイド票数 計 302521 的中 �� 18302（2番人気）�� 49878（1番人気）�� 16616（5番人気）
3連複票数 計 752191 的中 ��� 65113（1番人気）
3連単票数 計1030167 的中 ��� 16753（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．7―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―35．8―47．7―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼ セ ル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2016．8．6 札幌3着

2014．4．23生 牡3鹿 母 セクシーディナー 母母 スロクルージュ 8戦1勝 賞金 16，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマカツバーバラ号
（非抽選馬） 3頭 エイシンプロング号・キタサンボルト号・ワイルドプリンセス号

13088 5月14日 晴 重 （29京都3）第8日 第4競走 1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

611 キラービューティ 牝3栗 54 大下 智 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448＋ 81：23．0 9．0�
48 ホープフルスター 牡3栗 56 藤岡 佑介前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 2 〃 クビ 3．4�
35 ナオアンドユリ 牝3青鹿54 古川 吉洋松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 466＋ 61：23．42� 17．3�
816 サンブリリアント 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人西本 資史氏 寺島 良 浦河トラストスリーファーム 488＋ 4 〃 ハナ 32．9�
24 タガノアヌビス 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B476－ 2 〃 クビ 9．7�

714 ステイオンザトップ 牡3栗 56 松若 風馬 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458－ 61：23．61� 5．1	
59 マイネルソノリティ 牡3鹿 56 高倉 稜 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 61：23．7クビ 58．3�
612 テイエムイキオイ 牡3青鹿56 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 432－12 〃 クビ 4．4�
713 ファニーフェロー 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極小田 吉男氏 斉藤 崇史 日高 加藤牧場 464＋ 41：23．91 21．0
12 ナリタトップスター 牝3黒鹿54 福永 祐一
オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 394－ 61：24．0� 12．3�
23 マコトステッラミラ 牝3鹿 54 小牧 太
ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 398－ 41：24．21� 192．9�
715 シゲルブルドッグ 牡3黒鹿56 田中 健森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 三村 卓也 470＋18 〃 クビ 104．1�
817 メモリーディディ 牝3鹿 54 国分 優作
シンザンクラブ 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 450＋ 41：24．41� 72．3�
818 シ ャ ブ リ 牝3鹿 54 松山 弘平石川 達絵氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 424－141：24．71� 21．3�
47 ロイヤルテーラー 牝3鹿 54 国分 恭介中西 浩一氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 ハナ 167．4�
11 ネオヴェッキオ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 448－16 〃 クビ 223．8�
36 ル リ オ ン 牝3鹿 54 太宰 啓介�前川企画 野中 賢二 新冠 須崎牧場 432－ 21：25．44 145．6�
510 ワ タ ガ シ 牝3黒鹿54 �島 良太三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 大道牧場 428－ 41：25．61� 239．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，668，600円 複勝： 32，801，700円 枠連： 14，501，600円
馬連： 53，972，600円 馬単： 24，642，400円 ワイド： 32，781，800円
3連複： 73，622，800円 3連単： 80，052，000円 計： 335，043，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 170円 � 350円 枠 連（4－6） 620円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，120円 �� 860円

3 連 複 ��� 6，680円 3 連 単 ��� 37，200円

票 数

単勝票数 計 226686 的中 � 19970（4番人気）
複勝票数 計 328017 的中 � 31395（5番人気）� 58419（1番人気）� 20986（7番人気）
枠連票数 計 145016 的中 （4－6） 17856（1番人気）
馬連票数 計 539726 的中 �� 24121（5番人気）
馬単票数 計 246424 的中 �� 4384（13番人気）
ワイド票数 計 327818 的中 �� 12124（5番人気）�� 3816（27番人気）�� 9888（8番人気）
3連複票数 計 736228 的中 ��� 8263（20番人気）
3連単票数 計 800520 的中 ��� 1560（106番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．9―47．8―59．6―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キラービューティ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Congaree デビュー 2016．10．29 京都2着

2014．3．3生 牝3栗 母 キラーグレイシス 母母 Heatherdoesntbluff 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 ステイオンザトップ号は，馬場入場時に両後肢落鉄。発走時刻6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 ロードコランダム号
（非抽選馬） 1頭 メイショウヤマギリ号



