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13061 5月6日 晴 良 （30京都3）第6日 第1競走 ��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

811 アメイジングセンス 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ B494± 02：01．0 3．6�

67 クルスデルスール 牡3黒鹿 56
55 ☆小崎 綾也谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 514－ 62：01．21� 1．9�

56 クレスコセイラン 牡3鹿 56
54 △富田 暁堀川 三郎氏 木原 一良 登別 青藍牧場 488＋ 82：01．94 15．4�

68 フィアットルクス 牡3栗 56 太宰 啓介 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 上村 清志 494＋ 8 〃 クビ 75．5�

22 ダージリンクーラー �3鹿 56 松若 風馬 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B458－ 62：02．0� 9．3	

710 クールリフレイン 牡3鹿 56 国分 恭介下河
美智子氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 520＋ 82：02．31	 7．8�
55 ドリームバンバン 牡3鹿 56 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 槇本牧場 464± 02：02．4	 32．9�
44 ブ ケ パ ロ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也小田 吉男氏 中竹 和也 新ひだか 山際セントラルスタッド 450＋ 22：02．61 61．0
79 スズカビレッジ 牡3栗 56 幸 英明永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 452＋ 22：03．02� 24．3�
812 マウロカズマ 牡3鹿 56 古川 吉洋合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B444± 02：03．42� 107．8�
33 テイエムナナイロ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 460＋ 22：04．35 189．6�
11 ワンダーケーニギン 牝3鹿 54 酒井 学山本 能成氏 渡辺 薫彦 新ひだか 城地牧場 488 ―2：06．7大差 29．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，182，400円 複勝： 37，327，600円 枠連： 7，886，100円
馬連： 39，933，600円 馬単： 24，234，600円 ワイド： 26，086，700円
3連複： 63，171，900円 3連単： 93，781，300円 計： 311，604，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 110円 � 210円 枠 連（6－8） 270円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 150円 �� 480円 �� 360円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，950円

票 数

単勝票数 計 191824 的中 � 42548（2番人気）
複勝票数 計 373276 的中 � 52557（2番人気）� 207217（1番人気）� 18457（5番人気）
枠連票数 計 78861 的中 （6－8） 21893（1番人気）
馬連票数 計 399336 的中 �� 108647（1番人気）
馬単票数 計 242346 的中 �� 24395（2番人気）
ワイド票数 計 260867 的中 �� 57048（1番人気）�� 11292（7番人気）�� 15636（4番人気）
3連複票数 計 631719 的中 ��� 69711（2番人気）
3連単票数 計 937813 的中 ��� 22977（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．3―30．7―43．8―57．2―1：09．9―1：22．2―1：34．6―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アメイジングセンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2017．6．3 阪神6着

2015．3．30生 牡3鹿 母 ヴォルドニュイ 母母 Play Ballado 6戦1勝 賞金 8，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーケーニギン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月6日まで平地

競走に出走できない。
※マウロカズマ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13062 5月6日 晴 良 （30京都3）第6日 第2競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

612 ファントムメナス 牡3黒鹿56 �島 克駿 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 安田 隆行 日高 広富牧場 502－ 61：13．8 7．3�

611 ヘ ー ザ 牝3栗 54 岩崎 翼岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 B428＋ 2 〃 アタマ 102．2�
510 ビ ッ グ ボ ス 牡3黒鹿56 幸 英明小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 482± 01：13．9� 11．6�
36 	 ジャスパーエイト 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也加藤 和夫氏 森 秀行 米
Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

488－ 21：14．0
 1．6�
714 メイショウハニー 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 422＋ 21：14．31
 15．3�
713 ショージョーダ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也吉冨 学氏 斉藤 崇史 新ひだか 畠山牧場 474 ― 〃 ハナ 266．2	
35 アブソルーター 牡3鹿 56 岡田 祥嗣鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 482－ 2 〃 クビ 24．0

12 ワキノシラナミ 牡3芦 56 高倉 稜脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 神垣 道弘 500± 0 〃 ハナ 40．2�
816 ペイシャモン 牝3青鹿54 太宰 啓介北所 直人氏 坂口 正則 様似 髙村 伸一 482± 01：14．4クビ 38．7�
23 ラブミーボーイ 牡3栗 56 国分 恭介小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 458 ― 〃 クビ 61．5
59 エーティードラゴン 牝3鹿 54

