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13109 5月19日 晴 良 （25京都3）第10日 第1競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

611 ティボリハーモニー 牝3栗 54
51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 484－ 21：55．0 29．3�
46 サンレイフローラ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 444± 01：55．21� 143．9�
35 タマモアルバ 牝3鹿 54 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478＋ 4 〃 アタマ 38．7�
610 スカイグラフィティ 牝3芦 54 北村 友一飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 472± 01：55．41� 14．5�
22 モズマッテタワ 牝3黒鹿54 藤田 伸二北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 490＋ 6 〃 ハナ 1．6�
814 ブライダルドレス 牝3芦 54 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 466± 01：55．61� 13．5	
815 オールウェイズラブ 牝3鹿 54 川須 栄彦前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋10 〃 クビ 16．4

59 ルミアージュ 牝3栗 54 幸 英明 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：55．7クビ 5．5�
23 サダムフォルトゥナ 牝3青鹿54 藤岡 康太大西 定氏 平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474 ―1：55．91 12．3
713 オーアンジェリーナ 牝3栗 54 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 日高 中川 欽一 444＋ 41：56．11� 29．0�
34 ヤマニンサッチェル 牝3栗 54 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 430＋18 〃 アタマ 63．3�
712 ジョーココロ 牝3栗 54 柴田 大知上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 452－ 21：57．05 108．0�
47 リモンチェッロ 牝3青鹿54 秋山真一郎 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424 ―1：58．17 48．1�
58 テイエムエーデル 牝3鹿 54 岡田 祥嗣竹園 正繼氏 岩元 市三 様似 猿倉牧場 428－ 61：59．48 440．5�
11 ヒロヨーコー 牝3栗 54 田中 健竹本 弘氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 436＋ 62：00．78 169．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，477，600円 複勝： 39，752，800円 枠連： 9，150，500円
馬連： 29，198，100円 馬単： 23，192，600円 ワイド： 15，578，800円
3連複： 44，871，900円 3連単： 80，154，200円 計： 256，376，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，930円 複 勝 � 1，120円 � 4，790円 � 1，190円 枠 連（4－6） 6，410円

馬 連 �� 90，540円 馬 単 �� 234，470円

ワ イ ド �� 17，790円 �� 7，870円 �� 14，620円

3 連 複 ��� 359，960円 3 連 単 ��� 2，366，160円

票 数

単勝票数 計 144776 的中 � 3894（8番人気）
複勝票数 計 397528 的中 � 9506（7番人気）� 2109（12番人気）� 8920（8番人気）
枠連票数 計 91505 的中 （4－6） 1055（17番人気）
馬連票数 計 291981 的中 �� 238（74番人気）
馬単票数 計 231926 的中 �� 73（151番人気）
ワイド票数 計 155788 的中 �� 215（76番人気）�� 489（54番人気）�� 262（67番人気）
3連複票数 計 448719 的中 ��� 92（254番人気）
3連単票数 計 801542 的中 ��� 25（1563番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．2―13．6―12．8―12．8―12．6―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．3―50．9―1：03．7―1：16．5―1：29．1―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティボリハーモニー �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．9．29 阪神6着

2010．2．18生 牝3栗 母 ティボリサンライズ 母母 ラディカルチック 8戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロヨーコー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月19日まで平地競走

に出走できない。

13110 5月19日 晴 良 （25京都3）第10日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：06．9
1：06．5

良
良

815 スマートマーチ 牝3鹿 54 四位 洋文大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 430－ 81：10．0 18．7�
59 シンハディーパ 牝3黒鹿54 池添 謙一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 424＋ 8 〃 クビ 8．6�
816 サチノリーダース 牡3青鹿56 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 448± 01：10．1クビ 4．4�
12 サンライズウォー 牡3鹿 56 国分 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：10．31� 3．7�
36 ハギノソフィア 牝3栗 54 川田 将雅安岡美津子氏 鮫島 一歩 日高 天羽 禮治 464＋ 41：10．4� 5．0�
24 ワールドリーヴァ 牡3鹿 56 川須 栄彦�リーヴァ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム B428＋ 21：10．61� 29．9	
713 シュンケイリ 牡3鹿 56 太宰 啓介石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 450＋ 41：10．7クビ 15．3

612 メイショウソウイン 牡3鹿 56 藤田 伸二松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 赤田牧場 442＋101：10．8� 6．7�
48 サ チ ヒ メ 牝3青鹿54 村田 一誠林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 446＋16 〃 クビ 251．0�
510 アグネスリズム 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 464－ 41：11．33 18．2
611 エクスブルグ 牡3鹿 56 酒井 学前原 敏行氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 21：11．72� 30．2�
714 ハーフウェイ 牡3芦 56 岡田 祥嗣中西 功氏 矢作 芳人 新冠 風間 洋 422＋101：12．01� 196．5�
23 ロ ク マ リ ア 牝3鹿 54 浜中 俊下河�行雄氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 442 ―1：12．31� 41．5�
47 ジョーアルゴス 牡3鹿 56 幸 英明上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム 558－101：12．51� 139．5�
11 タマモブルース 牝3黒鹿54 水口 優也タマモ� 木原 一良 新冠 小泉牧場 472 ― 〃 アタマ 209．0�
35 テイエムデンゲキ 牡3黒鹿56 田中 健竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新冠 新冠橋本牧場 476－ 81：13．77 235．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，590，200円 複勝： 20，350，100円 枠連： 7，869，200円
馬連： 28，521，300円 馬単： 18，451，100円 ワイド： 13，978，500円
3連複： 41，419，700円 3連単： 59，676，700円 計： 201，856，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 600円 � 320円 � 180円 枠 連（5－8） 1，250円

