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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

13049 5月4日 晴 良 （25京都3）第5日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時00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

510� ライオンズバイツ 牡3鹿 56 四位 洋文中村 浩章氏 増本 豊 米 Green
Gates Farm 462＋ 61：25．3 2．4�

714 トウショウタイド 牡3鹿 56 幸 英明トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 560＋ 21：25．93� 9．7�
36 � エーシンザピーク 牡3栗 56 M．デムーロ�栄進堂 小崎 憲 米

Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

466－ 41：26．0クビ 12．7�
（仏）

11 マコトクオバディス 牝3鹿 54 北村 友一尾田左知子氏 北出 成人 日高 シンボリ牧場 472－ 21：26．21	 7．5�
12 サクセスカッシーナ 牡3鹿 56 岩田 康誠髙嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 442＋ 61：26．3� 4．3�
23 アルペンクローネ 牡3鹿 56 和田 竜二水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 444＋ 61：26．51� 90．7	
59 エルフショット 
3青鹿56 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 474－121：26．6クビ 54．2

612 リトルボナンザ 牝3芦 54 小牧 太畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 432＋ 41：27．45 336．6�
816 クモンリュウシシン 牡3青鹿56 国分 優作小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 470＋101：27．82� 381．2�
713� リアルアーネスト 牝3栗 54 秋山真一郎グランド牧場 坪 憲章 米 Yoshiyuki Ito 434＋141：28．01	 6．6�
48 ナムラタイショウ 牡3栗 56 太宰 啓介奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 454 ― 〃 クビ 67．0�
815� エアサラディン 牡3鹿 56 C．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 476－ 41：28．63� 19．8�
（伊）

611 ラインノーブル 牡3鹿 56 藤岡 康太大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 506± 01：29．87 49．2�
35 アースワンレッド 牡3鹿 56 川島 信二松山 増男氏 沖 芳夫 新ひだか 城地 清満 506 ―1：29．9� 370．0�
24 ヴェストファーレン 牡3芦 56

54 △中井 裕二石川 幸司氏 牧浦 充徳 日高 坂田牧場 520 ―1：31．17 188．2�
47 アグリスマイル 牡3鹿 56 水口 優也グリーンスウォード福島 信晴 日高 スマイルファーム 542 ―1：31．84 381．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，800，600円 複勝： 37，270，600円 枠連： 14，444，800円
馬連： 45，725，800円 馬単： 30，251，800円 ワイド： 24，503，500円
3連複： 66，690，600円 3連単： 101，624，300円 計： 341，312，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 250円 � 330円 枠 連（5－7） 570円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 410円 �� 640円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 11，130円

票 数

単勝票数 計 208006 的中 � 70620（1番人気）
複勝票数 計 372706 的中 � 95314（1番人気）� 35252（5番人気）� 23835（6番人気）
枠連票数 計 144448 的中 （5－7） 18979（3番人気）
馬連票数 計 457258 的中 �� 30221（4番人気）
馬単票数 計 302518 的中 �� 12844（5番人気）
ワイド票数 計 245035 的中 �� 16080（4番人気）�� 9303（9番人気）�� 5775（15番人気）
3連複票数 計 666906 的中 ��� 18057（11番人気）
3連単票数 計1016243 的中 ��� 6739（29番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．3―12．6―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．9―47．2―59．8―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ライオンズバイツ �
�
父 Lion Heart �

�
母父 Lure デビュー 2013．3．10 阪神10着

2010．2．11生 牡3鹿 母 Matsue 母母 Kooyonga 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 アグリスマイル号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェストファーレン号・アグリスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

6月4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 シゲルサジタリアス号・スズカルミナリー号・ヨロシク号
（非抽選馬） 1頭 メイショウゲンキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13050 5月4日 晴 良 （25京都3）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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

22 マイネルハルカゼ 牡3鹿 56 幸 英明 �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 472－ 21：52．9 3．9�

57 エーティータラント 牡3芦 56 和田 竜二荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 496＋ 41：53．96 6．5�
11 ライドンシャフト 牡3栗 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 506＋ 4 〃 クビ 10．7�
812 ミキノノボリリュウ 牡3鹿 56 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 468－ 41：54．11� 3．6�
813 ヴァルティカル 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 21：54．2� 6．3	
69 ウインアルカディア 牡3栗 56 C．デムーロ�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 510＋ 61：54．3� 9．6


（伊）

45 タガノレイサッシュ 牡3黒鹿56 北村 友一八木 良司氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 21：54．51� 21．5�

56 ダノンリュウオー 牡3栗 56 福永 祐一�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 532－ 61：54．7� 6．9�
33 テイエムオールエー 牡3栗 56 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 佐藤 陽一 442± 01：57．3大差 127．6
44 ワンダーブライド 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 380－ 81：58．36 459．9�
711 マルシゲキング 牡3黒鹿 56

53 ▲花田 大昂坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 444± 0 〃 ハナ 146．3�
68 アクアブルーサニー 牡3鹿 56 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 482＋ 41：58．93� 214．8�

（12頭）
710 ヴィントホーゼ 牡3鹿 56 酒井 学�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 17，274，800円 複勝： 34，531，100円 枠連： 14，122，400円
馬連： 41，230，000円 馬単： 26，436，100円 ワイド： 19，594，300円
3連複： 56，700，800円 3連単： 89，680，100円 計： 299，569，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 180円 � 300円 枠 連（2－5） 710円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 360円 �� 620円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 13，270円

票 数

単勝票数 差引計 172748（返還計 27） 的中 � 35434（2番人気）
複勝票数 差引計 345311（返還計 52） 的中 � 58528（2番人気）� 56037（3番人気）� 25395（7番人気）
枠連票数 差引計 141224（返還計 2 ） 的中 （2－5） 14889（3番人気）
馬連票数 差引計 412300（返還計 171） 的中 �� 38366（3番人気）
馬単票数 差引計 264361（返還計 194） 的中 �� 11675（3番人気）
ワイド票数 差引計 195943（返還計 74） 的中 �� 14454（3番人気）�� 7577（10番人気）�� 5796（15番人気）
3連複票数 差引計 567008（返還計 501） 的中 ��� 14573（13番人気）
3連単票数 差引計 896801（返還計 756） 的中 ��� 4990（37番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．7―12．9―12．8―12．7―12．4―13．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．5―49．4―1：02．2―1：14．9―1：27．3―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．0
1
3
・（2，12）－9（6，8）11，4－7，5－3，1－13・（2，12）（7，9）（6，11）（1，8）（5，13）4－3

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

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 10戦1勝 賞金 12，775，000円
〔出走取消〕 ヴィントホーゼ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーブライド号・マルシゲキング号・アクアブルーサニー号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成25年6月4日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 京都競馬 第５日



13051 5月4日 晴 良 （25京都3）第5日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00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
1：20．5
1：19．0

良
良

48 ダノンルージュ 牝3鹿 54 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456－ 41：21．3 1．6�
818 ディアプリンセス 牝3黒鹿54 川田 将雅ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 446＋ 21：21．61� 12．1�
23 フェリーチェレガロ 牝3黒鹿54 福永 祐一平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 486－ 21：21．7� 7．5�
714 ミキノティータイム 牝3栗 54 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 446± 01：21．8� 19．2�
24 エ イ ン セ ル 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 444－ 61：21．9� 6．2�

（仏）

12 テンプトミーノット 牝3鹿 54 小牧 太 	サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 440－ 61：22．0� 69．5

715 ハッピーチャート 牝3芦 54

52 △中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 新ひだか 桜井牧場 468± 0 〃 アタマ 18．2�

611 マリンルック 牝3鹿 54 松山 弘平岡 浩二氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 420± 01：22．21� 78．9�
59 マコトラヴィッサン 牝3青鹿54 北村 友一眞壁 宏寧氏 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 442＋ 6 〃 クビ 207．0
612 クインポルカ 牝3芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 460＋ 81：22．62� 26．5�
47 メイショウヒビキ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好�氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 380＋ 2 〃 クビ 381．5�
11 ヒ シ ダ イ ヤ 牝3鹿 54 藤岡 康太阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 468－14 〃 ハナ 127．5�
36 ブラボーデジタル 牝3栗 54 幸 英明松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 446＋141：23．23� 258．6�
35 ラフィットオフ 牝3鹿 54 C．デムーロ 飯田 正剛氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 418－ 41：23．3クビ 41．6�

（伊）

816 ワキノグレース 牝3鹿 54 上村 洋行脇山 良之氏 大根田裕之 新ひだか 広田牧場 452－101：23．4� 496．8�
713 コウエイヒカリ 牝3黒鹿54 酒井 学西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 410 ―1：23．5� 527．9�
817 ヤマニンエトレンヌ 牝3栗 54 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 466－161：25．110 287．6�
510 ビントフォーティ 牝3栗 54 国分 優作谷和 光彦氏 浜田多実雄 浦河 ひるかわ育

成牧場 452＋181：25．41� 646．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，655，800円 複勝： 65，906，700円 枠連： 17，829，100円
馬連： 46，696，900円 馬単： 42，163，300円 ワイド： 27，037，700円
3連複： 66，013，200円 3連単： 144，694，100円 計： 435，996，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 170円 枠 連（4－8） 590円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 300円 �� 260円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 3，570円

票 数

単勝票数 計 256558 的中 � 134682（1番人気）
複勝票数 計 659067 的中 � 390923（1番人気）� 43430（4番人気）� 59139（3番人気）
枠連票数 計 178291 的中 （4－8） 22385（2番人気）
馬連票数 計 466969 的中 �� 46361（3番人気）
馬単票数 計 421633 的中 �� 34168（3番人気）
ワイド票数 計 270377 的中 �� 23891（3番人気）�� 28517（2番人気）�� 7261（9番人気）
3連複票数 計 660132 的中 ��� 37202（3番人気）
3連単票数 計1446941 的中 ��� 29980（6番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―11．5―11．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．9―46．4―57．7―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンルージュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．4．20 京都2着

2010．5．18生 牝3鹿 母 フォトジェニー 母母 ブルーラスター 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビントフォーティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月4日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13052 5月4日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都3）第5日 第4競走 2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30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

810 ピンクジャスミン 牝6鹿 58 田村 太雅名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 468＋ 23：14．9 12．6�
89 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 482± 03：17．4大差 3．0�
33 � 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＋ 6 〃 アタマ 33．5�
44 � シルヴァーノ �6鹿 60 西谷 誠 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 クビ 6．6�
22 リアルブラック �4青鹿59 林 満明大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 484± 03：17．93 5．2	
66 テイエムオウショウ 牡4栗 59 白浜 雄造竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 452＋ 23：18．0クビ 3．2

11 バトルブラーヴォウ 牡4鹿 59 小坂 忠士宮川 秋信氏 武 宏平 新ひだか 飛野牧場 506－123：19．59 111．5�
78 オープンセサミ 牡10鹿 60

57 ▲森 一馬松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム 488＋ 63：20．99 52．5�
77 � ロトディパーチャー 牡6鹿 60 黒岩 悠中島 稔氏 坪 憲章 伊達 高橋農場 490＋ 43：21．53� 9．4
55 メイショウビリーヴ �4黒鹿59 北沢 伸也松本 和子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 454＋ 63：25．6大差 43．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，313，800円 複勝： 18，942，800円 枠連： 8，819，300円
馬連： 28，343，900円 馬単： 23，309，900円 ワイド： 13，871，400円
3連複： 44，287，000円 3連単： 86，839，800円 計： 238，727，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 320円 � 170円 � 260円 枠 連（8－8） 1，300円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 610円 �� 3，230円 �� 910円