52 △富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 432＋ 21：15．14 120．6�
24 ラベルベート 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 468± 0 〃 クビ 122．9�
47 ロードレジェンド 牡3栗 56 酒井 学 �ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム 472 ―1：15．41
 6．3�
815 マ ル ヨ カ ナ 牝3栗 54 古川 吉洋野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 472－ 6 〃 ハナ 263．4�
11 テイエムブルグッコ 牝3青鹿54 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか タイヘイ牧場 434－ 81：15．5
 305．0�
48 	 スカイシーアキラ 牝3鹿 54 松若 風馬松本 俊廣氏 山内 研二 英 Mr Kouki

Hayashi 464－ 61：16．56 24．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，025，300円 複勝： 49，537，400円 枠連： 11，114，500円
馬連： 52，059，400円 馬単： 31，637，900円 ワイド： 33，925，800円
3連複： 69，760，600円 3連単： 98，227，500円 計： 374，288，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 270円 � 2，380円 � 360円 枠 連（6－6） 18，520円

馬 連 �� 21，580円 馬 単 �� 39，350円

ワ イ ド �� 4，850円 �� 870円 �� 4，470円

3 連 複 ��� 37，390円 3 連 単 ��� 213，210円

票 数

単勝票数 計 280253 的中 � 30654（3番人気）
複勝票数 計 495374 的中 � 53710（2番人気）� 4629（12番人気）� 37072（4番人気）
枠連票数 計 111145 的中 （6－6） 465（28番人気）
馬連票数 計 520594 的中 �� 1869（37番人気）
馬単票数 計 316379 的中 �� 603（65番人気）
ワイド票数 計 339258 的中 �� 1757（42番人気）�� 10550（8番人気）�� 1909（36番人気）
3連複票数 計 697606 的中 ��� 1399（83番人気）
3連単票数 計 982275 的中 ��� 334（428番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．0―12．2―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―35．9―48．1―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファントムメナス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2018．4．15 阪神11着

2015．5．20生 牡3黒鹿 母 エスワンスペクター 母母 レディープロスパー 2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） 2頭 ブラックシープ号・メイショウマゴサン号

第３回 京都競馬 第６日



13063 5月6日 晴 良 （30京都3）第6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）
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

712 プルンクザール 牡3栗 56 松若 風馬水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 454－ 41：47．6 2．8�
58 サトノガーネット 牝3黒鹿54 四位 洋文 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 61：47．81� 4．2�
610 メ バ エ 牝3鹿 54 国分 恭介ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 424－ 81：47．9� 10．2�
11 ワ イ ズ ワ ン 牡3鹿 56 小牧 太林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 496－ 61：48．32	 30．6�
57 リバプールタウン 牡3鹿 56

54 △富田 暁薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 472± 01：48．51 8．1�
69 ムーンライトクーラ 牝3黒鹿54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 394± 01：48．71	 312．8	
33 インノータイム 牡3栗 56 
島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 404＋ 2 〃 ハナ 10．1

46 ブレークテーラー 牡3黒鹿56 岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 浦河 笠松牧場 418－ 41：48．8	 12．4�
34 デンコウスティール 牡3鹿 56 城戸 義政田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 446－181：49．01	 51．6�
45 ヒロノタイリク 牡3栗 56 荻野 琢真高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 490－101：49．1クビ 128．4
711� トランプキャンディ 牡3黒鹿56 幸 英明林 千枝子氏 鈴木 孝志 米 Siena

Farms LLC 530 ―1：49．63 10．9�
813 モズマーチャン 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新ひだか 上村 清志 490－ 81：49．7	 60．8�
814 ネ リ チ ャ ギ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也 Him Rock Racing
ホールディングス� 荒川 義之 日高 船越牧場 430± 01：50．01� 119．9�

22 アルレーサー 牡3鹿 56 古川 吉洋�エーティー 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B452＋ 21：50．85 10．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，778，200円 複勝： 36，536，500円 枠連： 11，616，900円
馬連： 52，496，400円 馬単： 24，636，100円 ワイド： 32，640，300円
3連複： 67，378，200円 3連単： 85，309，000円 計： 334，391，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 150円 � 260円 枠 連（5－7） 340円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 300円 �� 620円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 9，630円

票 数

単勝票数 計 237782 的中 � 65684（1番人気）
複勝票数 計 365365 的中 � 89885（1番人気）� 63513（2番人気）� 26684（7番人気）
枠連票数 計 116169 的中 （5－7） 26116（1番人気）
馬連票数 計 524964 的中 �� 61066（1番人気）
馬単票数 計 246361 的中 �� 16133（1番人気）
ワイド票数 計 326403 的中 �� 31278（1番人気）�� 12844（6番人気）�� 8504（13番人気）
3連複票数 計 673782 的中 ��� 21165（6番人気）
3連単票数 計 853090 的中 ��� 6420（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．1―34．4―46．6―59．5―1：11．9―1：24．0―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プルンクザール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Galileo デビュー 2017．9．10 阪神5着

