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13109 5月21日 晴 良 （29京都3）第10日 第1競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

59 スーサンゴー 牝3鹿 54 松山 弘平林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 438＋ 61：13．1 5．4�
48 キセキノホシ 牡3鹿 56 川田 将雅サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 10．1�
713 ミスターロンリー 牡3鹿 56 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B458± 0 〃 ハナ 2．4�
612 バルコラベーロ 牡3栗 56 酒井 学 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482± 01：13．31� 10．8�
35 グ ラ ン サ ラ 牝3鹿 54

52 △荻野 極間宮 秀直氏 牧田 和弥 浦河 櫛桁牧場 472＋ 21：13．4� 9．9�
11 マサノハヤテ 牡3黒鹿56 高倉 稜猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 490－ 21：13．5クビ 5．5	
24 タムロセレッサ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 494＋ 81：13．81� 30．6

816 キンシノスパーク 牡3栗 56 川須 栄彦若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 474＋ 6 〃 ハナ 20．6�
815 シュライエンシチー 牡3鹿 56 小牧 太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 新ひだか 飛野牧場 492－ 41：14．12 30．8
714 ヤマカツバーバラ 牝3栗 54 田中 健山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか 岡田牧場 442＋ 41：14．2� 62．0�
47 ナムラモンブラン 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 野坂牧場 460± 01：14．3クビ 48．6�
23 コウエイバラノマチ 牡3鹿 56 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 金舛 幸夫 486－101：14．72� 133．1�
510 カフジダイヤ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁加藤 守氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 460 ―1：14．8� 210．0�
611 シゲルエゾシカ 牝3栗 54 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 浦河 村下 貞憲 452＋ 41：15．33 277．8�
36 サマーマロン 牝3鹿 54 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 沖田 博志 446－ 61：15．4クビ 175．3�
12 メイショウミチシオ 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 池添 学 浦河 三嶋牧場 446＋ 61：16．99 120．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，406，800円 複勝： 27，355，100円 枠連： 9，190，000円
馬連： 41，038，700円 馬単： 20，660，500円 ワイド： 26，333，400円
3連複： 61，131，900円 3連単： 76，140，600円 計： 280，257，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 130円 � 220円 � 110円 枠 連（4－5） 1，580円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 510円 �� 220円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 9，230円

票 数

単勝票数 計 184068 的中 � 27080（2番人気）
複勝票数 計 273551 的中 � 52221（2番人気）� 21223（5番人気）� 87587（1番人気）
枠連票数 計 91900 的中 （4－5） 4493（7番人気）
馬連票数 計 410387 的中 �� 16569（7番人気）
馬単票数 計 206605 的中 �� 4514（11番人気）
ワイド票数 計 263334 的中 �� 11905（5番人気）�� 34457（1番人気）�� 14954（4番人気）
3連複票数 計 611319 的中 ��� 38162（1番人気）
3連単票数 計 761406 的中 ��� 5978（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―12．0―12．4―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スーサンゴー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．6．11 阪神6着

2014．4．17生 牝3鹿 母 グランジョイ 母母 レイナロバリー 15戦1勝 賞金 20，700，000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 アルバシュルク号
（非抽選馬） 2頭 キーメンバー号・シゲルドラネコ号

13110 5月21日 晴 良 （29京都3）第10日 第2競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

59 トゥットベーネ 牡3鹿 56 松山 弘平加藤 誠氏 森田 直行 浦河 駿河牧場 502－ 61：54．3 1．8�
23 プリンスオブペスカ 牡3鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 474＋ 81：54．4� 12．5�
24 ヴィグランドイチロ 牡3鹿 56 小牧 太大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 41：55．03� 16．4�
714 ワイルドフォックス 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 鳥井 征士 498－ 21：55．1� 7．0�
35 ローレルヴィクター 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 456± 0 〃 アタマ 15．2�
815 エ ア マ エ ル 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 472－ 41：55．2� 18．3	
510 メイショウスイグン 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 460－ 81：55．3クビ 33．4

12 マ ン ト ン 牡3黒鹿56 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 456－ 6 〃 アタマ 6．2�
612 オールージュ 牡3栗 56 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 450－ 21：55．72 133．2�
611 フジノアカネ 牡3鹿 56 �島 良太山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 村下農場 498＋101：56．01� 233．0
48 ティンガティンガ 牡3芦 56 中谷 雄太新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 61：56．21� 70．1�
816 ナムラマントル 	3鹿 56

54 △荻野 極奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 500－ 61：57．69 65．2�
713 ジューンスキント 牡3栗 56

53 ▲富田 暁吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか シンボリ牧場 464＋ 41：58．13 22．8�
36 チ ェ イ サ ー 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人今西 和雄氏 中村 均 新冠 平山牧場 500－ 31：58．31 178．2�
47 ヒロノオンリーワン 牡3黒鹿56 藤原 幹生小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 山田牧場 500－ 21：59．89 190．9�

（笠松）

11 タキシードネコ 牡3黒鹿56 松若 風馬山下 良子氏 佐藤 正雄 様似 様似共栄牧場 400± 0 〃 ハナ 96．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，372，800円 複勝： 20，731，300円 枠連： 9，374，800円
馬連： 33，820，300円 馬単： 17，188，000円 ワイド： 21，167，100円
3連複： 47，159，100円 3連単： 62，912，100円 計： 228，725，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 290円 � 330円 枠 連（2－5） 760円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 570円 �� 620円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 12，550円

票 数

単勝票数 計 163728 的中 � 72421（1番人気）
複勝票数 計 207313 的中 � 59648（1番人気）� 14720（4番人気）� 12411（5番人気）
枠連票数 計 93748 的中 （2－5） 9490（3番人気）
馬連票数 計 338203 的中 �� 18967（3番人気）
馬単票数 計 171880 的中 �� 6620（4番人気）
ワイド票数 計 211671 的中 �� 9731（3番人気）�� 8793（5番人気）�� 5873（10番人気）
3連複票数 計 471591 的中 ��� 9035（11番人気）
3連単票数 計 629121 的中 ��� 3633（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．0―49．9―1：02．9―1：15．6―1：28．6―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トゥットベーネ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．11．5 京都9着

2014．4．25生 牡3鹿 母 ツルマルローズ 母母 メモリーズオブロニー 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロノオンリーワン号・タキシードネコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

6月21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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アオテンジョウ号・シシリアンキッス号・メイショウカンキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 京都競馬 第１０日



13111 5月21日 晴 良 （29京都3）第10日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10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
1：33．0
1：30．7

良
良

611 ディープアドラーレ 牝3鹿 54 藤岡 佑介深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 424＋ 41：35．3 17．6�
510 ピ ン ギ ッ ト 牝3鹿 54 高倉 稜�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 424± 01：35．4� 66．8�
11 ワンダーアマービレ 牝3鹿 54 松若 風馬山本 信行氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 430± 0 〃 クビ 18．4�
35 ア ル テ ー ロ 牝3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 440＋ 81：35．5クビ 7．4�
24 ヒマワリノヤクソク 牝3栗 54 幸 英明山口 敦広氏 斉藤 崇史 新ひだか オギオギ牧場 462± 01：35．6� 10．7�
818 エレクトロニカ 牝3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 412－ 4 〃 ハナ 1．8	
12 アクロバットラン 牝3鹿 54

52 △荻野 極吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか タイヘイ牧場 408± 01：35．81� 6．7

48 エイシンムジカ 牝3栗 54 酒井 学平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 476＋ 41：36．01� 8．9�
612 メイショウチロル 牝3栗 54 川須 栄彦松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム 408± 01：36．1� 232．1�
47 シャイニングスカイ 牝3黒鹿54 藤原 幹生杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 430＋101：36．2クビ 73．3

（笠松）

816 シゲルキツネ 牝3黒鹿 54
51 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 大道牧場 426－ 2 〃 クビ 429．3�

715 オウケンヴィクトリ 牝3黒鹿54 国分 恭介福井 明氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 452＋281：36．3クビ 127．5�
713 ブライトメモリー 牝3黒鹿54 小牧 太広尾レース� 小崎 憲 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466＋ 81：36．51� 32．7�
714 ノ ゾ ミ 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政平川 浩之氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 450± 0 〃 ハナ 216．0�
817 ダンツアムール 牝3青鹿54 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 日高 スマイルファーム 438＋161：37．03 114．1�
23 スーサンキララ 牝3栗 54 松山 弘平林 千枝子氏 鈴木 孝志 新冠 協和牧場 414－ 41：37．1クビ 142．4�
36 ゴッドパイレーツ 牝3黒鹿54 �島 良太中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 444＋ 6 〃 クビ 134．4�
59 ラ ピ ュ ル テ 牝3鹿 54 中谷 雄太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 岡田スタツド 458 ―1：37．2� 92．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，817，300円 複勝： 43，811，500円 枠連： 12，666，200円
馬連： 52，755，700円 馬単： 30，951，600円 ワイド： 36，121，900円
3連複： 74，358，200円 3連単： 108，251，500円 計： 387，733，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 600円 � 1，290円 � 680円 枠 連（5－6） 15，310円