馬 連 �� 6，810円 馬 単 �� 11，550円

ワ イ ド �� 2，570円 �� 1，400円 �� 960円

3 連 複 ��� 9，970円 3 連 単 ��� 101，480円

票 数

単勝票数 計 115902 的中 � 4900（8番人気）
複勝票数 計 203501 的中 � 7319（9番人気）� 15972（6番人気）� 38332（1番人気）
枠連票数 計 78692 的中 （5－8） 4658（6番人気）
馬連票数 計 285213 的中 �� 3093（25番人気）
馬単票数 計 184511 的中 �� 1179（45番人気）
ワイド票数 計 139785 的中 �� 1308（31番人気）�� 2461（20番人気）�� 3684（12番人気）
3連複票数 計 414197 的中 ��� 3069（35番人気）
3連単票数 計 596767 的中 ��� 434（320番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．5―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．0―35．5―46．8―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートマーチ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2012．9．2 新潟3着

2010．2．13生 牝3鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔騎手変更〕 テイエムデンゲキ号の騎手小坂忠士は，第2回東京競馬第9日第4競走での落馬負傷のため田中健に変更。
〔調教再審査〕 ロクマリア号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審査。

シンハディーパ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムデンゲキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月19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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ドングラッチェ号

第３回 京都競馬 第１０日



13111 5月19日 曇 良 （25京都3）第10日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50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
1：09．1
1：08．7

重
重

713 サマニトップレディ 牝3鹿 54 池添 謙一�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 442± 01：13．4 9．7�
510 リージェンシー 牝3鹿 54 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B492＋ 6 〃 クビ 11．4�
816 マ イ ア リ ア 牝3鹿 54 国分 恭介伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 456－ 4 〃 ハナ 25．9�
48 キークッキー 牝3鹿 54 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 480－ 61：13．5� 66．0�
47 プリーズドスマイル 牝3鹿 54 北村 友一 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 434± 01：13．71� 13．3	
11 メイショウメロディ 牝3鹿 54 幸 英明松本 好
氏 西浦 勝一 浦河 浦河日成牧場 444＋ 41：13．91� 6．5�
12 エリモフローラ 牝3黒鹿54 浜中 俊山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 480－ 6 〃 アタマ 4．7�
815 ウォーターチューン 牝3鹿 54 川田 将雅山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 444± 01：14．0クビ 2．5
35 アンケセナーメン 牝3栗 54 柴田 大知山上 和良氏 牧田 和弥 新冠 北星村田牧場 448＋ 41：14．42� 147．8�
714 プントインアリア 牝3鹿 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 394＋ 41：14．82� 40．7�
36 ヴェールフォンセ 牝3鹿 54 国分 優作吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 388－ 21：14．9� 599．5�
23 カネトシアルガルベ 牝3栗 54 上村 洋行兼松 利男氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 458 ―1：15．0クビ 145．8�
611 アグネスコスモス 牝3芦 54 四位 洋文渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 468＋ 61：15．21� 17．9�
59 ドルチェダモーレ 牝3芦 54 小牧 太一村 哲也氏 笹田 和秀 新ひだか 斉藤 正男 472＋141：16．05 78．8�
612 メイショウオーロラ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 和子氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 428＋ 61：16．74 355．2�
24 ナリタアルテミス 牝3栗 54 酒井 学�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 476 ―1：17．01� 19．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，018，400円 複勝： 30，479，800円 枠連： 13，824，600円
馬連： 39，432，800円 馬単： 26，280，000円 ワイド： 20，447，800円
3連複： 55，739，700円 3連単： 86，799，500円 計： 292，022，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 260円 � 320円 � 590円 枠 連（5－7） 3，830円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 7，650円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 2，410円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 25，010円 3 連 単 ��� 135，150円

票 数

単勝票数 計 190184 的中 � 15483（4番人気）
複勝票数 計 304798 的中 � 34863（4番人気）� 26023（5番人気）� 12255（8番人気）
枠連票数 計 138246 的中 （5－7） 2665（15番人気）
馬連票数 計 394328 的中 �� 6491（17番人気）
馬単票数 計 262800 的中 �� 2537（30番人気）
ワイド票数 計 204478 的中 �� 3760（18番人気）�� 2080（26番人気）�� 1598（32番人気）
3連複票数 計 557397 的中 ��� 1645（68番人気）
3連単票数 計 867995 的中 ��� 474（364番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．3―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．5―47．8―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サマニトップレディ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．18 京都9着