3 連 複 ��� 14，770円 3 連 単 ��� 77，220円

票 数

単勝票数 計 143138 的中 � 8972（6番人気）
複勝票数 計 189428 的中 � 13664（7番人気）� 37920（2番人気）� 17739（5番人気）
枠連票数 計 88193 的中 （8－8） 5019（6番人気）
馬連票数 計 283439 的中 �� 15051（7番人気）
馬単票数 計 233099 的中 �� 4794（17番人気）
ワイド票数 計 138714 的中 �� 5973（7番人気）�� 999（30番人気）�� 3792（12番人気）
3連複票数 計 442870 的中 ��� 2213（39番人気）
3連単票数 計 868398 的中 ��� 830（197番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 54．3－3F 41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピンクジャスミン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．11．22 京都6着

2007．2．26生 牝6鹿 母 レースミストレス 母母 ド ッ フ 障害：3戦1勝 賞金 8，800，000円



13053 5月4日 晴 良 （25京都3）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12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
1：44．7
1：44．1

良
良

713 シャイニーハーツ 牡3栗 56 幸 英明小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 450－ 21：47．4 18．2�
612 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 484＋ 4 〃 クビ 20．5�
817 ゴ ー ス ル ー 牡3鹿 56 藤田 伸二 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 448－ 21：47．5� 4．8�
23 メイショウエゾフジ 牡3黒鹿56 福永 祐一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 470＋161：47．6� 3．8�
818 フ ロ レ ン ト 牡3黒鹿56 松山 弘平杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ

ファーム 462－ 81：47．91� 73．4�
611 ミッキーマンデー 牡3栗 56 和田 竜二三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 472± 01：48．0� 3．8	
48 ルペールノエル 牡3黒鹿56 岩田 康誠 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 508＋ 41：48．1クビ 6．1�
11 キングアルフォンス 牡3鹿 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス
 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 434－ 41：48．2� 15．8�
47 エーシンケツァール 牝3鹿 54 秋山真一郎
栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 410－ 21：48．3クビ 18．9
715 モユルオモイ 牡3栗 56 国分 優作 �キャロットファーム 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 470± 01：48．4� 173．3�
35 サンミッシェル 牝3栗 54 熊沢 重文武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 438＋101：48．5� 94．2�
510 ウォーターグローレ 牡3鹿 56 太宰 啓介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 456＋ 2 〃 クビ 433．7�
714 ダノンマイティ 牡3栗 56 M．デムーロ
ダノックス 音無 秀孝 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 2 〃 ハナ 13．6�
（仏）

24 ヒカリサスペンス 牡3鹿 56
54 △中井 裕二
ヒカリクラブ 牧田 和弥 新ひだか 前谷 武志 474＋ 6 〃 ハナ 54．5�

12 スリーフェニックス 牡3芦 56 酒井 学永井商事
 村山 明 浦河 信岡牧場 476 ―1：48．6クビ 240．7�
816 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± 01：48．7� 90．6�
36 スズカアルプス 牡3栗 56 川島 信二永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 448± 01：49．02 404．4�
59 シゲルサソリザ 牡3鹿 56 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 井高牧場 436± 01：50．8大差 485．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，781，400円 複勝： 43，863，300円 枠連： 16，652，200円
馬連： 53，192，100円 馬単： 33，982，900円 ワイド： 28，254，400円
3連複： 75，559，200円 3連単： 113，617，900円 計： 387，903，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 470円 � 450円 � 200円 枠 連（6－7） 1，130円

馬 連 �� 12，350円 馬 単 �� 34，450円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 1，340円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 20，570円 3 連 単 ��� 181，890円

票 数

単勝票数 計 227814 的中 � 9905（7番人気）
複勝票数 計 438633 的中 � 22013（8番人気）� 23474（6番人気）� 71006（3番人気）
枠連票数 計 166522 的中 （6－7） 10947（7番人気）
馬連票数 計 531921 的中 �� 3181（35番人気）
馬単票数 計 339829 的中 �� 728（83番人気）
ワイド票数 計 282544 的中 �� 2353（34番人気）�� 5261（17番人気）�� 4850（20番人気）
3連複票数 計 755592 的中 ��� 2712（65番人気）
3連単票数 計1136179 的中 ��� 461（477番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―35．5―47．6―59．6―1：11．6―1：23．5―1：35．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニーハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．10．14 京都4着

