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13133 5月26日 晴 良 （25京都3）第12日 第1競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

47 ウインクルキラリ 牝3栗 54 熊沢 重文塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 466＋ 82：01．8 23．3�
35 ウエスタンレベッカ 牝3鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 436＋142：02．01� 6．0�
510 クーファゲルニカ 牝3青 54 浜中 俊大迫久美子氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482＋102：02．1� 2．5�
59 メイショウグレア 牝3鹿 54

52 △中井 裕二松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 418＋ 62：02．41� 13．5�
611 ラ カ 牝3鹿 54 北村 友一 �グリーンファーム松田 博資 千歳 社台ファーム 430－ 42：02．61 4．9�
11 チョウワンダー 牝3鹿 54 太宰 啓介丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 438± 02：02．91� 20．3	
714 シナジーウィスパー 牝3黒鹿54 川須 栄彦 
サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444＋ 6 〃 クビ 8．7�
36 ナンヨーカノン 牝3青鹿54 吉田 隼人中村 德也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム 456＋ 82：03．0クビ 16．0�
24 ヤマニンプードレ 牝3芦 54

51 ▲岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 448－ 6 〃 クビ 39．4
612 ドリーミートーツ 牝3青鹿54 松田 大作吉田 和美氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 452＋102：03．1クビ 114．3�
815 ウインマルゲリータ 牝3黒鹿54 酒井 学�ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 432－ 62：03．31� 191．2�
48 ミラクルセレーネ 牝3鹿 54 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 坂本牧場 446＋ 22：03．72� 151．1�
12 ソルダテッサ 牝3鹿 54 池添 謙一 
社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 440＋122：04．01� 17．3�
713 アエテウレシイ 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 B474＋ 62：04．21� 31．8�
23 プリンセスナナミ 牝3栗 54 国分 優作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 534－ 42：04．94 236．8�
816 ツカサリバティー 牝3鹿 54 秋山真一郎中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 450＋ 42：06．28 247．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，030，000円 複勝： 36，337，500円 枠連： 12，103，900円
馬連： 45，623，300円 馬単： 31，316，700円 ワイド： 22，946，100円
3連複： 66，806，100円 3連単： 101，993，100円 計： 338，156，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，330円 複 勝 � 510円 � 170円 � 140円 枠 連（3－4） 4，060円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 12，790円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 1，340円 �� 310円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 59，410円

票 数

単勝票数 計 210300 的中 � 7134（9番人気）
複勝票数 計 363375 的中 � 12720（9番人気）� 58733（3番人気）� 95887（1番人気）
枠連票数 計 121039 的中 （3－4） 2202（13番人気）
馬連票数 計 456233 的中 �� 8261（17番人気）
馬単票数 計 313167 的中 �� 1808（49番人気）
ワイド票数 計 229461 的中 �� 4129（19番人気）�� 3905（20番人気）�� 20925（1番人気）
3連複票数 計 668061 的中 ��� 10179（14番人気）
3連単票数 計1019931 的中 ��� 1267（176番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．3―12．8―12．9―12．9―11．8―11．3―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．2―49．0―1：01．9―1：14．8―1：26．6―1：37．9―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
7，16（5，13）10，12，8，14，1（3，9，15）11（2，4，6）
7（5，14）（10，13）（16，12）（8，1，11）（9，15，6）（3，4）2

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

勝馬の
紹 介

ウインクルキラリ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．11．17 京都8着

2010．3．15生 牝3栗 母 ウインクルグラス 母母 ポ ー サ ー 6戦1勝 賞金 7，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を9時51分に変更。
〔制裁〕 ドリーミートーツ号の騎手松田大作は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

クーファゲルニカ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

13134 5月26日 晴 良 （25京都3）第12日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：21．9
1：21．5

重
不良

24 ドニカナルボーイ 牡3黒鹿56 浜中 俊廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 450± 01：25．2 4．6�
714 ゼンノコンゴウ 牡3栗 56

54 △菱田 裕二大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 478＋ 4 〃 クビ 1．7�
713 ラフジェントリー 牡3黒鹿56 松田 大作今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B478－ 61：25．3クビ 30．7�
36 ヒラボクプリンス 牡3鹿 56 北村 友一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 482 ―1：25．4� 73．0�
48 シゲルコギツネザ 牝3栗 54 小牧 太森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 沖田 繁 458± 01：26．35 59．8�
815 ウォーターポルトス 牡3栗 56 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 486－121：26．4� 6．7	
611 カーヴィシャス 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二 
キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：26．5クビ 39．9�
816 サトノデプロマット 牡3黒鹿56 丸山 元気里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 490± 0 〃 アタマ 11．1�
12 ナリタカマー 牡3黒鹿56 酒井 学�オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 478＋ 81：26．6� 30．1
59 スカイノインチャン 牝3栗 54 荻野 琢真江 賦晨氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 516－141：26．7� 51．7�
35 キセキノチャンス 牝3栗 54 吉田 隼人深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 482＋ 21：27．55 29．6�
23 スリーダッシュ 牡3黒鹿56 小林 徹弥永井商事� 藤岡 範士 浦河 村中牧場 442－121：27．6� 308．0�
11 ビューティルック 牝3栗 54 秋山真一郎長谷川光司氏 野村 彰彦 浦河 ヒダカフアーム 436 ―1：27．91� 75．9�
612 ファミリータイズ 牡3鹿 56 国分 優作深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 山本 昇寿 462＋121：28．43 71．1�
47 ドンレジェンド 牡3栗 56 高倉 稜山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 478＋10 〃 ハナ 420．3�
510 ル ツ ェ ル ン 牡3栗 56 川須 栄彦石川 幸司氏 牧浦 充徳 日高 豊郷牧場 506＋ 61：29．78 556．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，426，600円 複勝： 63，115，200円 枠連： 13，820，800円
馬連： 43，953，100円 馬単： 38，625，100円 ワイド： 26，110，700円
3連複： 68，509，200円 3連単： 138，549，700円 計： 417，110，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 110円 � 530円 枠 連（2－7） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，980円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 15，030円