13089 5月14日 晴 重 （29京都3）第8日 第5競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時15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
1：43．9
1：43．9

良
良

713 メイショウテンシャ 牡3芦 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 462－ 41：49．0 2．1�
611 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 450－ 61：49．42� 11．0�
47 ビップラフォーレ 牡3栃栗 56

54 △荻野 極鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 438＋ 21：49．5� 4．7�
35 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 B456－ 41：49．6� 120．8�
22 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＋ 21：49．91� 99．5�
815 ホウオウドリーム 牡3鹿 56 福永 祐一小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 504 ―1：50．22 5．3	
712 ブルベアライノ 牡3芦 56

54 △城戸 義政 �ブルアンドベア 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 472－ 6 〃 ハナ 264．6

58 カルトデュモンド 牡3青鹿56 和田 竜二 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－161：50．3� 18．1�
11 アスターアゲイン 牡3鹿 56 松山 弘平加藤 久枝氏 森田 直行 むかわ 市川牧場 496－ 61：50．4� 7．8
59 テ ン ペ ス ト 牡3鹿 56 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 クビ 40．4�
610 ボクハチャーリー �3青鹿56 高倉 稜原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470± 01：50．61� 38．4�
814 オーリャセブン 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 清水牧場 448－121：50．7クビ 50．9�
34 ケイツーフラン 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗楠本 勝美氏 沖 芳夫 新ひだか 斉藤スタッド 432－101：50．8� 188．7�
23 サンデーミネルバ 牝3栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 448± 01：51．75 74．3�
46 アローファイン 牝3青鹿54 小牧 太吉岡 泰治氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 428＋121：53．18 135．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，065，500円 複勝： 32，069，200円 枠連： 12，409，900円
馬連： 53，229，300円 馬単： 26，452，600円 ワイド： 30，445，900円
3連複： 73，390，600円 3連単： 98，646，400円 計： 353，709，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 190円 � 140円 枠 連（6－7） 970円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 370円 �� 230円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 4，720円

票 数

単勝票数 計 270655 的中 � 99550（1番人気）
複勝票数 計 320692 的中 � 88281（1番人気）� 33999（5番人気）� 55337（2番人気）
枠連票数 計 124099 的中 （6－7） 9855（4番人気）
馬連票数 計 532293 的中 �� 42912（3番人気）
馬単票数 計 264526 的中 �� 12095（5番人気）
ワイド票数 計 304459 的中 �� 19961（3番人気）�� 37400（1番人気）�� 18472（4番人気）
3連複票数 計 733906 的中 ��� 51653（2番人気）
3連単票数 計 986464 的中 ��� 15146（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．2―48．0―1：00．6―1：13．0―1：25．2―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．0
3 3（10，7）（1，5，13）（11，8）6，12（2，15）（9，14）－4 4 ・（3，10，7）（1，5，13）（11，8）12（2，6）（9，15）14－4

勝馬の
紹 介

メイショウテンシャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 京都7着

2014．4．16生 牡3芦 母 メイショウベルーガ 母母 パ パ ゴ 8戦1勝 賞金 10，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アローファイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月14日まで平地競

走に出走できない。

13090 5月14日 晴 重 （29京都3）第8日 第6競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走12時45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
1：21．7
1：21．5

重
不良

69 サ ヴ ィ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462－ 21：23．8 15．4�

44 トウカイシュテルン 牝3鹿 54 福永 祐一内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 468± 01：24．12 6．5�
22 ブラックランナー 牡3鹿 56 松山 弘平 �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± 01：24．41� 4．1�
711 スワーヴノートン 牡3鹿 56

54 △荻野 極�NICKS 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 B474－ 81：24．71� 7．9�
710 イイデメモリー 牝3鹿 54 松若 風馬松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 542－ 21：25．02 3．5�
56 リアンヴェリテ 牡3鹿 56 古川 吉洋加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋10 〃 アタマ 23．7	
45 メイクグローリー 牡3栗 56 小牧 太ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 474＋ 41：25．21� 52．4