2010．3．27生 牝3鹿 母 クリームパフ 母母 サマニベッピン 8戦1勝 賞金 9，500，000円
〔制裁〕 サマニトップレディ号の騎手池添謙一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）・・・ナリタアルテミス号の騎手酒井学は，競走中に左あぶみ革の尾錠が外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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロングサリア号
（非抽選馬） 2頭 タニノセレナーデ号・バーレスク号

13112 5月19日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都3）第10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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：11．2良・重

814 ロードアリエス 牡8黒鹿60 高田 潤 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム 514－ 83：13．2 1．6�
813 ヴィーヴァギブソン 牡6鹿 60 西谷 誠芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 514± 03：13．83� 5．3�
45 クレバーベスト �5鹿 60

57 ▲森 一馬 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 460± 03：16．0大差 20．4�
22 � ネオファッショ 牡5鹿 60 難波 剛健西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 484± 03：16．1	 12．6�
46 クレバーキング 牡5鹿 60 植野 貴也 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 484＋ 23：16．2� 7．3�
11 ユニバーサルアゲン 牡5鹿 60 草野 太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 442－103：16．3	 89．8	
57 パルクエスト 牝7鹿 58 田村 太雅木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 510＋143：17．910 155．4

69 ハートビートボーイ 牡4黒鹿59 平沢 健治橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 494－ 2 〃 ハナ 162．0�
610 オンワードアマンド 牝4鹿 57 高野 和馬樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 452－ 63：18．53� 141．2�
33 ダイヤモンドムーン 牝6黒鹿58 北沢 伸也岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 516± 03：19．35 13．7
34 タマモクリエイト 牡8鹿 60 熊沢 重文タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 524± 03：19．4� 34．9�
712� エスケイタイガー 牡4黒鹿59 黒岩 悠中島 稔氏 加藤 敬二 日高 日西牧場 448＋ 23：26．9大差 270．2�
711 イルテアトリーノ 牝4黒鹿57 大江原 圭岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 492－10 （競走中止） 319．7�
58 タマモブラウン 牡5鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 502＋ 2 （競走中止） 33．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，494，400円 複勝： 22，224，500円 枠連： 12，927，700円
馬連： 28，816，400円 馬単： 25，520，900円 ワイド： 15，299，700円
3連複： 44，848，700円 3連単： 91，524，600円 計： 256，656，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 220円 枠 連（8－8） 340円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 200円 �� 560円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 4，650円

票 数

単勝票数 計 154944 的中 � 78209（1番人気）
複勝票数 計 222245 的中 � 75872（1番人気）� 37413（2番人気）� 18454（5番人気）
枠連票数 計 129277 的中 （8－8） 28910（2番人気）
馬連票数 計 288164 的中 �� 63508（1番人気）
馬単票数 計 255209 的中 �� 37016（1番人気）
ワイド票数 計 152997 的中 �� 24625（1番人気）�� 6112（6番人気）�� 3220（14番人気）
3連複票数 計 448487 的中 ��� 15815（6番人気）
3連単票数 計 915246 的中 ��� 14533（8番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 52．8－3F 40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
14＝13－5－3，6－1（7，10）－2，4＝9＝12
14＝13－6，1，3－5－2，10－（7，9）－4＝12

�
�
14＝13＝（5，3，6）10（1，7）2－4＝9＝12
14＝13＝6－1－5（3，2）－9（7，10）＝4＝12

勝馬の
紹 介

ロードアリエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Unbridled デビュー 2008．2．11 京都1着

2005．4．8生 牡8黒鹿 母 レディバラード 母母 Angelic Song 障害：3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔騎手変更〕 オンワードアマンド号の騎手小坂忠士は，第2回東京競馬第9日第4競走での落馬負傷のため高野和馬に変更。
〔競走中止〕 タマモブラウン号・イルテアトリーノ号は，1周目3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。
※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 アプフェルヴァイン号



13113 5月19日 曇 良 （25京都3）第10日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時10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

23 ミッキーサクセス 牡3栗 56 川田 将雅野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492± 02：00．7 1．9�
36 ト リ ガ ー 牡3鹿 56 小牧 太石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 B470＋ 4 〃 ハナ 5．7�
59 シゲルオヒツジザ 牡3青 56 北村 友一森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 462＋ 42：00．91� 6．9�
47 トウカイプリーズ 牡3鹿 56 幸 英明内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 460－ 62：01．43 18．8�
24 モ ズ ダ イ コ 牡3黒鹿56 柴田 大知北側 雅司氏 小崎 憲 浦河 大北牧場 476－ 4 〃 クビ 37．9�
816 スリーラグタイム 牡3黒鹿56 熊沢 重文永井商事� 小野 幸治 浦河 辻 牧場 434－ 82：01．5クビ 28．0	
611 ワイドワンダー 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 482－ 22：01．6� 5．5