馬 連 �� 29，350円 馬 単 �� 77，630円

ワ イ ド �� 8，230円 �� 3，480円 �� 6，940円

3 連 複 ��� 166，470円 3 連 単 ��� 1，019，250円

票 数

単勝票数 計 288173 的中 � 13093（6番人気）
複勝票数 計 438115 的中 � 19878（6番人気）� 8583（9番人気）� 17407（7番人気）
枠連票数 計 126662 的中 （5－6） 641（30番人気）
馬連票数 計 527557 的中 �� 1393（46番人気）
馬単票数 計 309516 的中 �� 299（98番人気）
ワイド票数 計 361219 的中 �� 1127（50番人気）�� 2698（30番人気）�� 1340（43番人気）
3連複票数 計 743582 的中 ��� 335（218番人気）
3連単票数 計1082515 的中 ��� 77（1199番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．7―47．8―59．5―1：11．3―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディープアドラーレ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．2．12 小倉5着

2014．5．14生 牝3鹿 母 ディープデザイア 母母 ダンジグウィズウルヴス 5戦1勝 賞金 8，350，000円
・・・〔制裁〕 アクロバットラン号の騎手荻野極は，馬場入場後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。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13112 5月21日 晴 良 （29京都3）第10日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

35 エアニューゲート 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 502－ 41：47．6 2．3�
11 スピリットソウル 牡3黒鹿56 浜中 俊落合 幸弘氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：48．02� 5．8�
47 エイシンスレイマン 牡3鹿 56 幸 英明�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 468＋121：48．31� 5．6�
816 ピンクガーベラ 牝3芦 54 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424＋ 4 〃 クビ 27．6�
817 スリーソードシチー 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか 三石ファーム 402－ 81：48．51� 112．0�
48 ニホンピロレイカー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 454＋ 4 〃 クビ 25．5	
23 アオイスカーレット 牝3鹿 54 川田 将雅新谷 正子氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 454± 01：48．6� 3．5

510 ホープバイオ 牡3鹿 56 国分 恭介バイオ� 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B422－ 81：49．23� 51．3�
714 カリブハーブ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 440＋ 21：49．62� 15．5�
36 エバーゴールド 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 430－ 61：49．81� 390．6
715 グ ラ ッ チ ェ 牝3鹿 54 川島 信二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか タイヘイ牧場 452 ―1：49．9クビ 240．4�
12 パワーフレーズ 牝3鹿 54 中谷 雄太北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 440± 01：50．0� 367．0�
24 ブルベアバック 牡3鹿 56 松若 風馬 �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 436＋ 2 〃 クビ 166．1�
611 メイショウヒャッカ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 �川フアーム 410＋ 21：50．53 542．7�
59 アスタークライ 牡3栗 56 藤原 幹生加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 446± 01：50．81� 244．8�
（笠松）

713 ジューンアンカー 牡3栗 56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 454± 0 〃 ハナ 421．9�
612 アルセーヌメジャー 牡3栗 56 竹之下智昭前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 496－ 41：51．86 557．7�
818 ニホンピロモリー 牝3黒鹿54 �島 良太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 468± 01：53．07 290．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，326，600円 複勝： 37，633，100円 枠連： 13，537，200円
馬連： 55，458，900円 馬単： 30，401，800円 ワイド： 33，651，600円
3連複： 74，846，300円 3連単： 109，889，600円 計： 385，745，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（1－3） 600円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 240円 �� 300円 �� 410円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，810円

票 数

単勝票数 計 303266 的中 � 101397（1番人気）
複勝票数 計 376331 的中 � 107049（1番人気）� 64596（3番人気）� 50079（4番人気）
枠連票数 計 135372 的中 （1－3） 17225（2番人気）
馬連票数 計 554589 的中 �� 67770（2番人気）
馬単票数 計 304018 的中 �� 23692（2番人気）
ワイド票数 計 336516 的中 �� 37971（2番人気）�� 27922（3番人気）�� 19413（5番人気）
3連複票数 計 748463 的中 ��� 66836（2番人気）
3連単票数 計1098896 的中 ��� 20875（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．5―47．8―1：00．1―1：12．2―1：24．4―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアニューゲート �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2017．4．8 阪神5着

2014．2．3生 牡3鹿 母 エアワンピース 母母 エアメサイア 3戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルセーヌメジャー号・ニホンピロモリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年6月21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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ディープスピリッツ号・バプティシア号・ラファエラ号
（非抽選馬） 4頭 タイセイキーマン号・テイエムナナフク号・ナニアヒアヒ号・メロディーオブラブ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



13113 5月21日 晴 良 （29京都3）第10日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時10分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

23 メイショウベルボン 牝3栗 54 福永 祐一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 436± 01：09．4 3．8�
815 ビックリシタナモー 牡3黒鹿56 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 502＋ 81：09．61� 29．6�
714 ブレイヴバローズ 牡3黒鹿56 川田 将雅猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 472－ 21：09．7クビ 3．8�
36 サウンドテーブル 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 486± 01：09．8� 61．5�
713 クールファンタジー 牝3黒鹿54 浜中 俊川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 450－ 2 〃 ハナ 8．5�
24 ア オ ア ラ シ 牝3黒鹿54 中谷 雄太松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 444－ 4 〃 クビ 27．5�
611 ゲンパチケンシン 牡3芦 56