68 � タイセイプロスパー 牡3栗 56 国分 恭介田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 490＋ 61：25．3クビ 61．4�
33 パワフルヒロコ 牝3黒鹿54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 440－ 41：25．51� 13．1�
812 メモリーフェーブル 牝3栗 54 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 大北牧場 444－ 41：26．35 6．4
813 ツーエムアーマー 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人村上 憲政氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 476＋ 21：26．4� 131．9�
57 アユツリオヤジ 牡3栗 56 和田 竜二 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 480＋ 21：26．5� 34．3�
11 スマートシャヒーン 牡3芦 56 高倉 稜大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 482± 01：27．45 25．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，576，800円 複勝： 39，447，600円 枠連： 13，326，800円
馬連： 65，464，600円 馬単： 27，607，300円 ワイド： 36，119，800円
3連複： 85，655，600円 3連単： 108，843，700円 計： 404，042，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 400円 � 190円 � 180円 枠 連（4－6） 3，870円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 9，300円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 930円 �� 530円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 45，450円

票 数

単勝票数 計 275768 的中 � 14276（7番人気）
複勝票数 計 394476 的中 � 20851（7番人気）� 57668（3番人気）� 61767（2番人気）
枠連票数 計 133268 的中 （4－6） 2667（15番人気）
馬連票数 計 654646 的中 �� 11432（18番人気）
馬単票数 計 276073 的中 �� 2225（38番人気）
ワイド票数 計 361198 的中 �� 7181（17番人気）�� 9812（13番人気）�� 18359（3番人気）
3連複票数 計 856556 的中 ��� 12957（18番人気）
3連単票数 計1088437 的中 ��� 1736（163番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―12．0―12．0―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．7―46．7―58．7―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ヴ ィ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 アルカセット デビュー 2017．2．11 京都1着

2014．5．10生 牡3黒鹿 母 ヴィヴァヴォーチェ 母母 トークショウ 2戦2勝 賞金 13，200，000円
※スマートシャヒーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13091 5月14日 晴 重 （29京都3）第8日 第7競走 1，800�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 5，250，000
5，250，000

円
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

811 ハローマイディア 牡4黒鹿57 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 472± 01：51．5 4．4�
812� アイファーウタオー 牡4黒鹿57 藤懸 貴志中島 稔氏 斉藤 崇史 新ひだか 静内山田牧場 498＋ 8 〃 同着 107．3�
79 タマモアタック 牡5鹿 57 松若 風馬タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 486＋121：51．92� 2．3�
33 ダンツエンペラー 牡4鹿 57 古川 吉洋山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：52．32� 10．7�
710 カシノランド 牡5黒鹿57 国分 優作柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 460－ 2 〃 クビ 42．9�
22 ミラクルユニバンス 牡4栗 57 小牧 太亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 アタマ 11．4	
56 セカンドエフォート 牡4青鹿57 松山 弘平 
シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 ハナ 19．9�
67 ライトブリンガー 牡4栗 57

55 △荻野 極
日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B470± 0 〃 ハナ 20．3�
44 マコトシャムロック 牡4青鹿57 福永 祐一�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 496＋ 61：52．5� 7．6
68 アフターミー 牡4鹿 57 太宰 啓介下河�美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 434± 01：52．6� 53．7�
11 � クリノダイシャリン 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 506＋ 21：53．13 185．3�
55 メイショウクオン 牡5鹿 57

55 △城戸 義政松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 512－ 21：53．63 7．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，257，600円 複勝： 32，530，700円 枠連： 12，175，200円
馬連： 61，904，500円 馬単： 27，719，300円 ワイド： 33，858，100円
3連複： 79，297，000円 3連単： 107，989，800円 計： 379，732，200円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