票 数

単勝票数 計 244266 的中 � 42536（2番人気）
複勝票数 計 631152 的中 � 87208（2番人気）� 355180（1番人気）� 11967（7番人気）
枠連票数 計 138208 的中 （2－7） 32290（2番人気）
馬連票数 計 439531 的中 �� 98742（1番人気）
馬単票数 計 386251 的中 �� 32654（3番人気）
ワイド票数 計 261107 的中 �� 49253（1番人気）�� 2629（19番人気）�� 5838（9番人気）
3連複票数 計 685092 的中 ��� 15389（9番人気）
3連単票数 計1385497 的中 ��� 6805（39番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドニカナルボーイ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ナリタハヤブサ デビュー 2012．7．14 中京10着

2010．1．9生 牡3黒鹿 母 アンプルカット 母母 ギヤラントミシー 4戦1勝 賞金 7，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 エーシンプレジャー号

第３回 京都競馬 第１２日



13135 5月26日 晴 良 （25京都3）第12日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時50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
1：44．7
1：44．1

良
良

12 カレンバッドボーイ 牡3鹿 56 川須 栄彦鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：48．0 2．3�
59 エターナルトルース 牝3黒鹿54 四位 洋文五影 慶則氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 418＋141：48．32 67．9�
510 メイショウエゾフジ 牡3黒鹿 56

53 ▲森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 472＋ 2 〃 ハナ 5．1�
611 リッシュレーヴ 牡3鹿 56 吉田 隼人山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 472＋ 21：48．93� 13．6�
23 ノアオーカン 牡3黒鹿56 太宰 啓介杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 468± 0 〃 クビ 25．5�
818 メイショウバッカス 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 460± 01：49．0クビ 7．7�
714 フ ロ レ ン ト 牡3黒鹿56 小牧 太杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ

ファーム 462± 01：49．21� 15．6	
48 ヴィンチトーレ 牡3栗 56 松田 大作深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 482－ 61：49．41 7．0

11 サークルオブライフ 牡3栗 56 小林 徹弥 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B462＋ 6 〃 アタマ 23．2�
35 キラキラムーン 牝3鹿 54 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 428－ 21：49．61� 214．3
713 ストリボーグ 牡3鹿 56 国分 優作 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 450＋12 〃 ハナ 455．9�
817 オ ム ニ バ ス 牡3青鹿56 池添 謙一 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 474＋ 61：49．81� 25．1�
24 トップスタート 牡3栗 56 岡田 祥嗣�コオロ 坂口 正則 新冠 ムラカミファーム 418－ 21：50．01 513．3�
612 モズムラクモ 牡3栗 56 丸山 元気北側 雅司氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 438－ 41：50．1� 26．0�
47 ウィザウィル 牡3黒鹿56 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 500 ― 〃 クビ 402．9�
715 スリーゴルゴン 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 402＋ 51：50．52� 470．3�
816 リ ジ カ ー レ 牡3栗 56

54 △菱田 裕二吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 クビ 46．9�
36 ラ ヴ ビ ー ム 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 538 ―1：51．03 95．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，378，700円 複勝： 42，111，900円 枠連： 14，991，500円
馬連： 54，118，700円 馬単： 37，623，300円 ワイド： 29，237，200円
3連複： 74，378，200円 3連単： 113，418，000円 計： 392，257，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 1，330円 � 180円 枠 連（1－5） 630円

馬 連 �� 8，900円 馬 単 �� 13，440円

ワ イ ド �� 3，640円 �� 320円 �� 4，610円

3 連 複 ��� 18，720円 3 連 単 ��� 85，330円

票 数

単勝票数 計 263787 的中 � 90729（1番人気）
複勝票数 計 421119 的中 � 111981（1番人気）� 5260（12番人気）� 65311（2番人気）
枠連票数 計 149915 的中 （1－5） 17683（2番人気）
馬連票数 計 541187 的中 �� 4490（30番人気）
馬単票数 計 376233 的中 �� 2067（47番人気）
ワイド票数 計 292372 的中 �� 1811（39番人気）�� 27213（1番人気）�� 1422（46番人気）
3連複票数 計 743782 的中 ��� 2933（61番人気）
3連単票数 計1134180 的中 ��� 981（261番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．3―48．8―1：00．9―1：12．9―1：24．9―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンバッドボーイ �
�
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 2012．9．16 阪神2着

2010．2．16生 牡3鹿 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 リジカーレ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戒告。（被害馬：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ポールシッター号
（非抽選馬） 6頭 サンライズシルバー号・タマモブルース号・ミッキーマンデー号・モモイロアゲハ号・ヤマニンシェリル号・

ルペールノエル号

13136 5月26日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都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 7，000，000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