2010．4．2生 牡3栗 母 ダイタクアズミット 母母 スプリングネヴァー 6戦1勝 賞金 8，600，000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。
（非当選馬） 1頭 トゥービーハッピー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13054 5月4日 晴 良 （25京都3）第5日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時50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
1：21．9
1：21．5

重
不良

36 マッケンジー 牡3芦 56 福永 祐一林 千枝子氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 508＋ 21：24．6 2．4�
816 メイショウオオカゼ 牡3黒鹿56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 41：25．02� 6．0�
11 ドンクーガー 牡3青鹿56 岩田 康誠山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 474± 0 〃 アタマ 16．6�
24 メイショウアイアン 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 藤沢牧場 504－ 2 〃 ハナ 6．5�
48 マークスマン 牡3鹿 56 武 幸四郎 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 21：25．1� 23．3�
815 ガッサンプレイ 牡3栗 56 川田 将雅西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 454－ 21：25．31� 9．8�
510 ミッキーアップル 牝3鹿 54 幸 英明野田みづき氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 468－ 41：25．4クビ 82．2	
611 スクワドロン 牡3芦 56 小牧 太 
サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 500± 01：25．5� 5．9�
714 イ キ 牡3栗 56 C．デムーロ 前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 6 〃 ハナ 15．8�
（伊）

47 グロシュラライト 牡3黒鹿56 藤田 伸二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 442－ 41：25．6� 31．1
23 ワンダーシャスール 牡3鹿 56 太宰 啓介山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 秋場牧場 446－ 2 〃 ハナ 403．3�
12 ケイツーリマーク 牝3鹿 54 熊沢 重文楠本 勝美氏 沖 芳夫 新冠 的場牧場 434＋ 41：25．91� 522．9�
713 コピーライター 牡3鹿 56 酒井 学グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 518－ 2 〃 アタマ 50．9�
612 ロードツイスター �3鹿 56 四位 洋文 �ロードホースクラブ 高野 友和 浦河 惣田 英幸 446－ 21：26．0� 173．6�
59 マイアイポイント 牡3鹿 56 松山 弘平MYI馬主組合 鈴木 孝志 日高 横井 忠幸 466－101：26．1� 141．1�
35 ターゲットゾーン 牡3栗 56

54 △中井 裕二畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 496－121：26．2� 264．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，607，600円 複勝： 47，123，000円 枠連： 16，850，800円
馬連： 54，568，900円 馬単： 36，011，700円 ワイド： 29，288，600円
3連複： 75，854，200円 3連単： 118，450，700円 計： 404，755，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 180円 � 370円 枠 連（3－8） 380円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 300円 �� 740円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 9，410円

票 数

単勝票数 計 266076 的中 � 88142（1番人気）
複勝票数 計 471230 的中 � 110169（1番人気）� 74402（2番人気）� 24596（6番人気）
枠連票数 計 168508 的中 （3－8） 32805（1番人気）
馬連票数 計 545689 的中 �� 51907（2番人気）
馬単票数 計 360117 的中 �� 25883（1番人気）
ワイド票数 計 292886 的中 �� 27473（1番人気）�� 9332（9番人気）�� 6031（14番人気）
3連複票数 計 758542 的中 ��� 18782（9番人気）
3連単票数 計1184507 的中 ��� 9294（12番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．1―12．2―12．3―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッケンジー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．2．16 京都3着

2010．2．9生 牡3芦 母 スパークルジュエル 母母 Golden Jewel Box 3戦2勝 賞金 13，500，000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 トーコーグリーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13055 5月4日 晴 良 （25京都3）第5日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時20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

44 ダンツアトラス 牡3鹿 56 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 470－ 21：34．2 13．4�
67 オースミナイン 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 462－ 6 〃 クビ 3．1�
811 サイモンラムセス 牡3鹿 56 松山 弘平澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 440± 01：34．3クビ 5．8�
22 トップエトワール 牡3芦 56 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 496－ 21：34．51� 50．2�
812 ウ リ ウ リ 牝3青 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 446＋20 〃 ハナ 5．0	
68 アドマイヤツヨシ 牡3鹿 56 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 21：34．6� 4．7