2015．3．17生 牡3栗 母 プリオバーン 母母 Tropical Lake 6戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 ワイズワン号の騎手小牧太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

13064 5月6日 晴 良 （30京都3）第6日 第4競走 ��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

77 ダノンパーフェクト 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 488－ 22：00．5 10．6�

44 イダエンペラー 牡3青鹿56 岡田 祥嗣張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：00．92� 5．4�
55 キングフォルテ 牡3鹿 56 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 518＋102：01．11� 2．4�
89 タガノボンバー �3鹿 56 岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 460－ 22：01．31� 37．1�
33 ポートフィリップ 牡3黒鹿 56

54 △富田 暁 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472＋ 62：01．4� 7．5	
11 サトノルーリー 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 406＋ 22：01．5� 10．3

66 ヴォルフガング 牡3栗 56 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 新ひだか 大典牧場 442－ 42：02．03 7．3�
22 ゼネラルジーク 牡3鹿 56 国分 優作 �ジェネラルレーシング 畠山 吉宏 新冠 レジェンドファーム 480＋ 22：02．21� 315．3�
810 ナリタブルー 牡3栗 56 松若 風馬�オースミ 松元 茂樹 浦河 大北牧場 478＋112：02．3	 6．1
78 ラブミーダンス 牝3黒鹿54 国分 恭介小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 478＋ 22：06．5大差 182．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，056，600円 複勝： 34，046，700円 枠連： 7，797，100円
馬連： 48，252，600円 馬単： 26，617，900円 ワイド： 30，658，500円
3連複： 62，425，400円 3連単： 103，987，800円 計： 339，842，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 230円 � 190円 � 130円 枠 連（4－7） 3，170円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 7，760円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 400円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 20，330円

票 数

単勝票数 計 260566 的中 � 19560（7番人気）
複勝票数 計 340467 的中 � 30387（7番人気）� 40231（5番人気）� 93708（1番人気）
枠連票数 計 77971 的中 （4－7） 1903（16番人気）
馬連票数 計 482526 的中 �� 10182（18番人気）
馬単票数 計 266179 的中 �� 2572（37番人気）
ワイド票数 計 306585 的中 �� 6465（20番人気）�� 20354（5番人気）�� 21022（4番人気）
3連複票数 計 624254 的中 ��� 25007（11番人気）
3連単票数 計1039878 的中 ��� 3707（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．8―36．3―48．8―1：01．7―1：14．4―1：26．2―1：37．5―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンパーフェクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．1．14 中京8着

2015．2．27生 牡3鹿 母 スパークルジュエル 母母 Golden Jewel Box 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブミーダンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月6日まで平地競走

に出走できない。



13065 5月6日 晴 良 （30京都3）第6日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （ダート・右）

牝，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

712 タマモカトレア 牝3鹿 54
52 △富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 466－ 61：25．3 2．7�

34 メイショウルクール 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 466－ 21：26．04 39．3�
58 タガノエルフ 牝3黒鹿54 �島 克駿八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B466＋ 21：26．1� 14．0�
814 グランデミノル 牝3鹿 54 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 478± 01：26．2クビ 8．9�
711 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 54 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 2 〃 クビ 6．4�
813 ラブリーイレブン 牝3栗 54 松若 風馬吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 428＋ 41：26．51� 8．2	
46 オーロスターキス 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 474＋ 2 〃 ハナ 19．8

69 サンマルミヤビ 牝3青鹿54 小牧 太相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 450＋ 21：26．82 46．1�
57 ファステンバーグ 牝3青鹿54 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436－ 2 〃 ハナ 17．3�
11 ラプターゲイル 牝3黒鹿54 国分 恭介 ビッグレッドファーム 田中 博康 新ひだか 中田 英樹 B420－ 21：26．9� 103．6�
45 レーヌダンス 牝3青鹿 54