11 ホットサマーホット 牡3鹿 56 国分 恭介 �三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 450± 0 〃 クビ 55．8�
815 ブロードスター �3鹿 56 岡田 祥嗣安原 浩司氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 470－ 42：02．13 146．9
510 クリノサガルマータ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼栗本 博晴氏 武田 博 新冠 長浜牧場 440－ 62：02．2� 493．2�
714 アルテッツァ 牝3鹿 54 村田 一誠森川 満氏 荒川 義之 浦河 杵臼斉藤牧場 428－102：02．83� 264．5�
12 ウイズビガー 牡3栗 56 上村 洋行�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 516－142：03．01� 138．6�
48 カツラノジュピター 牡3鹿 56 竹之下智昭桂土地� 庄野 靖志 日高 小西 章 456－10 〃 クビ 294．3�
713 スリーマーゴーン 牡3芦 56 酒井 学永井商事� 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 462－122：03．21� 192．8�
35 アキノライセンス 牡3鹿 56 川須 栄彦穐吉 正孝氏 羽月 友彦 新ひだか 松田牧場 492－ 62：03．51� 15．1�
612 テイエムパラディー 牡3鹿 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 テイエム牧場日高支場 B478 ―2：04．35 199．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，587，300円 複勝： 31，240，100円 枠連： 11，551，400円
馬連： 41，918，800円 馬単： 32，413，600円 ワイド： 22，726，000円
3連複： 59，998，900円 3連単： 113，356，400円 計： 330，792，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 180円 � 170円 枠 連（2－3） 340円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 290円 �� 230円 �� 400円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，740円

票 数

単勝票数 計 175873 的中 � 73328（1番人気）
複勝票数 計 312401 的中 � 90788（1番人気）� 39467（4番人気）� 44795（2番人気）
枠連票数 計 115514 的中 （2－3） 25771（1番人気）
馬連票数 計 419188 的中 �� 61368（1番人気）
馬単票数 計 324136 的中 �� 31000（1番人気）
ワイド票数 計 227260 的中 �� 19263（3番人気）�� 26965（1番人気）�� 12938（4番人気）
3連複票数 計 599989 的中 ��� 50377（1番人気）
3連単票数 計1133564 的中 ��� 30590（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．3―12．3―12．2―12．2―11．7―11．6―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．2―36．5―48．8―1：01．0―1：13．2―1：24．9―1：36．5―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーサクセス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．19 小倉2着

2010．4．8生 牡3栗 母 サファイヤコースト 母母 リッジフィールド 9戦1勝 賞金 14，550，000円
〔制裁〕 シゲルオヒツジザ号の騎手北村友一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※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） 3頭 サンライズシルバー号・メイショウゴリン号・メイショウミヤジマ号

13114 5月19日 雨 良 （25京都3）第10日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

89 アムールポエジー 牝3栗 54 秋山真一郎吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 492－ 21：53．1 2．7�
11 コウエイアース 牡3鹿 56 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 452－ 61：53．2� 3．0�
77 ロンギングエース 牡3鹿 56 川須 栄彦坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：53．3� 21．2�
22 タガノビリーヴィン 牡3黒鹿56 川田 将雅八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 480－ 21：53．72� 6．9�
44 ローレルベロボーグ 牡3黒鹿56 浜中 俊 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 492－ 41：54．33� 6．9�
33 マイティウォリアー 牡3栗 56 幸 英明	日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 478＋101：54．83 13．9

66 メイショウソレイユ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 448－ 21：55．65 90．8�
88 ハヤブサユウサン 牝3鹿 54 北村 友一武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442－ 21：56．02� 91．2�
55 ブルーバレット 牝3黒鹿54 四位 洋文泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 456＋ 41：57．7大差 9．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，636，000円 複勝： 29，119，800円 枠連： 7，542，000円
馬連： 40，261，700円 馬単： 31，321，400円 ワイド： 18，732，900円
3連複： 52，470，600円 3連単： 126，418，100円 計： 328，502，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 140円 � 400円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 190円 �� 850円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 7，600円

票 数

単勝票数 計 226360 的中 � 67764（1番人気）
複勝票数 計 291198 的中 � 58484（2番人気）� 71476（1番人気）� 12980（7番人気）
枠連票数 計 75420 的中 （1－8） 13650（1番人気）
馬連票数 計 402617 的中 �� 71655（1番人気）
馬単票数 計 313214 的中 �� 34218（1番人気）
ワイド票数 計 187329 的中 �� 32600（1番人気）�� 4652（14番人気）�� 4104（16番人気）
3連複票数 計 524706 的中 ��� 15881（10番人気）
3連単票数 計1264181 的中 ��� 12290（22番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．9―12．6―12．6―12．5―12．6―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．6―49．2―1：01．8―1：14．3―1：26．9―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アムールポエジー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．3 京都5着

2010．4．7生 牝3栗 母 ハッピーリクエスト 母母 エイプリルソネット 7戦2勝 賞金 15，450，000円



13115 5月19日 雨 良 （25京都3）第10日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時10分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