55 コナブリュワーズ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 458－ 41：34．7クビ 9．8�
33 グレイスフルデイズ 牡3芦 56 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 ハナ 20．2�
11 ジェネクラージュ 牡3栗 56 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 440＋ 2 〃 クビ 131．7
56 グリーンラヴ 牡3栗 56 M．デムーロ �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 472＋12 〃 ハナ 15．0�
（仏）

710 タガノバスター 牡3栗 56
54 △中井 裕二八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋ 41：34．91� 71．7�
79 ステラビアンカ 牡3栗 56 水口 優也�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 444＋ 41：35．53� 160．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，611，500円 複勝： 51，990，000円 枠連： 18，776，900円
馬連： 64，069，700円 馬単： 40，118，100円 ワイド： 33，887，800円
3連複： 81，548，000円 3連単： 141，485，700円 計： 461，487，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 280円 � 140円 � 190円 枠 連（4－6） 1，420円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，150円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 27，510円

票 数

単勝票数 計 296115 的中 � 17512（6番人気）
複勝票数 計 519900 的中 � 40536（6番人気）� 122741（1番人気）� 68497（4番人気）
枠連票数 計 187769 的中 （4－6） 9818（5番人気）
馬連票数 計 640697 的中 �� 24670（8番人気）
馬単票数 計 401181 的中 �� 6161（18番人気）
ワイド票数 計 338878 的中 �� 12422（8番人気）�� 6735（16番人気）�� 27378（3番人気）
3連複票数 計 815480 的中 ��� 17495（12番人気）
3連単票数 計1414857 的中 ��� 3796（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．6―47．6―59．6―1：11．2―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツアトラス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．8．12 札幌2着

2010．3．12生 牡3鹿 母 チアズガディス 母母 チアズグレイス 7戦2勝 賞金 20，864，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13056 5月4日 晴 良 （25京都3）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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 サイモンガーランド 牝4鹿 55 C．デムーロ 澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 21：53．1 3．6�
（伊）

811 デ コ レ イ ト 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 454＋ 21：53．42 8．3�
710� ア ラ ン ロ ド 牝5栗 55 M．デムーロ村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 436－ 21：53．71� 3．6�

（仏）

68 トウカイメリー 牝4青鹿55 岩田 康誠内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 434－ 2 〃 クビ 2．8�
79 � ブライトエルフ 牝4栗 55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 458＋121：54．33� 53．7�
56 � 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＋ 4 〃 ハナ 141．3	
812 ゴッドフローラ 牝5芦 55 北村 友一中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 500＋ 41：54．83 21．6

11 シゲルサクランボ 牝4黒鹿55 秋山真一郎森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 静内フジカワ牧場 446－ 41：54．9� 229．7�
33 シゲルリンゴ 牝4栗 55 松山 弘平森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 442－ 4 〃 クビ 48．5�
44 メテオーリカ 牝4黒鹿55 川田 将雅吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 430－ 61：55．0クビ 16．6
55 ゴールドジェーン 牝5鹿 55 幸 英明加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 454＋121：55．21	 65．3�
67 キョウワレイ 牝4鹿 55 国分 優作�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 474＋ 61：55．73 25．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，651，200円 複勝： 45，507，600円 枠連： 13，104，000円
馬連： 58，777，800円 馬単： 40，590，200円 ワイド： 26，574，400円
3連複： 77，971，300円 3連単： 152，314，900円 計： 440，491，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 220円 � 150円 枠 連（2－8） 1，190円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 500円 �� 280円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 8，090円