260円
4，450円 複 勝 �

�
150円
1，520円 � 140円 枠 連（8－8） 13，190円

馬 連 �� 15，820円 馬 単 ��
��

11，290円
21，390円

ワ イ ド �� 3，650円 ��
��

280円
3，170円

3 連 複 ��� 10，290円 3 連 単 ���
���

46，280円
76，430円

票 数

単勝票数 計 242576 的中 � 43156（2番人気）� 1808（11番人気）
複勝票数 計 325307 的中 � 62318（2番人気）� 3406（11番人気）� 74632（1番人気）
枠連票数 計 121752 的中 （8－8） 715（24番人気）
馬連票数 計 619045 的中 �� 3031（34番人気）
馬単票数 計 277193 的中 �� 922（60番人気）�� 485（77番人気）
ワイド票数 計 338581 的中 �� 2151（35番人気）�� 36334（1番人気）�� 2483（32番人気）
3連複票数 計 792970 的中 ��� 5777（38番人気）
3連単票数 計1079898 的中 ��� 846（276番人気） ��� 512（378番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．2―49．9―1：02．6―1：15．1―1：27．2―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハローマイディア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Mining デビュー 2016．1．9 京都4着

2013．5．30生 牡4黒鹿 母 ハローレイチェル 母母 One Smart Lady 15戦2勝 賞金 27，662，000円
�アイファーウタオー �

�
父 ソングオブウインド �

�
母父 デ ヒ ア

2013．3．23生 牡4黒鹿 母 アイファーペガサス 母母 アストライアー 11戦1勝 賞金 5，250，000円
初出走 JRA

13092 5月14日 晴 稍重 （29京都3）第8日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時45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
1：31．4
1：30．7

良
良

11 ラ ン ウ ェ イ 牝5鹿 55
53 △荻野 極井高 義光氏 小崎 憲 新ひだか 井高牧場 476＋ 21：34．6 12．0�

510 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＋ 61：34．81� 9．1�

23 ファンタサイズ 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 434＋ 21：34．9� 10．8�
24 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 502＋ 21：35．0� 18．6�
817 マテラアリオン 牡4黒鹿57 高倉 稜大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 482＋ 2 〃 ハナ 19．0�
714 メイショウカクオビ 牡4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 490－ 2 〃 ハナ 61．8	
35 ゼーリムニル 牝4鹿 55 川須 栄彦一村 哲也氏 	島 一歩 日高 高山牧場 480＋ 61：35．21 18．4

818 サウンドバーニング 牡5鹿 57 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 426＋ 2 〃 ハナ 1．9�
816
 キセキノケイフ 牡4鹿 57 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 468± 01：35．3� 31．0
47 ウインクレド 牡4鹿 57 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 482－ 6 〃 クビ 9．1�
36 アスターサムソン �4鹿 57 川島 信二加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 21：35．4クビ 42．5�
12 マイネルサグラ 牡4栗 57 国分 優作 �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 474－161：35．93 26．6�
612 コンクエストシチー �5栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 456± 01：36．0クビ 144．6�
715
 メイショウミソラ 牝5栗 55

52 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 460－ 21：36．1� 29．2�
48 � アイアンヒロイン 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Jack Dick-
erson 502＋ 71：36．2� 105．8�

611 プリンシパルスター �4青鹿57 和田 竜二 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 438－181：36．3� 40．5�
59 カノヤパリティ 牝4栗 55 田中 健神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 456－ 21：36．72� 124．6�
713
 アイファーヴリル 牡4栗 57 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 野表 篤夫 442－101：38．310 289．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，181，600円 複勝： 37，675，100円 枠連： 21，919，500円
馬連： 67，986，100円 馬単： 32，746，900円 ワイド： 40，530，900円
3連複： 98，858，100円 3連単： 121，478，500円 計： 450，376，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 400円 � 310円 � 320円 枠 連（1－5） 3，990円

馬 連 �� 5，330円 馬 単 �� 10，630円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，590円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 13，340円 3 連 単 ��� 78，560円

票 数

単勝票数 計 291816 的中 � 19300（5番人気）
複勝票数 計 376751 的中 � 23896（5番人気）� 32650（3番人気）� 31334（4番人気）
枠連票数 計 219195 的中 （1－5） 4255（14番人気）
馬連票数 計 679861 的中 �� 9884（18番人気）
馬単票数 計 327469 的中 �� 2310（33番人気）
ワイド票数 計 405309 的中 �� 6645（14番人気）�� 6511（16番人気）�� 8425（11番人気）
3連複票数 計 988581 的中 ��� 5555（38番人気）
3連単票数 計1214785 的中 ��� 1121（210番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―11．6―11．6―11．9―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．6―46．2―57．8―1：09．7―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．8
3 10－13－（1，16）－（11，17）14，15，2（7，18）3，5－（4，12）8（6，9） 4 10＝13，16，1，17（11，14）（2，18）15（3，7，5）（4，12）（6，8，9）