69 アドマイヤサイモン 牡5栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 472－ 23：13．3 4．4�
11 テイエムオウショウ 牡4栗 59 高田 潤竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 452± 03：13．4� 7．6�
22 タッチドヘヴンリー 牡5鹿 60 北沢 伸也谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 522－ 23：13．61� 15．0�
814 プレミアムパス 牡5鹿 60 浜野谷憲尚村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 488－ 23：13．91� 12．5�
45 ラガーリンリン 牝6芦 58 熊沢 重文奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 494± 03：14．22 3．2�
46 � アイアンセラヴィ 牡5鹿 60 田村 太雅池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム 480－ 83：14．73 4．4�
57 カワキタバルク 牡4青鹿59 鈴木 慶太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 466－ 83：15．44 90．3	
610 リバークリーク 牡5栗 60 黒岩 悠河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム 514＋ 83：15．61	 91．0

711 ユキノサイレンス 牡6鹿 60 白浜 雄造ロイヤルパーク 浜田多実雄 日高 浜本牧場 454＋ 23：18．2大差 42．5�
712 マイネルシュトルム 牡7栗 60 小坂 忠士 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 522＋103：20．5大差 9．7
34 カネトシスタチュー 牡4青鹿59 植野 貴也兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 宮内牧場 472－ 23：20．71� 51．9�
58 ジャマイカラー 牝5青鹿58 草野 太郎山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 488± 03：21．55 98．6�
33 � キレイナダケデス 牝4栗 57 難波 剛健小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 488＋103：21．92� 59．5�
813 テイエムワカタカ 牡4栗 59 平沢 健治竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 482＋ 63：26．8大差 45．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，569，000円 複勝： 22，090，200円 枠連： 13，960，900円
馬連： 35，482，800円 馬単： 27，464，000円 ワイド： 17，468，200円
3連複： 54，693，600円 3連単： 92，780，700円 計： 279，509，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 220円 � 300円 枠 連（1－6） 1，200円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，000円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 19，590円

票 数

単勝票数 計 155690 的中 � 28278（2番人気）
複勝票数 計 220902 的中 � 44122（1番人気）� 26668（4番人気）� 16217（5番人気）
枠連票数 計 139609 的中 （1－6） 8608（6番人気）
馬連票数 計 354828 的中 �� 23045（4番人気）
馬単票数 計 274640 的中 �� 10019（7番人気）
ワイド票数 計 174682 的中 �� 10673（4番人気）�� 4184（14番人気）�� 3143（18番人気）
3連複票数 計 546936 的中 ��� 8089（18番人気）
3連単票数 計 927807 的中 ��� 3497（57番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 51．7－3F 38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
5，9，1，14＝11，2－（12，6）－4＝10－7＝（3，8）13
14－9－5（1，2）＝6－7－（11，10）（4，12）＝3－8＝13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤサイモン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2010．11．7 京都7着

2008．3．14生 牡5栗 母 ノーザンプリンセス 母母 ウイルプリンセス 障害：4戦1勝 賞金 9，500，000円
〔騎手変更〕 ジャマイカラー号の騎手高野和馬は，第11日第8競走での落馬負傷のため草野太郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エースドライバー号・マイネルソラーナ号



13137 5月26日 晴 良 （25京都3）第12日 第5競走 ��1，800�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 7，000，000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

611 マイネルハルカゼ 牡3鹿 56
54 △中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 470－ 21：52．4 4．8�
12 シ ュ ミ ッ ト 牡3芦 56 北村 友一杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 468－ 21：52．82� 55．7�
714 フミノメモリー 牡3黒鹿56 丸山 元気谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 510± 01：53．01� 27．0�
816 ゲームフェイス 牡3芦 56 浜中 俊宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 548± 01：53．21� 9．5�
510 カノヤプレジデント �3鹿 56 国分 優作神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 464－ 21：53．41� 73．3�
23 スリーフォスター 牡3黒鹿56 難波 剛健永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 B446＋ 41：53．5� 176．0	
24 スターソード 牡3鹿 56 吉田 隼人村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 498－ 2 〃 ハナ 3．7

35 プラチナグロース 牡3芦 56 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか グランド牧場 496＋ 21：53．6� 4．1�
815 タマモベルモット 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 466－ 41：53．81� 54．2�
48 メイショウテンシュ 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 新ひだか 土田農場 518－ 2 〃 アタマ 7．6
11 セブンフォース 牡3栗 56 川須 栄彦前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 542＋121：54．12 9．7�
612 セイスコーピオン 牡3栗 56 酒井 学金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 470－ 81：55．16 19．9�
47 ジェネクラージュ 牡3栗 56 小牧 太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 438－ 21：55．2� 71．9�
36 ア ビ ス コ 牡3芦 56 高倉 稜金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 478－ 21：55．73 43．4�
713 スズカアルファ 牡3栗 56 丸田 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 452－ 81：55．8クビ 72．8�
59 ワンダーブラザウン 牡3栗 56 小林 徹弥山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 472± 0 〃 クビ 330．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，552，900円 複勝： 49，562，100円 枠連： 16，766，900円
馬連： 63，105，900円 馬単： 41，182，600円 ワイド： 33，958，600円
3連複： 94，410，500円 3連単： 136，737，500円 計： 462，277，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 250円 � 1，080円 � 900円 枠 連（1－6） 2，380円