53 ☆小崎 綾也酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 小河 豊水 448－ 4 〃 ハナ 15．4�
22 ピ ッ パ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 468＋ 21：27．0� 25．2�
610 ブラックピクシー 牝3黒鹿54 城戸 義政髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 512－ 41：27．74 6．6�
33 プライムチョイス 牝3鹿 54 酒井 学宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 438＋ 91：28．44 132．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，621，700円 複勝： 41，884，100円 枠連： 17，380，200円
馬連： 61，023，400円 馬単： 27，456，300円 ワイド： 42，271，600円
3連複： 84，496，300円 3連単： 99，997，400円 計： 400，131，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 1，010円 � 390円 枠 連（3－7） 2，830円

馬 連 �� 5，650円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 790円 �� 4，200円

3 連 複 ��� 15，340円 3 連 単 ��� 73，150円

票 数

単勝票数 計 256217 的中 � 74452（1番人気）
複勝票数 計 418841 的中 � 101639（1番人気）� 8147（12番人気）� 24462（6番人気）
枠連票数 計 173802 的中 （3－7） 4759（11番人気）
馬連票数 計 610234 的中 �� 8365（19番人気）
馬単票数 計 274563 的中 �� 2638（29番人気）
ワイド票数 計 422716 的中 �� 4900（27番人気）�� 14511（5番人気）�� 2510（48番人気）
3連複票数 計 844963 的中 ��� 4129（51番人気）
3連単票数 計 999974 的中 ��� 991（226番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―35．4―48．1―1：00．3―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモカトレア �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．11．3 京都1着

2015．2．28生 牝3鹿 母 チャームナデシコ 母母 ナ デ シ コ 5戦2勝 賞金 18，900，000円

13066 5月6日 晴 良 （30京都3）第6日 第6競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

22 マイネルカイノン 牡3青鹿56 国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 41：52．9 9．4�

45 エンパイアミライ 牡3黒鹿 56
55 ☆小崎 綾也田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 492＋ 21：53．0� 5．1�

44 ノ ー ウ ェ イ 牡3鹿 56 幸 英明宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 470＋ 21：53．1� 4．0�
68 ド ゥ リ ト ル 牡3黒鹿56 �島 克駿大林 一彦氏 村山 明 洞	湖 レイクヴィラファーム 480－ 6 〃 アタマ 6．3�
812 コリーヌヴェルト 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 490－ 81：53．73
 35．8	
11 マイヨヴェール 牡3鹿 56 酒井 学�ヤナガワ牧場 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 538＋ 21：53．91� 34．6

710 ブロンズケイ 牡3黒鹿56 �島 良太畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 508＋ 41：54．0
 30．3�
69 テイエムギフテッド 牡3黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 466＋ 6 〃 クビ 34．6�
57 タガノスカイハイ 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 41：54．21� 4．4
33 ウォーターロレンス 牡3黒鹿56 松若 風馬山岡 正人氏 安田 隆行 日高 チャンピオン

ズファーム 446－101：54．3クビ 15．6�
56 ペプチドシャプネス 牡3黒鹿56 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 日高 木村牧場 480－181：55．68 8．1�
813 クリノクリストフ 牝3鹿 54

52 △富田 暁栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 株式会社カ
ネツ牧場 434± 01：56．23
 127．1�

711 テ ィ カ ル 牡3鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール
ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 508＋ 21：57．9大差 141．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，648，700円 複勝： 39，341，800円 枠連： 14，152，100円
馬連： 63，028，500円 馬単： 28，410，600円 ワイド： 40，421，400円
3連複： 82，675，000円 3連単： 101，628，800円 計： 397，306，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 200円 � 170円 � 150円 枠 連（2－4） 900円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 820円 �� 460円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 17，250円

票 数

単勝票数 計 276487 的中 � 23401（6番人気）
複勝票数 計 393418 的中 � 43682（5番人気）� 61851（2番人気）� 78566（1番人気）
枠連票数 計 141521 的中 （2－4） 12181（4番人気）
馬連票数 計 630285 的中 �� 20619（10番人気）
馬単票数 計 284106 的中 �� 3590（27番人気）
ワイド票数 計 404214 的中 �� 11778（11番人気）�� 22767（4番人気）�� 27666（2番人気）
3連複票数 計 826750 的中 ��� 29825（4番人気）
3連単票数 計1016288 的中 ��� 4270（49番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．9―13．1―12．7―12．7―12．3―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．7―49．8―1：02．5―1：15．2―1：27．5―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルカイノン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．7．22 中京5着

2015．3．23生 牡3青鹿 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 11戦2勝 賞金 20，470，000円
〔制裁〕 エンパイアミライ号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



13067 5月6日 晴 良 （30京都3）第6日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分（番組第8競走を順序変更） （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
2：22．6
2：22．1