815 アサクサティアラ 牝3青鹿54 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 426＋ 41：34．2 3．8�
48 イリュミナンス 牝3鹿 54 川須 栄彦中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 482＋121：34．41� 4．1�
35 ダンツカナリー 牝3青鹿54 上村 洋行山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 458－ 6 〃 クビ 22．9�
47 サ ト ノ ネ ネ 牝3鹿 54 藤岡 康太里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 448± 01：34．5� 75．3�
12 ベアトリッツ 牝3鹿 54 藤田 伸二 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 420＋ 6 〃 クビ 34．7�
24 アニマトゥール 牝3黒鹿54 川田 将雅 	社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 450＋ 81：34．6� 10．2

59 リオグランデ 牝3鹿 54 小牧 太 	キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 61：34．7� 24．7�
612 シンジュボシ 牝3栗 54 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 476－ 2 〃 ハナ 15．5�
23 � イエスミートゥー 牝3栗 54 酒井 学沖田 正憲氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 462± 01：35．12� 327．1
713 ネオヴィクトリア 牝3黒鹿54 池添 謙一小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：35．2クビ 36．8�
714 ジーブラック 牝3芦 54 幸 英明�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 436＋101：35．3� 66．2�
11 ビ リ オ ネ ア 牝3鹿 54 太宰 啓介間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 416－ 41：35．51� 180．0�
510 ディレットリーチェ 牝3栗 54 国分 恭介飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B490± 01：36．45 102．4�
816 グッバイタキオン 牝3黒鹿54 北村 友一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B456± 01：36．82� 83．3�
36 オ ツ ウ 牝3鹿 54 秋山真一郎大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460－101：37．97 3．5�
611 スイートメドゥーサ 牝3芦 54 浜中 俊�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 8 （競走中止） 10．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，346，100円 複勝： 47，136，400円 枠連： 15，533，400円
馬連： 65，097，500円 馬単： 38，522，500円 ワイド： 29，853，000円
3連複： 86，858，700円 3連単： 133，681，000円 計： 446，028，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 170円 � 500円 枠 連（4－8） 920円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，500円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 8，400円 3 連 単 ��� 33，100円

票 数

単勝票数 計 293461 的中 � 62343（2番人気）
複勝票数 計 471364 的中 � 94496（1番人気）� 85962（3番人気）� 17673（7番人気）
枠連票数 計 155334 的中 （4－8） 12518（5番人気）
馬連票数 計 650975 的中 �� 56294（3番人気）
馬単票数 計 385225 的中 �� 15126（6番人気）
ワイド票数 計 298530 的中 �� 22973（3番人気）�� 4618（17番人気）�� 4687（16番人気）
3連複票数 計 868587 的中 ��� 7637（25番人気）
3連単票数 計1336810 的中 ��� 2981（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．0―46．9―58．6―1：10．0―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アサクサティアラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2013．3．3 阪神2着

2010．3．30生 牝3青鹿 母 ミルグレイン 母母 Mill Line 4戦2勝 賞金 16，400，000円
〔発走状況〕 スイートメドゥーサ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 スイートメドゥーサ号は，発走直後に急に外側に逃避したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スイートメドゥーサ号は，平成25年5月20日から平成25年6月18日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※ダンツカナリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13116 5月19日 雨 良 （25京都3）第10日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時40分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：44．7
1：44．1

良
良

714 セ シ リ ア 牝4栗 55 岡田 祥嗣田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 440＋ 61：47．1 26．6�
818 フ ィ エ ロ 牡4青鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 クビ 3．2�
12 デウスウルト �5黒鹿57 秋山真一郎吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474＋121：47．41	 18．9�
817 アドマイヤバートン 牡5栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 482± 01：47．61
 7．7�
713 スマッシュスマイル 牡5栃栗57 藤田 伸二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 504＋ 61：47．7� 8．6	
23 � トーセンサミット 牡4青鹿57 四位 洋文島川 
哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 500＋ 2 〃 ハナ 10．2�
510 ジ ェ ラ ル ド 牡4栗 57 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：47．8クビ 10．5�
35 � メイショウテッサイ 牡5鹿 57 小牧 太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 500± 01：47．9� 10．1
48 グインネヴィア 牝4栗 55 国分 優作 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 0 〃 クビ 29．3�
816 テーオーレジェンド 牡4栗 57 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 61：48．0� 4．5�
11 キョウワレイ 牝4鹿 55 国分 恭介�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 476＋ 2 〃 アタマ 114．8�
59 マイネルオラシオン 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 むかわ 市川牧場 472＋ 61：48．1� 180．5�
47 � タツスティンガー 牡4鹿 56 北村 友一 �アールエスエーカントリ鮫島 一歩 豪 Woodside Park