勝馬の
紹 介

ラ ン ウ ェ イ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．11．24 京都3着

2012．4．17生 牝5鹿 母 ファーストナイト 母母 Morning Devotion 12戦3勝 賞金 24，800，000円



13093 5月14日 晴 稍重 （29京都3）第8日 第9競走 ��2，400�
し ら か わ

白 川 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

89 ケンホファヴァルト 牡4鹿 57 松山 弘平中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー
ブル 462＋102：26．5 5．2�

78 ロングスピーク 牡5鹿 57 古川 吉洋 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 556－ 62：26．82 7．5�
55 ハイプレッシャー 牡6黒鹿57 小牧 太�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520－ 42：27．86 7．0�
11 ニホンピロカーン 牡4鹿 57 松若 風馬小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 474＋12 〃 クビ 4．8�
77 � スリーヴェローチェ 牡8鹿 57 国分 恭介永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 468－ 22：27．9� 28．6	
810� レイトライザー 牡7黒鹿57 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 472＋ 4 〃 ハナ 31．1

33 ステイキングダム 牡4鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 426＋ 22：28．0クビ 6．4�
66 ステイザコース �7栗 57 藤岡 佑介 �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 480－ 42：28．74 19．3�
22 ロ ゼ リ ー ナ 牝4栗 55 福永 祐一 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 442－ 62：29．01	 3．7
44 � セルリアンラビット 牡8鹿 57 太宰 啓介�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 456－ 22：29．21 29．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，578，600円 複勝： 36，581，700円 枠連： 14，569，800円
馬連： 82，234，700円 馬単： 37，467，300円 ワイド： 39，274，000円
3連複： 99，883，400円 3連単： 157，661，700円 計： 496，251，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 220円 � 200円 枠 連（7－8） 900円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 680円 �� 710円 �� 910円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 22，000円

票 数

単勝票数 計 285786 的中 � 43883（3番人気）
複勝票数 計 365817 的中 � 50810（3番人気）� 42082（5番人気）� 49317（4番人気）
枠連票数 計 145698 的中 （7－8） 12518（2番人気）
馬連票数 計 822347 的中 �� 40604（7番人気）
馬単票数 計 374673 的中 �� 10473（9番人気）
ワイド票数 計 392740 的中 �� 15066（10番人気）�� 14319（11番人気）�� 10929（15番人気）
3連複票数 計 998834 的中 ��� 18318（19番人気）
3連単票数 計1576617 的中 ��� 5194（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．8―36．4―49．2―1：01．8―1：13．9―1：26．7―1：39．5―1：51．6―2：03．5―2：14．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
9－8，7，2，5，3（4，10）－6，1
9－8，7（2，5）10，3（4，1）6

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

勝馬の
紹 介

ケンホファヴァルト �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．9．13 阪神2着

2013．6．8生 牡4鹿 母 エイシンパンジー 母母 レディダンズ 25戦3勝 賞金 53，738，000円

13094 5月14日 晴 稍重 （29京都3）第8日 第10競走 ��1，600�
にしき

錦 ス テ ー ク ス
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，28．5．14以降29．5．7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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

44 ベステンダンク 牡5栗 56 松山 弘平市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 504－ 61：34．9 3．7�

66 ストーミーシー 牡4栗 56 川須 栄彦�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 518－161：35．11� 12．4�
810 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＋ 8 〃 アタマ 8．6�
22 オコレマルーナ 牡8青鹿55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462± 01：35．2� 8．4�
89 デンコウリキ 牡7黒鹿54 小牧 太田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 526＋101：35．3クビ 13．4	
11 � ストーンウェア 牡5鹿 57 松若 風馬吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 466－12 〃 ハナ 7．2