良
良

33 プリンスオブペスカ 牡4鹿 57 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 472＋ 22：24．2 1．7�
44 シェルブルック 牡4鹿 57 古川 吉洋 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 502－102：24．62� 13．0�
77 ピッツィカート 	5鹿 57 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466－ 42：25．23� 4．1�
55 ハイドロフォイル 牡5鹿 57

55 △富田 暁 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B500＋ 2 〃 クビ 4．3�
22 エールブリリアンツ 牡4芦 57

56 ☆小崎 綾也佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 494＋ 82：26．05 21．6�
66 ビービーアヴィド 牡4黒鹿57 小牧 太坂東 勝彦氏 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 42：26．1� 37．2	
11 エ ー ル 	4黒鹿57 
島 克駿
ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B426＋ 62：26．31� 24．5�
88 ファンヴィー 牡4栗 57 岡田 祥嗣猿田 栄二氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド B520－ 42：27．47 88．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 25，976，900円 複勝： 67，801，100円 枠連： 発売なし
馬連： 51，265，000円 馬単： 34，923，800円 ワイド： 24，556，500円
3連複： 53，712，100円 3連単： 166，163，000円 計： 424，398，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 270円 �� 180円 �� 450円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 3，840円

票 数

単勝票数 計 259769 的中 � 120721（1番人気）
複勝票数 計 678011 的中 � 506115（1番人気）� 26082（4番人気）� 45261（3番人気）
馬連票数 計 512650 的中 �� 38861（4番人気）
馬単票数 計 349238 的中 �� 20252（5番人気）
ワイド票数 計 245565 的中 �� 22206（4番人気）�� 42065（2番人気）�� 11523（8番人気）
3連複票数 計 537121 的中 ��� 47320（2番人気）
3連単票数 計1661630 的中 ��� 31300（12番人気）

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

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―23．3―34．4―46．7―59．1―1：11．6―1：24．3―1：36．4―1：48．3―2：00．6―2：12．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プリンスオブペスカ 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 チーフベアハート デビュー 2016．11．5 京都8着

2014．5．11生 牡4鹿 母 プリンセスペスカ 母母 テンザンキラリ 19戦2勝 賞金 32，149，000円

13068 5月6日 晴 良 （30京都3）第6日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分（番組第7競走を順序変更） （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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 シアワセデス 牝5鹿 55
53 △富田 暁窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 490－ 41：25．2 5．8�
23 ノーブルスノー 牝5芦 55 小牧 太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B496＋ 81：25．83� 6．7�
47 タガノリアン 牝4鹿 55 �島 良太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 21：25．9� 23．1�
59 スノードリーム 牝5芦 55 �島 克駿三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 454± 01：26．11� 8．1�
36 	 ニホンピロメリーナ 牝4栗 55 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 458－ 21：26．31 87．5�
816	 ワンダーアマービレ 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 450＋141：26．4
 15．6�
612 パワフルヒロコ 牝4黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 446± 01：26．5
 4．3	
11 	 サンシャーロット 牝4栗 55 松若 風馬 
加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 438＋ 81：26．6
 8．6�
713 ララベスラーナ 牝4栗 55 古川 吉洋ディアレストクラブ
 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 474－ 8 〃 ハナ 8．1�
12 メイショウバーズ 牝5鹿 55

54 ☆加藤 祥太松本 好氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 476＋ 41：26．81� 11．5�
510 デ ュ ナ ミ ス 牝4黒鹿55 国分 優作ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B510－121：27．01� 50．8�
815 ラガーユミリン 牝4鹿 55

52 ▲西村 淳也奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 460＋ 41：27．1
 47．3�
48 	 シャワーブーケ 牝4栗 55 幸 英明 
ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 470－ 31：27．2� 17．3�
35 トーホウビスカヤ 牝4鹿 55 高倉 稜東豊物産
 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 484＋101：27．3� 59．1�
714 カワキタエビデンス 牝4鹿 55 太宰 啓介川島 吉男氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 434＋ 21：28．04 57．9�
24 	 アイファーショコラ 牝4栗 55

52 ▲三津谷隼人中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 414－ 61：28．85 408．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，350，100円 複勝： 49，706，400円 枠連： 21，595，300円
馬連： 79，173，500円 馬単： 30，934，800円 ワイド： 50，309，800円
3連複： 108，217，100円 3連単： 123，046，400円 計： 492，333，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 250円 � 570円 枠 連（2－6） 810円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，680円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 15，640円 3 連 単 ��� 84，150円