54 △荻野 極平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 470＋ 81：09．9� 5．9	
12 グランドロワ 牡3栗 56 太宰 啓介田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 478± 0 〃 アタマ 7．5

612 ティーティクイーン 牝3鹿 54 高倉 稜ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 458－ 21：10．0� 110．6�
510 イリスファルコン 牝3鹿 54 松山 弘平菅原 広隆氏 安田 隆行 浦河 小島牧場 406＋ 2 〃 クビ 34．3�
59 シエルブラン 牝3栗 54 川須 栄彦金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 430± 01：10．21	 14．8
816 トーホウビスカヤ 牝3鹿 54 幸 英明東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 486＋ 21：10．41	 17．8�
35 ミュークレックス 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗庄司 修二氏 藤沢 則雄 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 426－ 21：10．82� 112．6�

11 レッドラシーマ 牡3芦 56
55 ☆岩崎 翼 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 478－ 41：11．11� 35．3�

48 ビービーバーレスク 牝3鹿 54 酒井 学�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 488＋101：11．2クビ 38．1�
47 
 レッドレイジング 牝3青鹿54 藤原 幹生三浦 勝仁氏 笹野 博司 新ひだか 信田牧場 456＋ 8 〃 アタマ 365．8�

（笠松） （笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，332，200円 複勝： 38，382，100円 枠連： 15，616，400円
馬連： 58，663，800円 馬単： 26，604，000円 ワイド： 37，621，800円
3連複： 80，214，500円 3連単： 96，754，500円 計： 379，189，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 460円 � 150円 枠 連（2－8） 2，210円

馬 連 �� 8，320円 馬 単 �� 11，170円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 330円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 49，890円

票 数

単勝票数 計 253322 的中 � 52386（2番人気）
複勝票数 計 383821 的中 � 62815（2番人気）� 15471（8番人気）� 81236（1番人気）
枠連票数 計 156164 的中 （2－8） 5463（11番人気）
馬連票数 計 586638 的中 �� 5461（29番人気）
馬単票数 計 266040 的中 �� 1785（40番人気）
ワイド票数 計 376218 的中 �� 4529（22番人気）�� 33075（1番人気）�� 6263（14番人気）
3連複票数 計 802145 的中 ��� 8873（16番人気）
3連単票数 計 967545 的中 ��� 1406（144番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．1―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．0―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウベルボン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 京都1着

2014．2．14生 牝3栗 母 メイショウフェーヴ 母母 アルペンローズ 7戦2勝 賞金 22，680，000円
〔制裁〕 サウンドテーブル号の騎手水口優也は，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：5番・4番）
※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 ディープウォーリア号・ネオフレグランス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13114 5月21日 晴 良 （29京都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 7，200，000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

24 ホーリーブレイズ 牡3鹿 56 高倉 稜村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462＋101：52．2 8．4�
48 テイエムチューハイ 牡3黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 436＋ 21：52．41� 362．2�
35 サザンブリーズ 牡3鹿 56

54 △荻野 極林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 504± 01：52．5クビ 49．6�
36 メイプルブラザー 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 466－ 2 〃 アタマ 43．3�
47 ウィズワンアセント 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 502± 01：52．6� 48．8�
510� ラビットラン 牝3栗 54 浜中 俊吉田 和子氏 角居 勝彦 米 Alexander Groves

Matz, LLC 448＋ 2 〃 ハナ 2．2	
714 ミキノトランペット 牡3鹿 56 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 514－ 41：52．7	 3．9

23 ワタシノロザリオ 牝3青鹿54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 440＋ 81：52．91� 77．6�
11 フォレストタウン 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 
川 啓一 512－ 6 〃 アタマ 16．1
713 ブルベアパンサー 牡3栗 56 小牧 太 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 456± 01：53．21	 18．6�
12 サトノマスター 牡3鹿 56 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 540－ 61：53．41 37．4�
612� メ リ オ ラ 牡3鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A

Racing Corp. 408－10 〃 ハナ 28．7�
815 エーアガイツ 牡3鹿 56 国分 優作藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 436－101：54．57 434．4�
611 ウインヒューゲル 牡3栗 56 
島 良太�ウイン 宮 徹 新ひだか 久米 和夫 482＋ 81：55．13� 401．5�
816 レインボージャージ 牡3黒鹿56 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 472＋ 61：55．84 6．9�
59 ナムラカブト 牡3黒鹿56 松山 弘平奈村 信重氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 492± 01：56．97 59．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，752，300円 複勝： 51，247，000円 枠連： 17，370，700円
馬連： 75，315，600円 馬単： 35，588，900円 ワイド： 43，907，100円
3連複： 95，490，300円 3連単： 127，281，100円 計： 485，953，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 250円 � 6，140円 � 1，040円 枠 連（2－4） 10，260円