馬 連 �� 20，800円 馬 単 �� 28，070円

ワ イ ド �� 4，790円 �� 2，590円 �� 12，250円

3 連 複 ��� 144，860円 3 連 単 ��� 715，690円

票 数

単勝票数 計 265529 的中 � 43653（3番人気）
複勝票数 計 495621 的中 � 64799（3番人気）� 10807（9番人気）� 13186（8番人気）
枠連票数 計 167669 的中 （1－6） 5203（12番人気）
馬連票数 計 631059 的中 �� 2240（46番人気）
馬単票数 計 411826 的中 �� 1083（72番人気）
ワイド票数 計 339586 的中 �� 1743（40番人気）�� 3271（26番人気）�� 675（72番人気）
3連複票数 計 944105 的中 ��� 481（208番人気）
3連単票数 計1367375 的中 ��� 141（1089番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―36．5―49．2―1：01．8―1：14．5―1：26．9―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルハルカゼ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Pulpit デビュー 2012．7．7 中京5着

2010．4．24生 牡3鹿 母 イヴニングミスト 母母 Next Fall 11戦2勝 賞金 19，775，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マグナムボーイ号

13138 5月26日 晴 良 （25京都3）第12日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000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

36 オースミナイン 牡3鹿 56 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 460－ 21：34．8 1．6�
48 ピ ン ポ ン 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 436－ 21：35．01� 94．0�
11 ケイティープライド 牡3鹿 56 浜中 俊�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 アタマ 7．8�
816 ミッキータイガー 牡3鹿 56 鮫島 良太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 478－ 21：35．1� 82．0�
612 マコトタンホイザー 牡3青鹿56 国分 優作尾田左知子氏 中村 均 様似 出口 繁夫 492－ 2 〃 クビ 258．3�
817 コ ウ セ ン 牡3鹿 56 松田 大作西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 480＋ 61：35．2クビ 8．8	
35 アーマークラッド 牡3栗 56 水口 優也吉田 和子氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 0 〃 クビ 31．0

510 エーシンマイェスタ 牡3黒鹿56 秋山真一郎�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 498－ 21：35．3� 12．1�
24 � エーシンサファイア 牝3鹿 54 吉田 隼人�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 482－ 2 〃 ハナ 13．1�
715 サンライズバード 牡3黒鹿56 丸山 元気松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 458± 01：35．4� 61．9
47 ドリームマークス 牡3鹿 56 小牧 太セゾンレースホース� 藤沢 則雄 新冠 長沼 幸一 478＋10 〃 ハナ 28．3�
59 マイアイポイント 牡3鹿 56 丸田 恭介MYI馬主組合 鈴木 孝志 日高 横井 忠幸 462－ 41：35．5� 412．1�
818 マイネエビータ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 430－ 4 〃 ハナ 69．7�

12 ステラビアンカ 牡3栗 56
53 ▲岩崎 翼�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 440－ 4 〃 アタマ 254．4�

713 タカノヒーロー 牡3鹿 56 川須 栄彦山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 478＋ 41：35．6クビ 27．3�
611 トップエトワール 牡3芦 56 太宰 啓介�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 488－ 8 〃 クビ 38．9�
714 ショウナンアンカー 牡3栗 56 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 456－ 41：35．81� 86．1�
23 シャルロッカ 牝3鹿 54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか カントリー牧場 434＋161：36．86 238．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，985，000円 複勝： 77，205，800円 枠連： 18，776，600円
馬連： 63，405，800円 馬単： 54，232，400円 ワイド： 36，596，300円
3連複： 95，252，600円 3連単： 168，409，000円 計： 547，863，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，340円 � 200円 枠 連（3－4） 1，640円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 6，390円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 250円 �� 6，380円

3 連 複 ��� 12，610円 3 連 単 ��� 52，340円

票 数

単勝票数 計 339850 的中 � 175724（1番人気）
複勝票数 計 772058 的中 � 451307（1番人気）� 5957（14番人気）� 62087（2番人気）
枠連票数 計 187766 的中 （3－4） 8481（6番人気）
馬連票数 計 634058 的中 �� 8930（15番人気）
馬単票数 計 542324 的中 �� 6273（18番人気）
ワイド票数 計 365963 的中 �� 4533（19番人気）�� 45312（1番人気）�� 1229（52番人気）
3連複票数 計 952526 的中 ��� 5575（39番人気）
3連単票数 計1684090 的中 ��� 2375（148番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．9―12．2―11．9―11．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．6―47．8―59．7―1：11．4―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．1
3 1，7，13（4，6）（10，17）（2，5，18）（9，11）（3，16）12（8，14）－15 4 1（7，13）（4，6，17）10（2，5，18）11（9，16）（3，8）（12，14）－15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オースミナイン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．11．4 京都3着

2010．2．23生 牡3鹿 母 エアイゾルテ 母母 ニフテイアンドニート 6戦2勝 賞金 20，400，000円



13139 5月26日 晴 良 （25京都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 （ダート・右）
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
1：47．8
1：47．8

重
重

23 イースターパレード �4栗 57 荻野 琢真�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 504＋ 81：51．6 11．8�
11 アサクサショパン 牡5黒鹿57 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 490＋ 41：51．7	 4．6�
59 トゥルーフレンド 牡4鹿 57 秋山真一郎武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 480± 01：52．55 22．2�
816
 スカイウエイ 牡4鹿 57 高田 潤玉井 宏和氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 520－ 2 〃 クビ 3．1�
47 マーメイドティアラ 牝4鹿 55 川須 栄彦下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 416－ 21：52．71	 111．9�
12 
 マヤノカデンツァ 牡4栗 57 国分 優作田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 466－ 21：52．8	 29．6	
612 ロゼッタストーン 牡4鹿 57 岡田 祥嗣太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 462＋ 6 〃 ハナ 19．9