33 エーティーサンダー 牡4青鹿55 高倉 稜荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 514＋101：35．4� 7．4�
55 ワードイズボンド 牡6青 55 義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 534± 01：35．61� 38．6�
77 オースミナイン 牡7鹿 56 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 478－ 2 〃 ハナ 4．7
78 ブレイクザポケット 牡5鹿 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋121：35．7� 11．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 35，193，500円 複勝： 46，109，300円 枠連： 21，473，600円
馬連： 112，733，700円 馬単： 49，321，500円 ワイド： 52，200，400円
3連複： 140，914，200円 3連単： 222，405，500円 計： 680，351，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 360円 � 240円 枠 連（4－6） 2，580円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 880円 �� 630円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 34，620円

票 数

単勝票数 計 351935 的中 � 75982（1番人気）
複勝票数 計 461093 的中 � 93240（1番人気）� 27547（9番人気）� 47619（4番人気）
枠連票数 計 214736 的中 （4－6） 6445（13番人気）
馬連票数 計1127337 的中 �� 34900（9番人気）
馬単票数 計 493215 的中 �� 7939（18番人気）
ワイド票数 計 522004 的中 �� 15163（9番人気）�� 21911（5番人気）�� 8319（27番人気）
3連複票数 計1409142 的中 ��� 16138（26番人気）
3連単票数 計2224055 的中 ��� 4657（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．6―49．0―1：00．8―1：12．1―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．1
3 10，4（2，5）（1，3，6）（7，9）－8 4 ・（10，4）－2（5，6）1（3，9）7，8

勝馬の
紹 介

ベステンダンク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．9．21 阪神9着

2012．3．4生 牡5栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 22戦5勝 賞金 90，825，000円

１レース目



13095 5月14日 晴 重 （29京都3）第8日 第11競走 ��1，400�
りっとう

栗東ステークス
発走15時30分 （ダート・右）

4歳以上，28．5．14以降29．5．7まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
栗東市長賞（1着）

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

23 サイタスリーレッド 牡4鹿 54 高倉 稜西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 484＋ 41：22．6 7．6�
36 コウエイエンブレム 牡4栗 57．5 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 528－ 41：22．92 1．6�
510 イーデンホール 牡5栗 54 福永 祐一�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 492－ 61：23．0� 7．4�
59 ラテンロック 牡6鹿 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 502－ 8 〃 クビ 25．1�
24 ボールライトニング 牡4栗 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 514＋ 81：23．53 11．3	
35 フィールザスマート 牡6青鹿54 川須 栄彦櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 508± 0 〃 アタマ 45．0

713 ゴーイングパワー 牡8鹿 56 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 500± 0 〃 アタマ 46．0�
612 サクラエール 牡6黒鹿54 国分 優作�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 476－ 8 〃 ハナ 108．2�
816 ビッグリバティ 牡8青鹿54 川島 信二杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 504－241：23．92� 147．1�
48 プレスティージオ 牡4栗 54 太宰 啓介奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 476－ 2 〃 ハナ 19．5�
815 デルマヌラリヒョン 牡7鹿 53 国分 恭介浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 504＋ 8 〃 クビ 186．3�
611 グレイスフルリープ 牡7栗 57．5 小牧 太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 540± 01：24．11� 14．2�
47 � ジープルメリア 牝4黒鹿52 田中 健 �キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

442－ 81：24．41� 70．5�
11 シ ゲ ル カ ガ 牡6鹿 54 藤懸 貴志森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 518－ 21：24．72 177．3�
714 ホッコーサラスター 牝6鹿 52 古川 吉洋北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466－ 81：24．8� 89．0�
12 カ ジ キ 牡8鹿 56 荻野 極幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 502± 01：25．22� 41．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，589，200円 複勝： 125，208，800円 枠連： 50，103，500円
馬連： 230，110，200円 馬単： 119，952，700円 ワイド： 94，398，100円
3連複： 310，044，300円 3連単： 580，590，800円 計： 1，576，997，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 180円 � 110円 � 170円 枠 連（2－3） 380円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 270円 �� 740円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 8，360円

票 数

単勝票数 計 665892 的中 � 69789（3番人気）
複勝票数 計1252088 的中 � 77730（3番人気）� 768167（1番人気）� 89932（2番人気）
枠連票数 計 501035 的中 （2－3） 100852（1番人気）
馬連票数 計2301102 的中 �� 299986（2番人気）
馬単票数 計1199527 的中 �� 52157（8番人気）
ワイド票数 計 943981 的中 �� 95297（1番人気）�� 28193（7番人気）�� 92879（2番人気）
3連複票数 計3100443 的中 ��� 194567（1番人気）
3連単票数 計5805908 的中 ��� 50293（20番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―11．9―11．7―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．1―47．0―58．7―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイタスリーレッド �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2015．8．16 小倉8着