馬 連 �� 93，390円 馬 単 �� 157，000円

ワ イ ド �� 29，560円 �� 4，520円 �� 58，130円

3 連 複 ��� 723，410円 3 連 単 ��� 4，613，930円

票 数

単勝票数 計 397523 的中 � 37463（4番人気）
複勝票数 計 512470 的中 � 65485（3番人気）� 1904（15番人気）� 11966（10番人気）
枠連票数 計 173707 的中 （2－4） 1312（25番人気）
馬連票数 計 753156 的中 �� 625（83番人気）
馬単票数 計 355889 的中 �� 170（155番人気）
ワイド票数 計 439071 的中 �� 382（88番人気）�� 2533（36番人気）�� 194（106番人気）
3連複票数 計 954903 的中 ��� 99（391番人気）
3連単票数 計1272811 的中 ��� 20（2382番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―12．1―13．0―12．8―12．6―12．5―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．5―35．6―48．6―1：01．4―1：14．0―1：26．5―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．2
1
3
13（5，16）（11，14）1，10（4，12）（3，15）8，9（2，6）7・（13，5）1（16，14）（4，10，7）11（3，12）8，15（2，6）9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホーリーブレイズ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．1．21 京都1着

2014．5．12生 牡3鹿 母 スキャニングジョイ 母母 ミスマルシゲ 4戦2勝 賞金 15，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 テルペリオン号・ナムラシンウチ号・バレーロ号



13115 5月21日 晴 良 （29京都3）第10日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （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
1：09．1
1：08．7

重
重

612 ウエスタンビジュー 牝4鹿 55 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B472－ 21：12．2 69．6�
23 ラタンドレス 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 6 〃 クビ 14．2�

35 トラストマヴィア 牝4黒鹿55 福永 祐一菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 480－ 41：12．3クビ 3．8�
11 ス ワ ニ ル ダ 牝4芦 55 藤岡 佑介服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 450－ 41：12．4� 22．1�
24 � ラガーエミリー 牝4黒鹿55 川田 将雅奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 岡田 猛 470－ 21：12．61� 7．1�
510 クリノセゴビア 牝4黒鹿55 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 456＋ 61：12．92 25．7	
36 ウェディングラン 牝5鹿 55

53 △城戸 義政小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 454＋ 21：13．0	 46．4

59 サンマルメジャール 牝5鹿 55 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 452＋ 21：13．1クビ 51．9�
12 アマルティア 牝4黒鹿55 松若 風馬�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 458－ 21：13．2� 21．0
611 アナフィエル 牝4栗 55 中谷 雄太�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 2 〃 クビ 21．8�
816 ミスズマンボ 牝4青鹿55 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 450＋ 61：13．3クビ 14．7�
713� ロ ワ ー ル 牝4栗 55

52 ▲富田 暁林 進氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 430＋ 61：13．72	 178．2�
48 サトノマイヒメ 牝4栗 55 田中 健里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 21：14．23 8．2�
714� イ ワ バ シ ル 牝4栗 55 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 472－ 21：14．41	 47．4�
47 レ イ リ オ ン 牝4鹿 55

53 △荻野 極 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 428－ 41：14．5	 4．2�
815 タキオンレディー 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 462＋ 61：15．13	 10．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，844，200円 複勝： 36，170，500円 枠連： 20，254，400円
馬連： 65，465，100円 馬単： 28，683，300円 ワイド： 40，820，700円
3連複： 92，564，500円 3連単： 104，744，700円 計： 414，547，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，960円 複 勝 � 2，070円 � 390円 � 180円 枠 連（2－6） 5，550円

馬 連 �� 42，880円 馬 単 �� 102，930円

ワ イ ド �� 14，140円 �� 5，880円 �� 960円

3 連 複 ��� 54，830円 3 連 単 ��� 834，500円

票 数

単勝票数 計 258442 的中 � 2967（15番人気）
複勝票数 計 361705 的中 � 3602（15番人気）� 22497（6番人気）� 66607（1番人気）
枠連票数 計 202544 的中 （2－6） 2825（21番人気）
馬連票数 計 654651 的中 �� 1183（95番人気）
馬単票数 計 286833 的中 �� 209（195番人気）
ワイド票数 計 408207 的中 �� 724（100番人気）�� 1753（67番人気）�� 11429（5番人気）
3連複票数 計 925645 的中 ��� 1266（182番人気）
3連単票数 計1047447 的中 ��� 91（1936番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―11．6―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．6―46．2―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンビジュー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．1．17 京都12着

2013．5．11生 牝4鹿 母 ウエスタンダンサー 母母 ウエスタンローズ 13戦2勝 賞金 13，530，000円

13116 5月21日 晴 良 （29京都3）第10日 第8競走 ��
��2，200�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 7，500，000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
2：10．0
2：09．9