Stud Pty Ltd 516－ 21：48．31� 134．9�
715 クラウンエンビー 牡4栗 57 池添 謙一矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 454－ 41：48．4� 79．2�
612 ビ ッ ク ケ ン 牡4鹿 57 幸 英明小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 474＋ 81：48．61� 137．6�
36 � リッカシェクル 牡4鹿 57 酒井 学立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 B418＋ 81：48．7クビ 293．7�
24 � ダンツフォワード 牡4栗 57 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 428－21 〃 クビ 146．7�
611� ビコーワンダフル 牝4栗 55 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 426－141：49．33� 375．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，180，700円 複勝： 38，432，100円 枠連： 20，440，400円
馬連： 58，384，200円 馬単： 36，845，100円 ワイド： 27，990，600円
3連複： 77，022，600円 3連単： 118，119，000円 計： 400，414，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，660円 複 勝 � 570円 � 200円 � 460円 枠 連（7－8） 430円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 17，450円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 6，780円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 35，050円 3 連 単 ��� 257，910円

票 数

単勝票数 計 231807 的中 � 6888（9番人気）
複勝票数 計 384321 的中 � 15610（9番人気）� 63351（1番人気）� 20220（8番人気）
枠連票数 計 204404 的中 （7－8） 35390（2番人気）
馬連票数 計 583842 的中 �� 6691（26番人気）
馬単票数 計 368451 的中 �� 1559（61番人気）
ワイド票数 計 279906 的中 �� 3236（27番人気）�� 993（45番人気）�� 5245（20番人気）
3連複票数 計 770226 的中 ��� 1622（99番人気）
3連単票数 計1181190 的中 ��� 338（631番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．7―11．8―11．6―12．1―12．2―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―35．6―47．4―59．0―1：11．1―1：23．3―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 14，15－18，9（7，8）（1，2，10）（4，11）17，13，3（16，12）5，6 4 14－15，18（9，8）（7，2，10，11）（17，4）（1，13）（3，16）（5，6，12）

勝馬の
紹 介

セ シ リ ア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2011．12．3 阪神2着

2009．3．15生 牝4栗 母 マ シ ュ ー ル 母母 Veil of Avalon 13戦2勝 賞金 21，400，000円
※クラウンエンビー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13117 5月19日 雨 良 （25京都3）第10日 第9競走 ��
��2，400�

からすま

烏丸ステークス
発走14時15分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，24．5．19以降25．5．12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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

811 ニューダイナスティ 牡4鹿 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 62：25．0 4．3�

710 ピクシープリンセス 牝5鹿 55 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448± 0 〃 クビ 3．7�

68 シゲルササグリ 牡4黒鹿55 幸 英明森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 500－ 22：25．21 14．3�
44 ラブイズブーシェ 牡4黒鹿55 国分 恭介小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 464＋ 22：25．41 23．2�
812 ス ノ ー ド ン 牡4黒鹿54 北村 友一 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 2 〃 クビ 33．4�
11 タイキプレミアム 牡4鹿 55 小牧 太�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 472＋ 42：25．5� 19．0	
56 サフランディライト 牡5鹿 55 藤岡 康太海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 488＋ 42：26．24 7．4

33 オーヴァージョイド 牡5鹿 54 酒井 学 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 524＋ 22：26．62� 17．8�
67 メイショウドンタク 牡7黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 504－ 62：27．02� 67．2�
79 マ ナ ク ー ラ 牡7黒鹿54 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 492＋182：27．1クビ 92．9�
55 ナンヨースラッガー 牡6芦 51 竹之下智昭中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 510－ 22：27．52� 258．9�
22 エックスマーク 牡4鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 （競走中止） 3．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，931，300円 複勝： 53，669，900円 枠連： 15，523，500円
馬連： 87，600，400円 馬単： 52，373，100円 ワイド： 36，219，700円
3連複： 108，767，600円 3連単： 214，865，400円 計： 600，950，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 160円 � 260円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 410円 �� 780円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 13，000円

票 数

単勝票数 計 319313 的中 � 59183（3番人気）
複勝票数 計 536699 的中 � 97033（2番人気）� 96157（3番人気）� 45714（5番人気）
枠連票数 計 155235 的中 （7－8） 15264（3番人気）
馬連票数 計 876004 的中 �� 71531（3番人気）
馬単票数 計 523731 的中 �� 19012（7番人気）
ワイド票数 計 362197 的中 �� 23380（3番人気）�� 11210（8番人気）�� 9605（11番人気）
3連複票数 計1087676 的中 ��� 25142（9番人気）
3連単票数 計2148654 的中 ��� 12202（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．0―35．3―48．2―1：00．7―1：13．2―1：26．2―1：38．4―1：50．1―2：01．6―2：12．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニューダイナスティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー 2011．11．27 京都2着

2009．2．16生 牡4鹿 母 ダイナズクラブ 母母 Dancey Kate 13戦4勝 賞金 60，736，000円
〔競走中止〕 エックスマーク号は，競走中に異常歩様となったため決勝線手前で競走中止。
〔調教再審査〕 エックスマーク号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※ナンヨースラッガー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13118 5月19日 雨 良 （25京都3）第10日 第10競走 ��
��1，800�

しょうりゅう

昇竜ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
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1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