票 数

単勝票数 計 293501 的中 � 39976（2番人気）
複勝票数 計 497064 的中 � 77402（2番人気）� 54356（3番人気）� 18713（8番人気）
枠連票数 計 215953 的中 （2－6） 20583（3番人気）
馬連票数 計 791735 的中 �� 27232（7番人気）
馬単票数 計 309348 的中 �� 4937（16番人気）
ワイド票数 計 503098 的中 �� 15782（7番人気）�� 7628（20番人気）�� 4815（33番人気）
3連複票数 計1082171 的中 ��� 5189（50番人気）
3連単票数 計1230464 的中 ��� 1060（266番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．8―48．5―1：00．5―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シアワセデス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．3．5 阪神3着

2013．3．25生 牝5鹿 母 シアワセナンダッケ 母母 ミルズウィスパー 16戦1勝 賞金 20，450，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 キクノレレ号



13069 5月6日 晴 良 （30京都3）第6日 第9競走 ��
��1，400�

たちばな

橘 ス テ ー ク ス
発走14時15分（番組第10競走を順序変更） （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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

22 マドモアゼル 牝3黒鹿54 酒井 学�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 446＋121：22．9 5．9�
77 アルジャーノン 牡3栗 56 城戸 義政 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 432－ 2 〃 クビ 3．8�
55 ゴールドクイーン 牝3栗 55 古川 吉洋加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 浦河土肥牧場 450＋ 81：23．0クビ 14．6�
88 ペイシャルアス 牝3栗 55 国分 恭介北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 486＋ 81：23．21� 12．2�
66 ア ル モ ニ カ 牝3黒鹿54 松若 風馬 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 412－ 61：23．3	 1．7	
11 ヒシコスマー 牡3黒鹿56 幸 英明阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 厚賀古川牧場 482＋ 41：23．51
 9．9

44 パ ッ セ 牝3栗 54 荻野 琢真�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 488－ 41：24．56 150．4�

（7頭）
33 カイザーメランジェ 牡3鹿 56 四位 洋文友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，135，200円 複勝： 34，192，900円 枠連： 発売なし
馬連： 64，859，600円 馬単： 40，526，800円 ワイド： 28，488，400円
3連複： 61，260，900円 3連単： 193，093，700円 計： 456，557，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 230円 � 480円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 320円 �� 810円 �� 730円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 23，830円

票 数

単勝票数 差引計 341352（返還計 429） 的中 � 45761（3番人気）
複勝票数 差引計 341929（返還計 251） 的中 � 44827（2番人気）� 41747（3番人気）� 15836（6番人気）
馬連票数 差引計 648596（返還計 2257） 的中 �� 37398（5番人気）
馬単票数 差引計 405268（返還計 1177） 的中 �� 10749（12番人気）
ワイド票数 差引計 284884（返還計 919） 的中 �� 24824（3番人気）�� 8468（12番人気）�� 9470（11番人気）
3連複票数 差引計 612609（返還計 6123） 的中 ��� 11335（13番人気）
3連単票数 差引計1930937（返還計 10855） 的中 ��� 5874（70番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．7―12．4―11．9―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―36．5―48．9―1：00．8―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マドモアゼル �

父 ブラックタイド �


母父 Pivotal デビュー 2017．7．15 福島2着

2015．4．12生 牝3黒鹿 母 ポールポジションⅡ 母母 Danehurst 7戦3勝 賞金 39，057，000円
〔出走取消〕 カイザーメランジェ号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 パッセ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

13070 5月6日 曇 良 （30京都3）第6日 第10競走 ��
��1，800�

か み が も

上賀茂ステークス
発走14時50分（番組第9競走を順序変更） （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，29．5．6以降30．4．29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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

48 アンデスクイーン 牝4栗 52 松若 風馬 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 484± 01：51．8 8．8�
713 ミキノトランペット 牡4鹿 56 岩崎 翼谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 532＋ 61：51．9� 2．7�
815 タイセイパルサー 牡5黒鹿55 古川 吉洋田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488± 01：52．11� 5．8�
35 クリノリトミシュル 牝5鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 500＋ 41：52．31� 6．9�
816 マイネルビクトリー 牡5鹿 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 492－ 8 〃 アタマ 23．0�
714 ジュンスパーヒカル 牡6鹿 55 小崎 綾也河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：52．4クビ 14．5	
510 ナムラヘラクレス 牡4鹿 55 田中 健奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 486－ 41：52．5� 11．4