48 クレバーペガサス 牡4鹿 57 鮫島 良太 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474－ 21：53．43	 270．6�
35 ハンドインハンド 牡5青鹿57 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 558＋ 61：53．5クビ 17．5�
36 キーブランド 牡4鹿 57 上村 洋行北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 502± 0 〃 アタマ 7．1
611 ヤマニンメダイユ 牡4鹿 57

55 △中井 裕二土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 488－ 2 〃 クビ 282．7�
714 ボストンリョウマ 牡5青鹿 57

54 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 476－ 61：53．6クビ 44．3�
510 スマートルシファー 牡5黒鹿57 浜中 俊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 B506－ 61：53．81	 7．0�
815 ゴールデンアタック 牡5栗 57

55 △菱田 裕二�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 486－101：54．01	 10．1�
24 メイショウイッシン 牡5黒鹿57 高倉 稜松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 518－ 41：54．74 62．8�
713
 キングリホリホ 牡5栗 57 酒井 学平井 裕氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 488－ 21：57．0大差 103．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，050，900円 複勝： 51，718，800円 枠連： 21，792，200円
馬連： 72，566，700円 馬単： 41，740，800円 ワイド： 37，680，700円
3連複： 96，471，900円 3連単： 139，861，300円 計： 489，883，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 350円 � 170円 � 480円 枠 連（1－2） 1，690円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，760円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 14，300円 3 連 単 ��� 78，020円

票 数

単勝票数 計 280509 的中 � 18774（6番人気）
複勝票数 計 517188 的中 � 35534（6番人気）� 104619（2番人気）� 23802（8番人気）
枠連票数 計 217922 的中 （1－2） 9520（8番人気）
馬連票数 計 725667 的中 �� 21049（8番人気）
馬単票数 計 417408 的中 �� 5615（20番人気）
ワイド票数 計 376807 的中 �� 11443（8番人気）�� 3261（36番人気）�� 6367（17番人気）
3連複票数 計 964719 的中 ��� 4980（54番人気）
3連単票数 計1398613 的中 ��� 1323（271番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．0―12．0―12．5―13．1―13．0―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．1―35．1―47．1―59．6―1：12．7―1：25．7―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．9
1
3
10－6，3（7，15，16）－（1，11）（9，12）4，5，14（2，8）13
10－3（6，15，16）－（7，1）（9，5）11（4，12）2，14，8－13

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

勝馬の
紹 介

イースターパレード �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．9．3 札幌8着

2009．1．27生 �4栗 母 インディパレード 母母 Fashion Setter 11戦2勝 賞金 19，400，000円
〔制裁〕 イースターパレード号の騎手荻野琢真は，1コーナー通過後に外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番・

16番）
〔その他〕 キングリホリホ号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アルディエス号・シゲルリンゴ号・シュガーシャック号

13140 5月26日 晴 良 （25京都3）第12日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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
2：10．0
2：10．0

良
良

47 メイショウナルト �5鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 456＋ 22：12．4 60．6�
12 ロードハリケーン 牡4鹿 57 小牧 太 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 488－ 62：13．35 3．2�
713 ハギノウィッシュ 牝4鹿 55 丸山 元気日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：13．4� 48．8�
48 マ ル ケ サ ス 牡4青鹿57 松田 大作 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 462± 02：13．82� 12．3�
23 � キ ワ ミ 牝4鹿 55 川島 信二�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 446＋ 4 〃 クビ 64．0	
817 ランフォージン 牡4黒鹿 57

55 △菱田 裕二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 22：13．9クビ 9．0


714 インステイト 牡4栗 57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512＋ 62：14．11	 14．3�
35 ナリタポセイドン 牡4鹿 57 高倉 稜�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 484－ 6 〃 クビ 23．4�
11 ドラゴネッティ 牡4黒鹿57 吉田 隼人吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 454－102：14．2� 25．1
612 アルディエス 牡4鹿 57 北村 友一�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 450－ 32：14．3� 72．8�
816� ヒシアルコル 牝4鹿 55 小坂 忠士阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 446± 0 〃 クビ 99．7�
59 � エルマカロン �4鹿 57

54 ▲森 一馬三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか グランド牧場 B434－ 22：14．4クビ 496．1�
715� ベリーフィールズ 牝5鹿 55 四位 洋文 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 464＋ 42：14．61� 15．7�
36 タガノナパヴァレー �4黒鹿57 太宰 啓介八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456－142：14．92 241．1�
818 ブランクヴァース 牡4黒鹿57 浜中 俊 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 498－ 22：15．0クビ 2．4�
510 シゲルジョウム 牡5鹿 57 丸田 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 484－ 62：15．21	 117．1�
24 カ ー バ 牡4青鹿 57

55 △中井 裕二�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B486－ 82：15．83� 70．6�
611 カネトシカトリーヌ 牝4鹿 55 池添 謙一兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 田上 稔 438＋ 2 〃 ハナ 101．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，664，100円 複勝： 54，349，300円 枠連： 25，877，300円
馬連： 75，236，300円 馬単： 50，961，200円 ワイド： 37，608，800円
3連複： 106，621，700円 3連単： 174，399，800円 計： 556，718，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，060円 複 勝 � 1，800円 � 180円 � 1，230円 枠 連（1－4） 1，360円