12 クリソライト 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：51．6 2．6�
713� エーシンゴールド 牡3鹿 56 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 RMF Thor-

oughbreds 524＋ 41：51．7	 4．0�
36 マイネルクロップ 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 488－ 21：52．44 8．2�
23 クリノヒマラヤオー 牡3黒鹿56 村田 一誠栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 462＋ 61：52．71
 29．1�
714 カリスマサンタイム 牡3黒鹿56 国分 優作畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 490－ 21：52．8	 130．6	
47 アドマイヤイバマ 牡3芦 56 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：52．9	 78．7

510 ショウナンダイラ 牡3鹿 56 四位 洋文�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 21：53．0	 114．8�
35 ソ ロ ル 牡3黒鹿56 池添 謙一 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 478＋ 3 〃 クビ 12．4�
11 イスカンダル 牡3鹿 56 岡田 祥嗣前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480± 01：53．21� 160．9
611� サトノプリンシパル 牡3鹿 56 川須 栄彦里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida 530－ 2 〃 ハナ 3．9�
815 ランミネルバ 牝3鹿 54 酒井 学�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 452＋ 81：53．94 66．4�
816 サトノイクシード 牡3鹿 56 国分 恭介里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 516± 01：54．22 52．8�
24 タガノハピネス 牝3鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 81：54．83	 223．8�
48 � ティズトレメンダス 牝3鹿 54 幸 英明岡田 牧雄氏 佐山 優 米 Morgan’s

Ford Farm 490＋ 8 〃 クビ 20．9�
612 ロードクラヴィウス 牡3鹿 56 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか 酒井 秀紀 476＋ 61：54．9
 217．3�

（15頭）
59 � レアヴェントゥーレ 牡3芦 56 浜中 俊小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing

Stable LLC ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 42，071，800円 複勝： 69，534，700円 枠連： 27，443，000円
馬連： 124，658，700円 馬単： 71，735，300円 ワイド： 48，298，100円
3連複： 154，361，300円 3連単： 298，856，500円 計： 836，959，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 150円 � 190円 枠 連（1－7） 460円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 240円 �� 380円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 差引計 420718（返還計 537） 的中 � 130620（1番人気）
複勝票数 差引計 695347（返還計 543） 的中 � 176170（1番人気）� 129012（3番人気）� 81296（4番人気）
枠連票数 差引計 274430（返還計 11） 的中 （1－7） 44782（1番人気）
馬連票数 差引計1246587（返還計 3418） 的中 �� 198777（1番人気）
馬単票数 差引計 717353（返還計 2212） 的中 �� 65562（1番人気）
ワイド票数 差引計 482981（返還計 1389） 的中 �� 56742（1番人気）�� 30711（4番人気）�� 24303（6番人気）
3連複票数 差引計1543613（返還計 8179） 的中 ��� 102573（2番人気）
3連単票数 差引計2988565（返還計 16990） 的中 ��� 59345（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．1―48．9―1：01．6―1：14．1―1：26．5―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3
4（11，12）（5，13）6（3，16）（2，7，10）14，1，15，8・（4，11）（5，12）（6，13）3（2，16，7）14（1，8，10）15

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

勝馬の
紹 介

クリソライト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．7．7 中京2着

2010．2．2生 牡3鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 8戦3勝 賞金 48，768，000円
〔出走取消〕 レアヴェントゥーレ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ソロル号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

マイネルクロップ号の騎手柴田大知は，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：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 キンショータイム号・タッチザターゲット号・ドコフクカゼ号
（非抽選馬） 2頭 コスモコルデス号・タンスチョキン号

１レース目



13119 5月19日 雨 良 （25京都3）第10日 第11競走 ��
��1，200�

ふかくさ

深草ステークス
発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

816 ノーザンリバー 牡5鹿 57 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 480－ 21：10．7 1．9�
611 ケージーハヤブサ 牡4鹿 57 浜中 俊川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 496－ 21：10．91� 5．2�
11 カシノインカローズ 牝4鹿 55 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 452＋ 4 〃 アタマ 24．9�
59 	 キモンレッド 牝5栗 55 川田 将雅小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 472＋ 41：11．11
 63．0�
36 ホクセツダンス 牝5栗 55 池添 謙一平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 446＋12 〃 アタマ 25．2�
714� シゲルソウサイ 牡5鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 510－ 4 〃 アタマ 31．7�
24 トーホウプリンセス 牝6栗 55 嘉藤 貴行東豊物産	 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム 512－ 61：11．31� 18．1