59 エバーキュート 牝6栗 52 国分 恭介宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448－ 21：52．71� 186．8�
612 ヴ ァ ロ ー ア 牝6鹿 52 酒井 学�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 466－ 61：52．8	 25．0
23 ホーリーブレイズ 牡4鹿 55 
島 良太村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 474＋ 81：52．9クビ 25．3�
11 ゼンノワスレガタミ 牡4鹿 55 富田 暁大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 B468± 0 〃 クビ 7．2�
611 モ ン テ ネ オ 牡8黒鹿53 荻野 琢真毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 486－ 21：53．0� 360．8�
24 クールオープニング 牡7青鹿54 
島 克駿前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 21：53．21� 83．8�
36 メガオパールカフェ 牡7栗 53 四位 洋文西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 534± 01：53．3	 107．3�
12 オ ル ナ 牡6鹿 53 太宰 啓介�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 516± 01：53．51� 111．8�
47 ウエスタンラムール 牡6黒鹿52 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 462＋ 21：54．24 297．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，362，400円 複勝： 61，737，400円 枠連： 28，402，800円
馬連： 131，462，800円 馬単： 50，627，000円 ワイド： 68，061，700円
3連複： 164，235，700円 3連単： 212，047，200円 計： 757，937，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 250円 � 130円 � 190円 枠 連（4－7） 1，290円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 550円 �� 970円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 17，670円

票 数

単勝票数 計 413624 的中 � 37251（5番人気）
複勝票数 計 617374 的中 � 51585（5番人気）� 154638（1番人気）� 79227（3番人気）
枠連票数 計 284028 的中 （4－7） 17047（5番人気）
馬連票数 計1314628 的中 �� 72005（4番人気）
馬単票数 計 506270 的中 �� 12967（10番人気）
ワイド票数 計 680617 的中 �� 31282（4番人気）�� 16746（11番人気）�� 52254（1番人気）
3連複票数 計1642357 的中 ��� 41403（7番人気）
3連単票数 計2120472 的中 ��� 8700（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．7―49．8―1：02．7―1：14．8―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．0
1
3
2，10（1，13）8（4，15）（3，14）－（5，12）16－9，6，11，7・（2，10）（13，14）（8，15）（1，16）4（3，5）9，12－（7，6）11

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

勝馬の
紹 介

アンデスクイーン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．10．23 京都16着

2014．5．3生 牝4栗 母 レイナカスターニャ 母母 ナ ス カ 13戦4勝 賞金 50，670，000円
［他本会外：1戦0勝］

１レース目



13071 5月6日 曇 良 （30京都3）第6日 第11競走 ��
��1，200�

く ら ま

鞍馬ステークス
発走15時30分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200
万円毎1�増

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
1：06．7
1：06．5

良
良

611 ティーハーフ 牡8栗 58 国分 優作ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464＋ 61：08．0 33．2�

815� ライトフェアリー 牝6鹿 54 酒井 学和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B482± 0 〃 ハナ 31．7�
35 カラクレナイ 牝4栗 55 松若 風馬吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 496－ 21：08．1	 5．1�
610 セカンドテーブル 牡6栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 492＋ 81：08．2	 3．1�
47 アレスバローズ 牡6黒鹿56 四位 洋文猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 492－ 21：08．3クビ 8．2�
59 コウエイタケル 牡7鹿 56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 486－ 81：08．51
 21．6�
713 ナリタスターワン 牡6鹿 57 太宰 啓介	オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 クビ 80．7

23 アクティブミノル 牡6黒鹿56 富田 暁吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B488－ 4 〃 ハナ 11．6�
46 グレイトチャーター 牡6鹿 56 �島 克駿	ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 81：08．6	 13．5�
58 タイセイスターリー 牡4鹿 56 高倉 稜田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B520± 0 〃 クビ 16．8
22 テイエムヒッタマゲ 牡4栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 武 英智 鹿児島 テイエム牧場 486－ 41：09．02� 159．0�
814 オールインワン 牡5鹿 56 幸 英明 	カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 492＋ 21：09．1� 10．3�
34 ワキノブレイブ 牡8青鹿57 加藤 祥太脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 494＋ 41：09．2� 170．1�
712 ヤマカツグレース 牝4栗 54 国分 恭介山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 452－ 4 〃 クビ 7．8�
11 ア リ ン ナ 牝4鹿 54 岩崎 翼 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド B426－ 21：09．83� 28．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 57，713，000円 複勝： 69，779，900円 枠連： 46，604，600円
馬連： 229，615，800円 馬単： 86，442，100円 ワイド： 100，078，300円
3連複： 304，389，400円 3連単： 407，596，200円 計： 1，302，219，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，320円 複 勝 � 740円 � 810円 � 220円 枠 連（6－8） 1，260円