良
良

11 ルドルフィーナ 牡4青鹿57 小牧 太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 484± 02：13．6 8．4�

810 ドルフィンマーク �4黒鹿57 福永 祐一大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B506± 02：13．81	 4．0�
33 キングパール 牡5黒鹿57 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474－ 82：14．12 4．0�
22 ヒルノマレット 牡5黒鹿 57

55 △荻野 極�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 512－102：14．31 63．4�
55 アグネスリバティ 牡4黒鹿57 荻野 琢真上山 牧氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478－ 62：14．51	 2．7�
67 リッチガール 牝5栗 55

52 ▲富田 暁吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－102：14．71	 44．0	

78 ヴァーサトル 牡5黒鹿57 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 506＋ 22：15．01
 8．6

811 ホットファイヤー 牡4鹿 57 高倉 稜西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 464－ 4 〃 ハナ 32．2�
44 � メーテルリンク 牡4鹿 57 松若 風馬近藤 英子氏 杉山 晴紀 伊達 宮井 孝典 468－ 22：15．31
 59．1�
66 マコトクラダリング 牝4鹿 55 高田 潤�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 516＋ 62：15．93 22．8
79 コンフィアンサ 牡4青鹿57 松山 弘平吉田 勝己氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋102：16．21
 33．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 28，658，000円 複勝： 33，583，800円 枠連： 12，239，100円
馬連： 61，019，300円 馬単： 30，744，300円 ワイド： 32，488，700円
3連複： 73，539，800円 3連単： 127，499，600円 計： 399，772，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 240円 � 150円 � 170円 枠 連（1－8） 1，780円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 540円 �� 690円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 16，170円

票 数

単勝票数 計 286580 的中 � 27112（4番人気）
複勝票数 計 335838 的中 � 30478（5番人気）� 64824（2番人気）� 52697（3番人気）
枠連票数 計 122391 的中 （1－8） 5321（8番人気）
馬連票数 計 610193 的中 �� 32658（7番人気）
馬単票数 計 307443 的中 �� 7093（14番人気）
ワイド票数 計 324887 的中 �� 15155（7番人気）�� 11425（9番人気）�� 24333（3番人気）
3連複票数 計 735398 的中 ��� 22500（7番人気）
3連単票数 計1274996 的中 ��� 5715（50番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．1―12．7―12．8―12．4―12．1―11．8―11．8―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�
12．6―23．9―37．0―49．7―1：02．5―1：14．9―1：27．0―1：38．8―1：50．6―2：01．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルドルフィーナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．10．11 京都4着

2013．2．26生 牡4青鹿 母 ア メ ー リ ア 母母 ビハインドザマスク 15戦2勝 賞金 20，700，000円



13117 5月21日 晴 良 （29京都3）第10日 第9競走 ��2，000�
お む ろ

御 室 特 別
発走14時15分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
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
1：56．8
1：56．1

良
良

33 � レイホーロマンス 牝4鹿 55 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 406－ 42：00．5 8．1�
66 メイショウタチマチ 牝4鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 490＋ 62：00．6� 4．1�
810 クィーンズベスト 牝4鹿 55 川田 将雅林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 500＋ 62：00．81� 2．2�
44 アプリコットベリー 牝5青鹿55 浜中 俊 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 402－ 22：00．9	 18．4�
22 デルマオギン 牝4鹿 55 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482± 02：01．0� 52．8�
55 アンドリエッテ 牝5鹿 55 松山 弘平永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 454± 02：01．21 4．0	
89 メイショウガーデン 牝4黒鹿55 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 522＋ 62：01．41	 19．3

78 マイネボニータ 牝6栗 55 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 428± 0 〃 ハナ 140．5�
11 ウインミレーユ 牝4黒鹿55 高倉 稜�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 450＋122：01．5	 20．0
77 アルケミスト 牝4鹿 55 幸 英明�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 442＋10 〃 クビ 48．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，527，300円 複勝： 43，220，200円 枠連： 15，155，000円
馬連： 88，541，700円 馬単： 46，483，600円 ワイド： 39，277，200円
3連複： 103，787，100円 3連単： 214，126，100円 計： 585，118，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 160円 � 140円 � 110円 枠 連（3－6） 1，480円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 510円 �� 310円 �� 200円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 9，740円

票 数

単勝票数 計 345273 的中 � 33919（4番人気）
複勝票数 計 432202 的中 � 50743（4番人気）� 65470（3番人気）� 162582（1番人気）
枠連票数 計 151550 的中 （3－6） 7890（5番人気）
馬連票数 計 885417 的中 �� 49605（5番人気）
馬単票数 計 464836 的中 �� 9692（13番人気）
ワイド票数 計 392772 的中 �� 16949（7番人気）�� 31831（3番人気）�� 57136（1番人気）
3連複票数 計1037871 的中 ��� 85179（2番人気）
3連単票数 計2141261 的中 ��� 15930（32番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．6―12．3―12．3―12．5―11．7―11．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―37．3―49．6―1：01．9―1：14．4―1：26．1―1：37．5―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レイホーロマンス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス

2013．3．21生 牝4鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 13戦2勝 賞金 34，380，000円
初出走 JRA

13118 5月21日 晴 良 （29京都3）第10日 第10競走 ��
��1，800�

ほうすう

鳳雛ステークス
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

810 ローズプリンスダム 牡3青鹿56 小牧 太岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 454－ 41：51．9 33．6�

22 リヴェルディ 牡3鹿 56 荻野 極�佐藤牧場 中川 公成 平取 スガタ牧場 512－ 2 〃 ハナ 20．6�
（法634）

55 ウォーターマーズ 牡3芦 56 高倉 稜山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 514± 0 〃 クビ 6．1�
11 サンライズノヴァ 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 524－ 81：52．0クビ 2．1�
33 ブルベアバブーン 牡3栗 56 酒井 学 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 中本牧場 488－ 41：52．21� 19．2	
77 タガノアンピール 牡3黒鹿56 幸 英明八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 548＋ 21：52．3クビ 12．2

66 グランドディアマン 牡3鹿 56 国分 優作田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 笹島 政信 508＋ 41：52．62 11．3�
44 エルデュクラージュ 牡3芦 56 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：54．08 6．4�
78 サトノアリシア 牝3鹿 54 藤岡 佑介里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 482± 01：54．21 16．3
89 メイショウラケーテ 牡3黒鹿56 福永 祐一松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 454－ 6 〃 クビ 8．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，283，500円 複勝： 59，535，300円 枠連： 20，197，300円
馬連： 114，935，400円 馬単： 54，888，300円 ワイド： 56，198，100円
3連複： 140，265，000円 3連単： 248，949，600円 計： 738，252，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，360円 複 勝 � 730円 � 530円 � 220円 枠 連（2－8） 7，560円

馬 連 �� 24，730円 馬 単 �� 54，810円

ワ イ ド �� 6，510円 �� 3，100円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 65，790円 3 連 単 ��� 372，910円

票 数

単勝票数 計 432835 的中 � 10305（10番人気）
複勝票数 計 595353 的中 � 18824（10番人気）� 26826（8番人気）� 87156（2番人気）
枠連票数 計 201973 的中 （2－8） 2070（24番人気）
馬連票数 計1149354 的中 �� 3601（45番人気）
馬単票数 計 548883 的中 �� 751（89番人気）
ワイド票数 計 561981 的中 �� 2200（45番人気）�� 4680（38番人気）�� 6966（24番人気）
3連複票数 計1402650 的中 ��� 1599（111番人気）
3連単票数 計2489496 的中 ��� 484（633番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．9―49．0―1：01．3―1：13．5―1：26．1―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．4
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ローズプリンスダム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．15 東京1着

2014．3．10生 牡3青鹿 母 クリスチャンパール 母母 クラクエンレディー 7戦3勝 賞金 36，431，000円
〔制裁〕 リヴェルディ号の騎手荻野極は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被害馬：6番）

１レース目



13119 5月21日 晴 良 （29京都3）第10日 第11競走 ��
��2，000�

しもがも

下鴨ステークス
発走15時30分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，28．5．21以降29．5．14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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 ヴ ォ ー ジ ュ 牡4青鹿56 松若 風馬杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 512＋ 61：58．2 4．5�
33 スズカルパン 牡8鹿 54 小牧 太永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 470－ 4 〃 クビ 30．0�
66 ノーブルマーズ 牡4栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 482± 01：58．62� 7．7�
78 ナムラシングン 牡4黒鹿56 福永 祐一奈村 睦弘氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 510－12 〃 ハナ 3．3�
11 レトロロック 牡5鹿 55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 482± 01：58．81� 2．9�
79 タツゴウゲキ 牡5鹿 55 中谷 雄太鈴木 髙幸氏 	島 一歩 新冠 川上牧場 484－101：59．01� 17．8	
811 プリメラアスール 牝5黒鹿53 幸 英明�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 500± 01：59．1
 16．3

67 サンライズタイセイ 牡7鹿 54 国分 恭介松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 478＋101：59．31 66．1�
810 ベ ル ニ ー ニ 牡8鹿 54 酒井 学 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 474－ 21：59．51� 97．3�
55 � ザトゥルーエアー 牡6鹿 55 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 484＋ 62：00．03 13．8
22 クラウディオス �7栗 53 松山 弘平 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484－ 82：04．5大差 98．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，047，600円 複勝： 55，537，500円 枠連： 32，801，700円
馬連： 175，444，500円 馬単： 81，949，600円 ワイド： 70，515，900円
3連複： 217，021，700円 3連単： 441，676，900円 計： 1，129，995，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 510円 � 240円 枠 連（3－4） 7，510円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 9，670円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 510円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 10，030円 3 連 単 ��� 54，900円