馬 連 �� 15，310円 馬 単 �� 50，220円

ワ イ ド �� 4，240円 �� 21，810円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 236，300円 3 連 単 ��� 1，812，780円

票 数

単勝票数 計 316641 的中 � 4124（10番人気）
複勝票数 計 543493 的中 � 6461（12番人気）� 113010（2番人気）� 9663（9番人気）
枠連票数 計 258773 的中 （1－4） 14112（6番人気）
馬連票数 計 752363 的中 �� 3629（36番人気）
馬単票数 計 509612 的中 �� 749（87番人気）
ワイド票数 計 376088 的中 �� 2186（35番人気）�� 419（96番人気）�� 3306（24番人気）
3連複票数 計1066217 的中 ��� 333（271番人気）
3連単票数 計1743998 的中 ��� 71（1701番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―12．6―12．2―12．1―12．7―12．4―11．9―11．8―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．8―36．4―48．6―1：00．7―1：13．4―1：25．8―1：37．7―1：49．5―2：00．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．7
1
3
13，14，7，18，8（3，16）12（2，10，11）（4，5，15）6（9，17）－1
13，14，7（8，18）15，16（3，11，5）12，2，6（4，17）10，9，1

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウナルト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2010．8．8 小倉2着

2008．2．10生 �5鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 15戦3勝 賞金 45，707，000円
※アルディエス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13141 5月26日 晴 良 （25京都3）第12日 第9競走 ��
��1，800�1990sダービーメモリーズ ナリタブライアンカップ

発走14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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

12 ヴァンヌーヴォー 牡4鹿 57 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B498± 01：50．8 5．0�

714 エーシンリボルバー 牡5栗 57 池添 謙一�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社
吉田ファーム 522－ 6 〃 ハナ 2．5�

816 ベルシャザール 牡5青鹿57 浜中 俊 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 534－ 61：51．01� 27．1�
23 	 ダイヤノゲンセキ 
5黒鹿57 小牧 太 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 524＋ 81：51．1クビ 7．2�
59 コウユーヒーロー 牡6青 57 国分 優作加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 528－ 41：51．2� 58．5	
612 ブルータンザナイト 牡4青鹿57 川須 栄彦桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 556－ 41：51．51� 10．8

35 メタギャラクシー 牡6鹿 57 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B498± 01：51．71� 64．7�
510 ジョーメテオ 牡7鹿 57 菱田 裕二上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 530＋ 61：51．91� 15．0�
48 ミッキーバラード 牡6鹿 57 丸山 元気野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 528－ 61：52．0� 96．4
36 セイカフォルトゥナ 牝4栗 55 太宰 啓介久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 466＋ 41：52．42� 111．6�
611 タガノジンガロ 牡6鹿 57 吉田 隼人八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518＋121：52．71� 40．5�
11 アドマイヤテンクウ 牡6鹿 57 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 540± 01：52．91� 119．6�
815 メイショウコロンボ 牡4青 57 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 478＋ 4 〃 ハナ 5．9�
713 アグネスアンカー 牡7鹿 57 中井 裕二渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 B544－ 21：53．11� 458．1�
47 サンライズクォリア 牡6鹿 57 秋山真一郎松岡 隆雄氏 増本 豊 浦河 笠松牧場 486＋ 81：53．63 155．7�
24 	 クリュギスト 牡7鹿 57 松田 大作吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave

Joint Venture 522－ 41：54．02� 20．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，177，500円 複勝： 74，059，000円 枠連： 28，085，600円
馬連： 128，170，100円 馬単： 72，112，800円 ワイド： 50，733，300円
3連複： 164，405，100円 3連単： 284，714，900円 計： 846，458，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 130円 � 770円 枠 連（1－7） 620円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 320円 �� 3，080円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 7，960円 3 連 単 ��� 36，590円

票 数

単勝票数 計 441775 的中 � 70620（2番人気）
複勝票数 計 740590 的中 � 107840（2番人気）� 213898（1番人気）� 16108（8番人気）
枠連票数 計 280856 的中 （1－7） 33555（3番人気）
馬連票数 計1281701 的中 �� 158722（1番人気）
馬単票数 計 721128 的中 �� 38812（3番人気）
ワイド票数 計 507333 的中 �� 46802（2番人気）�� 3695（27番人気）�� 6424（20番人気）
3連複票数 計1644051 的中 ��� 15250（23番人気）
3連単票数 計2847149 的中 ��� 5743（111番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．7―12．5―12．0―12．4―11．8―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．7―49．2―1：01．2―1：13．6―1：25．4―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンヌーヴォー �
�
父 Cherokee Run �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．12．25 阪神3着

2009．5．1生 牡4鹿 母 ニューチャプターⅡ 母母 Headline 15戦4勝 賞金 56，495，000円

13142 5月26日 晴 良 （25京都3）第12日 第10競走 ��
��1，400�2000sダービーメモリーズ ディープインパクトカップ

発走15時15分 （芝・右・外）
4歳以上，24．5．26以降25．5．19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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

816 サクラアドニス 牡5黒鹿53 秋山真一郎�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 468＋ 21：20．3 135．7�
48 クィーンズバーン 牝5黒鹿55 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：20．51� 6．7�
11 カイシュウコロンボ 牡5青鹿54 松田 大作飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 498－ 21：20．71� 27．9�
818� マヤノリュウジン 牡6栗 55 浜中 俊田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 520－ 21：20．91� 3．1�
23 セイルラージ 牡6鹿 54 岡田 祥嗣 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 21：21．0	 15．8	
12 ブラボースキー 牡5栗 54 高倉 稜松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 492－ 8 〃 クビ 7．5