馬 連 �� 57，960円 馬 単 �� 123，960円

ワ イ ド �� 11，910円 �� 2，920円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 108，240円 3 連 単 ��� 1，066，810円

票 数

単勝票数 計 577130 的中 � 13886（12番人気）
複勝票数 計 697799 的中 � 22187（11番人気）� 20045（12番人気）� 103610（2番人気）
枠連票数 計 466046 的中 （6－8） 28647（4番人気）
馬連票数 計2296158 的中 �� 3070（79番人気）
馬単票数 計 864421 的中 �� 523（162番人気）
ワイド票数 計1000783 的中 �� 2146（79番人気）�� 8922（34番人気）�� 6691（47番人気）
3連複票数 計3043894 的中 ��� 2109（218番人気）
3連単票数 計4075962 的中 ��� 277（1522番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―11．0―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．4―45．4―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．6
3 3，15（2，10）（1，9，12，13）（4，6，8，14）11，5－7 4 ・（3，15）10（2，9，13）12，14（1，6）（8，11）（4，5）－7

勝馬の
紹 介

ティーハーフ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Green Desert デビュー 2012．6．23 阪神1着

2010．4．18生 牡8栗 母 ビールジャント 母母 Belle Genius 40戦7勝 賞金 212，407，000円

13072 5月6日 曇 良 （30京都3）第6日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
1：31．3
1：30．7

良
良

811 エメラルスター 牡4黒鹿57 松若 風馬高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 454± 01：35．1 2．5�
66 � ミトノグラス 牡5鹿 57 	島 克駿ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 480± 01：35．41
 13．2�
78 タガノアシュラ 牡4黒鹿57 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518－ 2 〃 クビ 8．7�
22 ヴ ェ ゼ ー ル 牡5栗 57 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 562＋ 4 〃 アタマ 8．5�
33 アドマイヤツヨシ 牡8鹿 57

55 △富田 暁近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 B486＋101：35．5クビ 103．5�
44 ビーカーリー 牝4黒鹿55 幸 英明馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 B460＋12 〃 ハナ 6．0�
67 ケンシュナウザー 牡4栗 57

54 ▲西村 淳也中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 474－ 4 〃 ハナ 67．4	

79 ヤマカツボーイ 牡6黒鹿57 太宰 啓介山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 474＋161：35．6
 69．1

810 ユメノマイホーム 牝6栗 55 荻野 琢真�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 468＋ 61：35．7
 29．2�
11 ロッテンマイヤー 牝5鹿 55 四位 洋文 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 482± 01：36．01
 3．4
55 アフターミー 牡5鹿 57 酒井 学下河�美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 436± 01：36．1� 42．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 57，637，800円 複勝： 50，679，000円 枠連： 26，914，100円
馬連： 131，304，800円 馬単： 67，303，500円 ワイド： 62，849，000円
3連複： 157，334，900円 3連単： 332，031，600円 計： 886，054，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 290円 � 240円 枠 連（6－8） 1，510円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 630円 �� 610円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 19，570円

票 数

単勝票数 計 576378 的中 � 180608（1番人気）
複勝票数 計 506790 的中 � 135458（1番人気）� 35769（6番人気）� 45707（5番人気）
枠連票数 計 269141 的中 （6－8） 13787（6番人気）
馬連票数 計1313048 的中 �� 58315（7番人気）
馬単票数 計 673035 的中 �� 18486（10番人気）
ワイド票数 計 628490 的中 �� 26205（7番人気）�� 26996（6番人気）�� 13406（13番人気）
3連複票数 計1573349 的中 ��� 25781（16番人気）
3連単票数 計3320316 的中 ��� 12300（58番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．7―12．6―11．6―11．7―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―37．0―49．6―1：01．2―1：12．9―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エメラルスター �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．2．4 東京10着

2014．4．12生 牡4黒鹿 母 セトウチソーラー 母母 サマーヴォヤージュ 12戦3勝 賞金 40，100，000円

４レース目



（30京都3）第6日 5月6日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

228，710，000円
18，550，000円
1，240，000円
24，090，000円
62，905，500円
3，952，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
396，488，300円
572，570，800円
193，463，700円
1，004，475，400円
473，751，400円
540，348，000円
1，279，057，500円
2，016，909，900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 6，477，065，000円

総入場人員 22，386名 （有料入場人員 21，425名）
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