票 数

単勝票数 計 550476 的中 � 97414（3番人気）
複勝票数 計 555375 的中 � 95539（3番人気）� 23177（8番人気）� 59257（4番人気）
枠連票数 計 328017 的中 （3－4） 3382（20番人気）
馬連票数 計1754445 的中 �� 22205（21番人気）
馬単票数 計 819496 的中 �� 6352（33番人気）
ワイド票数 計 705159 的中 �� 10939（21番人気）�� 37827（5番人気）�� 9288（22番人気）
3連複票数 計2170217 的中 ��� 16219（31番人気）
3連単票数 計4416769 的中 ��� 5832（173番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．3―11．9―11．8―11．8―11．5―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．2―48．1―59．9―1：11．7―1：23．2―1：34．8―1：46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F35．0
1
3
11－4－9，3，6（1，8）2，10，5－7
11－4－9（3，6）（1，8）－10，2，7－5

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

勝馬の
紹 介

ヴ ォ ー ジ ュ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．4．23 京都8着

2013．5．15生 牡4青鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 11戦4勝 賞金 59，478，000円
〔その他〕 クラウディオス号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

13120 5月21日 晴 良 （29京都3）第10日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・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
1：47．8
1：47．8

重
重

812 ミキノグランプリ 牡6栗 57
54 ▲森 裕太朗谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 464－ 61：52．3 44．6�

69 ストロベリーキング �6黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 466－ 21：52．93	 80．3�
44 スランジバール 牡8鹿 57

56 ☆岩崎 翼�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480＋ 61：53．0	 17．8�
56 
 タガノジーニアス 牡4鹿 57 川島 信二八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 4 〃 クビ 3．5�
33 ワンダーアビルマン 牡4黒鹿57 小牧 太山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 492－ 21：53．21 5．6�
45 サンライズワールド �7栗 57

55 △荻野 極松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 440－18 〃 アタマ 16．8	
711 モルゲンロート 牡4鹿 57 幸 英明武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－ 21：53．41 12．0

813 アスタキサンチン 牝5栗 55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B462－ 81：53．61� 65．8�
710 レインボーソング 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B482－ 8 〃 クビ 4．1�
68 メイショウブーケ 牝6栗 55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B472＋ 21：53．7� 14．1
57 テイエムリヴィエラ 牝6鹿 55 藤原 幹生竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B482＋ 21：53．9� 47．1�

（笠松）

22 メイショウカシュウ 牡5鹿 57
55 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 494＋ 21：55．510 9．5�

11 コスモバーダン 牡5鹿 57
54 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 520－ 41：55．6� 9．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，961，600円 複勝： 57，668，200円 枠連： 28，455，500円
馬連： 141，850，000円 馬単： 57，629，200円 ワイド： 65，898，500円
3連複： 190，759，000円 3連単： 297，950，200円 計： 882，172，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，460円 複 勝 � 1，080円 � 2，850円 � 570円 枠 連（6－8） 6，200円

馬 連 �� 94，850円 馬 単 �� 187，920円

ワ イ ド �� 15，330円 �� 6，540円 �� 11，590円

3 連 複 ��� 434，860円 3 連 単 ��� 3，130，630円

票 数

単勝票数 計 419616 的中 � 7520（10番人気）
複勝票数 計 576682 的中 � 14057（10番人気）� 5091（13番人気）� 28334（9番人気）
枠連票数 計 284555 的中 （6－8） 3552（27番人気）
馬連票数 計1418500 的中 �� 1159（77番人気）
馬単票数 計 576292 的中 �� 230（153番人気）
ワイド票数 計 658985 的中 �� 1107（75番人気）�� 2613（53番人気）�� 1467（73番人気）
3連複票数 計1907590 的中 ��� 329（281番人気）
3連単票数 計2979502 的中 ��� 69（1702番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―22．8―34．9―47．6―1：00．2―1：12．9―1：25．6―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．4
1
3
12－1－2，10，11，5，13－6，7（3，4）－9，8
12＝1，11－10（5，13）3（2，6，4）9（7，8）

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

勝馬の
紹 介

ミキノグランプリ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2013．11．23 京都3着

2011．4．25生 牡6栗 母 ミキノモナコ 母母 ユ カ リ 40戦3勝 賞金 56，740，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（29京都3）第10日 5月21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 171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

211，510，000円
10，120，000円
14，580，000円
1，000，000円
23，340，000円
69，954，000円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
388，330，200円
504，875，600円
206，858，300円
964，309，000円
461，773，100円
504，002，000円
1，251，137，400円
2，016，176，500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 6，297，462，100円

総入場人員 23，103名 （有料入場人員 22，008名）
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