59 シルクアーネスト 牡6栗 55 丸山 元気有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 508± 01：21．21� 17．7�
510 ダノンプログラマー 
7青鹿53 四位 洋文�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 480＋ 61：21．3	 9．5�
611 オ リ ー ビ ン 牡4栗 56 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 472＋ 21：21．4	 7．1
612 タマモトッププレイ 牡4黒鹿54 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 494＋ 81：21．5	 28．4�
35 エイシンオスマン 牡5鹿 56 丸田 恭介�栄進堂 坂口 正則 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 474－ 2 〃 ハナ 56．5�
24 マコトナワラタナ 牝4鹿 54 酒井 学尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 クビ 11．8�
817 クリーンエコロジー 牡5芦 54 川須 栄彦石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 506＋ 2 〃 ハナ 38．4�
47 ボストンエンペラー 牡5黒鹿54 太宰 啓介ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 472＋ 41：21．71	 98．7�
36 メジャーアスリート 牡4栗 54 吉田 隼人�G1レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 506＋ 61：21．8クビ 18．4�
715 ミッキーペトラ 牡7鹿 54 上村 洋行野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 522＋ 61：22．12 352．0�
714 ダイシンプラン 牡8栗 53 菱田 裕二大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント 526＋ 21：22．2	 307．9�
713 カ リ バ ー ン 
6鹿 55 武 幸四郎 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B478＋ 21：25．4大差 70．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 57，353，400円 複勝： 88，413，900円 枠連： 48，223，200円
馬連： 212，705，000円 馬単： 108，994，900円 ワイド： 75，244，100円
3連複： 278，580，800円 3連単： 457，424，700円 計： 1，326，940，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，570円 複 勝 � 2，610円 � 270円 � 730円 枠 連（4－8） 1，180円

馬 連 �� 36，350円 馬 単 �� 88，790円

ワ イ ド �� 11，220円 �� 23，220円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 249，810円 3 連 単 ��� 2，163，980円

票 数

単勝票数 計 573534 的中 � 3332（16番人気）
複勝票数 計 884139 的中 � 7817（16番人気）� 102882（2番人気）� 30399（10番人気）
枠連票数 計 482232 的中 （4－8） 30226（5番人気）
馬連票数 計2127050 的中 �� 4319（77番人気）
馬単票数 計1089949 的中 �� 906（172番人気）
ワイド票数 計 752441 的中 �� 1641（83番人気）�� 790（113番人気）�� 6699（37番人気）
3連複票数 計2785808 的中 ��� 823（388番人気）
3連単票数 計4574247 的中 ��� 156（2562番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．1―46．4―57．6―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．9
3 8，16（2，18）（5，12）（1，14，17）7（3，6，11）（9，15）4，10＝13 4 8，16（18，17）2，12（1，5，14）7（3，11）6（9，15）（4，10）＝13

勝馬の
紹 介

サクラアドニス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ウォーニング デビュー 2011．3．19 阪神4着

2008．3．10生 牡5黒鹿 母 サクラウォーニング 母母 サクラハツスル 21戦5勝 賞金 90，596，000円
〔制裁〕 サクラアドニス号の騎手秋山真一郎は，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〕 カリバーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月26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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アンシェルブルー号・ウインドジャズ号・オートドラゴン号・グリッターウイング号・シャイニーホーク号・

セイクレットレーヴ号・ヘニーハウンド号・モズ号・ヤマカツハクリュウ号

２レース目 ４レース目



13143 5月26日 晴 良 （25京都3）第12日 第11競走 ��
��2，000�1932～1950sダービーメモリーズ トキノミノルカップ

発走16時05分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 サカジロオー 牡4栗 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 458－ 22：02．0 7．4�
11 ニシノテキーラ 牝5鹿 55 池添 謙一西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 464－ 22：02．21� 6．0�
78 ダノンマックイン 牡5黒鹿57 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480－ 22：02．41	 2．7�
79 ベ ル ニ ー ニ 牡4鹿 57 菱田 裕二 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 466－ 4 〃 アタマ 4．9�
22 ロードランパート 牡5鹿 57 浜中 俊 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 474－ 42：02．5
 10．0�
810 ロックンロール 牡6黒鹿57 鮫島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 528－ 22：02．6� 6．9	
67 タマモグランプリ �6鹿 57 丸田 恭介タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 434± 02：02．7� 47．2

33 � ホーマンベルウィン 牡5黒鹿57 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 470＋ 4 〃 アタマ 81．1�
66 ケンブリッジシーザ 牡6鹿 57 太宰 啓介中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 516＋ 22：02．8
 54．0�
55 パープルタイヨー 牡7鹿 57 北村 友一中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 446－ 62：03．01	 50．7
811 グレートマーシャル 牡5鹿 57 丸山 元気浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 480＋ 22：03．42� 14．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，257，000円 複勝： 59，255，400円 枠連： 31，024，700円
馬連： 114，400，200円 馬単： 75，973，900円 ワイド： 46，379，800円
3連複： 143，686，200円 3連単： 328，962，200円 計： 838，939，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 200円 � 120円 枠 連（1－4） 2，350円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 570円 �� 410円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 17，400円