2013．4．24生 牡4鹿 母 ユメノラッキー 母母 Tracey’s Secret 16戦5勝 賞金 71，507，000円
〔制裁〕 フィールザスマート号の騎手川須栄彦は，後検量に遅れたことについて過怠金10，000円。
※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 サウススターマン号・トミケンユークアイ号・ブライトアイディア号・ポメグラネイト号・メイショウオセアン号

13096 5月14日 晴 稍重 （29京都3）第8日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時10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
1：06．7
1：06．5

良
良

813 ニシオボヌール �5黒鹿57 高田 潤西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 492± 01：09．5 2．9�
57 セレッソブランコ 牝5芦 55

54 ☆義 英真三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 482＋ 2 〃 ハナ 14．1�
33 ヤマニンアタシャン 牝6鹿 55

53 △荻野 極土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 440± 01：09．71� 23．0�
11 キッズライトオン 牡5栗 57 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 41：09．8クビ 15．2�
22 ヤマニンマンドール 牡5黒鹿57 川須 栄彦土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 456－ 6 〃 ハナ 4．9�
45 � パラダイスガーデン 牝5栗 55 松若 風馬岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 480± 01：09．9	 5．5	
710 デンコウヒノマル 牡6栗 57

54 ▲森 裕太朗田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 488＋ 21：10．11
 60．1

68 メジャータイフーン 牝4栗 55 松山 弘平林 正道氏 斉藤 崇史 新ひだか 服部 牧場 486－ 21：10．52� 20．3�
812 レッドカーペット 牡4栗 57 福永 祐一 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516－ 81：10．71
 15．9
56 � ハイマウンテン 牝7鹿 55

52 ▲三津谷隼人北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 468＋ 2 〃 アタマ 89．0�
711 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 496－101：10．8クビ 5．9�
69 � ウイングパラダイス 牝6鹿 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 486＋10 〃 クビ 30．3�
44 ギ ン ゴ ー 牡4鹿 57 川島 信二�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 480－ 81：11．11	 78．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，168，100円 複勝： 58，164，100円 枠連： 30，980，500円
馬連： 139，468，600円 馬単： 58，604，200円 ワイド： 65，936，700円
3連複： 176，313，700円 3連単： 270，588，800円 計： 849，224，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 370円 � 470円 枠 連（5－8） 1，600円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，540円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 13，810円 3 連 単 ��� 64，320円

票 数

単勝票数 計 491681 的中 � 131432（1番人気）
複勝票数 計 581641 的中 � 132496（1番人気）� 34925（5番人気）� 26100（8番人気）
枠連票数 計 309805 的中 （5－8） 14976（6番人気）
馬連票数 計1394686 的中 �� 38046（9番人気）
馬単票数 計 586042 的中 �� 9630（16番人気）
ワイド票数 計 659367 的中 �� 15314（11番人気）�� 11075（17番人気）�� 5841（33番人気）
3連複票数 計1763137 的中 ��� 9569（49番人気）
3連単票数 計2705888 的中 ��� 3050（222番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．3―11．3―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―34．8―46．1―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 ・（7，11）10（3，12，13）（4，9）8（2，6）5，1 4 ・（7，11）10，13（3，12）（9，8）4（2，6）5－1

勝馬の
紹 介

ニシオボヌール �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．2．21 京都1着

2012．4．20生 �5黒鹿 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック 21戦4勝 賞金 51，826，000円
※ギンゴー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（29京都3）第8日 5月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 173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

214，940，000円
5，060，000円
15，020，000円
1，120，000円
23，720，000円
69，136，000円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
378，312，300円
542，667，500円
228，235，700円
1，010，173，300円
478，811，000円
511，295，500円
1，340，881，600円
2，025，911，700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
計 6，516，288，600円

総入場人員 22，512名 （有料入場人員 21，456名）
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