48 ヤマノサファイア 牡5栗 57 国分 優作澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 442± 01：11．4クビ 10．2�
35 フォルテリコルド 牡4鹿 57 秋山真一郎 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－14 〃 クビ 56．2
510 クランチタイム 牡5鹿 57 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 502－101：12．14 8．7�
47 ワンダースピンドル 牡5黒鹿57 柴田 大知山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 486＋101：12．2� 146．4�
815	 モエレジュンキン 牡6鹿 57 水口 優也鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 B466＋ 21：12．3クビ 254．7�
612 キクノフレヴァン 牡7鹿 57 熊沢 重文菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 490＋ 21：12．62 211．0�
713 スズカジョンブル 牡4鹿 57 村田 一誠永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 456＋ 61：12．7
 62．0�
23 サザンブレイズ 牡5栗 57 川須 栄彦南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 488＋ 4 〃 ハナ 14．9�
12 コウエイフラッシュ 7鹿 57 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 480－ 61：12．91� 32．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，391，000円 複勝： 66，550，400円 枠連： 43，312，200円
馬連： 185，473，800円 馬単： 107，158，200円 ワイド： 61，366，500円
3連複： 240，615，600円 3連単： 463，831，500円 計： 1，209，699，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 � 470円 枠 連（6－8） 520円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 270円 �� 860円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 7，170円

票 数

単勝票数 計 413910 的中 � 172950（1番人気）
複勝票数 計 665504 的中 � 207968（1番人気）� 104043（2番人気）� 23769（9番人気）
枠連票数 計 433122 的中 （6－8） 62450（1番人気）
馬連票数 計1854738 的中 �� 271642（1番人気）
馬単票数 計1071582 的中 �� 105566（1番人気）
ワイド票数 計 613665 的中 �� 67741（1番人気）�� 16297（9番人気）�� 11011（15番人気）
3連複票数 計2406156 的中 ��� 58855（6番人気）
3連単票数 計4638315 的中 ��� 47758（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―45．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーザンリバー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Machiavellian デビュー 2010．9．11 札幌2着

2008．4．12生 牡5鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady 10戦4勝 賞金 80，477，000円
〔騎手変更〕 フォルテリコルド号の騎手小坂忠士は，第2回東京競馬第9日第4競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。
※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 ウッドシップ号・オメガホームラン号・カフェレジェンド号・シルバーキセキ号・マルコフジ号

13120 5月19日 雨 良 （25京都3）第10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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

11 ブルーハーツクライ 牡4栗 57 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 494－ 21：34．8 10．1�
45 プレノタート 牝4鹿 55 幸 英明有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 460－ 6 〃 クビ 21．3�
33 カピオラニパレス 牡5芦 57 北村 友一横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 508－ 61：34．9クビ 2．0�
44 グッドカフェ �5青鹿57 藤岡 康太杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 480－ 8 〃 クビ 45．3�
68 ルナフォンターナ 牝4栗 55 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464± 01：35．21	 15．8�
57 ウォーターサムデイ 牡7鹿 57 秋山真一郎山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 470－10 〃 クビ 174．0	
812 タガノザイオン 牡6鹿 57 川田 将雅八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B488＋ 61：35．41
 7．7

813 ゴールドベル 牡4黒鹿57 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 472－ 8 〃 クビ 10．4�
69 ウィザーズポケット 牡4鹿 57 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 454－ 2 〃 アタマ 5．1
22 � サカジロスイセイ 牡4鹿 57 酒井 学ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 長谷部牧場 504＋ 61：35．71	 231．6�
56 アンプレシオネ 牝8芦 55 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル 464＋ 21：35．8	 61．5�
710� エーシンスピーダー 牡4栗 57 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC 472－ 41：36．22 72．2�
711 デ コ ル テ 牝6黒鹿55 浜中 俊谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 474＋ 21：37．810 19．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，635，200円 複勝： 56，217，500円 枠連： 32，055，600円
馬連： 117，586，900円 馬単： 76，248，400円 ワイド： 46，906，600円
3連複： 155，046，000円 3連単： 337，136，100円 計： 864，832，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 240円 � 330円 � 120円 枠 連（1－4） 5，330円

馬 連 �� 7，320円 馬 単 �� 14，250円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 340円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 35，620円

票 数

単勝票数 計 436352 的中 � 34196（4番人気）
複勝票数 計 562175 的中 � 51380（4番人気）� 32550（7番人気）� 186044（1番人気）
枠連票数 計 320556 的中 （1－4） 4446（16番人気）
馬連票数 計1175869 的中 �� 11865（25番人気）
馬単票数 計 762484 的中 �� 3949（42番人気）
ワイド票数 計 469066 的中 �� 5944（24番人気）�� 37854（2番人気）�� 17625（7番人気）
3連複票数 計1550460 的中 ��� 37264（11番人気）
3連単票数 計3371361 的中 ��� 6986（112番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―11．5―11．9―12．0―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．0―46．5―58．4―1：10．4―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーハーツクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．7．16 京都3着

2009．3．17生 牡4栗 母 ブルーベルベット 母母 ウメノアスコット 16戦3勝 賞金 30，594，000円
※アンプレシオネ号・ウォーターサムデイ号は，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



（25京都3）第10日 5月19日（日曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

211，490，000円
2，080，000円
5，660，000円
1，460，000円
19，140，000円
66，425，000円
5，250，800円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
312，360，000円
504，708，100円
217，173，500円
846，950，600円
540，062，200円
357，398，200円
1，122，021，300円
2，124，419，000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 6，025，092，900円

総入場人員 22，353名 （有料入場人員 20，454名）
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