票 数

単勝票数 計 392570 的中 � 41960（5番人気）
複勝票数 計 592554 的中 � 68264（4番人気）� 65371（5番人気）� 175630（1番人気）
枠連票数 計 310247 的中 （1－4） 9762（8番人気）
馬連票数 計1144002 的中 �� 39947（11番人気）
馬単票数 計 759739 的中 �� 12146（22番人気）
ワイド票数 計 463798 的中 �� 18870（8番人気）�� 28323（4番人気）�� 39442（2番人気）
3連複票数 計1436862 的中 ��� 52034（6番人気）
3連単票数 計3289622 的中 ��� 13958（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．8―37．8―51．0―1：04．0―1：16．2―1：27．7―1：39．3―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F34．3
1
3
・（5，6）（2，4）8，1（3，9）10，7－11・（5，6）8，9（2，4）10（1，3）－（7，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サカジロオー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 レインボーアンバー デビュー 2012．2．18 京都1着

2009．3．2生 牡4栗 母 レインボーファスト 母母 レインボーローズ 14戦3勝 賞金 43，352，000円

13144 5月26日 晴 良 （25京都3）第12日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時40分 （ダート・右）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

35 ウインラーニッド 牡5黒鹿57 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 508－ 21：12．1 2．9�
510 ミヤジシェンロン 牡6鹿 57 高倉 稜曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド 466＋161：12．41� 57．7�
713 ナリタシーズン 牡6栗 57 丸田 恭介�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 508± 01：12．5� 110．1�
24 ケージーヨシツネ 牡5鹿 57

55 △菱田 裕二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 454＋ 21：12．6� 13．7�
48 スランジバール 牡4鹿 57

55 △中井 裕二�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 476＋10 〃 ハナ 6．5	
23 ト レ ボ ー ネ �5鹿 57 吉田 隼人田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 446± 01：12．7� 35．6

816 マウンテンファスト 牡4鹿 57 酒井 学山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 468－ 41：12．91	 4．5�
611 キングブラーボ 牡5黒鹿57 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 514± 0 〃 クビ 103．3�
612
 ジャパンプライド 牡5鹿 57 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 B474＋ 8 〃 アタマ 12．2
815 キタサンウンリュー 牡4黒鹿57 国分 優作�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 532－ 21：13．0� 67．2�
12 タイキガラハッド 牡5栗 57 川須 栄彦�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510＋ 2 〃 アタマ 8．6�
714 アキノモーグル 牡5栗 57 鮫島 良太穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 522± 01：13．1� 11．3�
47 ウインクロニクル 牡6黒鹿57 秋山真一郎�ウイン 清水 英克 浦河 鎌田 正嗣 480± 01：13．42 27．1�
36 
 トーホウペガサス 牡6鹿 57 池添 謙一東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 500± 01：13．61� 29．9�
11 ホワイトショウフク 牡8芦 57 岡田 祥嗣山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 444± 01：13．81	 232．4�
59 フレンチトースト 牝4鹿 55 北村 友一水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 426－121：14．22� 44．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，015，700円 複勝： 69，783，400円 枠連： 31，507，500円
馬連： 132，823，900円 馬単： 72，373，200円 ワイド： 53，616，400円
3連複： 176，933，300円 3連単： 322，498，800円 計： 901，552，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 1，210円 � 2，280円 枠 連（3－5） 3，360円

馬 連 �� 9，900円 馬 単 �� 15，280円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 6，030円 �� 39，770円

3 連 複 ��� 235，700円 3 連 単 ��� 859，230円

票 数

単勝票数 計 420157 的中 � 115800（1番人気）
複勝票数 計 697834 的中 � 170370（1番人気）� 12071（12番人気）� 6208（15番人気）
枠連票数 計 315075 的中 （3－5） 6941（17番人気）
馬連票数 計1328239 的中 �� 9911（32番人気）
馬単票数 計 723732 的中 �� 3497（53番人気）
ワイド票数 計 536164 的中 �� 4468（33番人気）�� 2187（57番人気）�� 328（112番人気）
3連複票数 計1769333 的中 ��� 554（316番人気）
3連単票数 計3224988 的中 ��� 277（1447番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―11．9―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．0―35．7―47．6―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインラーニッド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．9 京都2着

2008．3．6生 牡5黒鹿 母 ラフォルトゥナ 母母 ミスティーグリーン 16戦3勝 賞金 39，478，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 テンエイエスプリ号
（非抽選馬） 5頭 イッツアチャンス号・カナエチャン号・ガールズストーリー号・セイラ号・ネオシーサー号



（25京都3）第12日 5月26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 193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

215，760，000円
2，080，000円
4，020，000円
1，570，000円
19，680，000円
72，949，000円
5，692，800円
1，852，800円

勝馬投票券売得金
390，460，800円
688，002，500円
276，931，100円
1，041，591，800円
652，600，900円
467，580，200円
1，420，749，200円
2，459，749，700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 7，397，666，200円

総入場人員 34，185名 （有料入場人員 31，819名）



平成25年度 第3回京都競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，142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

2，961，240，000円
12，480，000円
63，200，000円
26，970，000円
270，540，000円
802，414，000円
63，196，800円
20，563，200円

勝馬投票券売得金
5，266，097，600円
9，489，107，000円
3，596，741，100円
13，778，079，300円
9，197，527，300円
5，946，228，000円
18，867，864，200円
38，640，438，300円
905，980，700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 105，688，063，500円

総入場延人員 331，668名 （有料入場延人員 283，760名）
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