票 数

単勝票数 計 256512 的中 � 57722（2番人気）
複勝票数 計 455076 的中 � 101199（2番人気）� 42090（4番人気）� 92578（3番人気）
枠連票数 計 131040 的中 （2－8） 8181（6番人気）
馬連票数 計 587778 的中 �� 33152（5番人気）
馬単票数 計 405902 的中 �� 13893（8番人気）
ワイド票数 計 265744 的中 �� 12611（6番人気）�� 25714（3番人気）�� 13706（5番人気）
3連複票数 計 779713 的中 ��� 37766（4番人気）
3連単票数 計1523149 的中 ��� 13897（21番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．1―12．7―12．8―12．3―12．3―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．6―50．3―1：03．1―1：15．4―1：27．7―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
12（6，11）（2，7）8（1，5，10）4－3－9・（12，2）11（6，4）8，10（1，5，7）3－9

2
4

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

サイモンガーランド �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2011．11．5 京都6着

2009．3．21生 牝4鹿 母 メアリーステラ 母母 ラシアンメアリー 12戦2勝 賞金 22，500，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13057 5月4日 晴 良 （25京都3）第5日 第9競走 ��
��2，400�

し ら か わ

白 川 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

11 サフランディライト 牡5鹿 57 和田 竜二海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 484－ 82：24．7 8．1�
33 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 482－ 22：25．12� 3．9�
57 ラヴィンライフ 牡7鹿 57 武 豊 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋10 〃 アタマ 21．0�
56 エアポートメサ 牡5栗 57 川島 信二新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 458＋ 4 〃 クビ 30．2�
22 スペルヴィア 牡4黒鹿57 川田 将雅佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 524－ 22：25．31 4．2	
69 カ ー マ イ ン 牡5鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋ 62：25．4� 11．5


（仏）

812 ミヤコトップガン 牡7栗 57 四位 洋文松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 462－ 6 〃 ハナ 84．6�
710 ロードランパート 牡5鹿 57 岩田 康誠 �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 478± 02：25．72 7．1�
45 メイショウタマカゼ 牡4栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 448＋102：25．8クビ 44．2
813	 ローレルクラシック 牡6栗 57 松山 弘平 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 500± 02：25．9� 51．1�
711	 コモノドラゴン 牡5栗 57 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 482＋ 42：26．0
 4．7�
44 パープルタイヨー 牡7鹿 57 国分 優作中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 452－ 22：26．21� 84．0�
68 タマモグランプリ �6鹿 57 太宰 啓介タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 434＋102：27．26 21．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，312，200円 複勝： 57，073，900円 枠連： 26，283，900円
馬連： 94，043，900円 馬単： 53，498，100円 ワイド： 40，501，100円
3連複： 124，511，000円 3連単： 207，414，100円 計： 632，638，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 290円 � 160円 � 500円 枠 連（1－3） 1，770円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，320円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 8，780円 3 連 単 ��� 55，510円

票 数

単勝票数 計 293122 的中 � 28690（5番人気）
複勝票数 計 570739 的中 � 48962（5番人気）� 120066（1番人気）� 24249（8番人気）
枠連票数 計 262839 的中 （1－3） 10992（8番人気）
馬連票数 計 940439 的中 �� 43304（5番人気）
馬単票数 計 534981 的中 �� 10645（15番人気）
ワイド票数 計 405011 的中 �� 17436（6番人気）�� 4122（28番人気）�� 7539（15番人気）
3連複票数 計1245110 的中 ��� 10472（31番人気）
3連単票数 計2074141 的中 ��� 2758（178番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―11．5―12．7―12．4―12．2―12．4―12．3―11．8―11．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．4―35．9―48．6―1：01．0―1：13．2―1：25．6―1：37．9―1：49．7―2：01．0―2：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3
2－（4，8）1（3，5，11）－10（6，9，13）7－12
2（1，4）（8，11）（3，5）10（6，9）（7，13）12

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

勝馬の
紹 介

サフランディライト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ミスターシービー デビュー 2010．10．17 京都6着

2008．2．6生 牡5鹿 母 ヨドノサフラン 母母 イングリッシュホーマー 24戦4勝 賞金 61，179，000円
〔制裁〕 エアポートメサ号の騎手川島信二は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13058 5月4日 雨 良 （25京都3）第5日 第10競走 ��
��1，600�

ろ く は ら

六 波 羅 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，24．5．5以降25．4．29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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

55 シ ェ ル ビ ー 牡4栗 56 M．デムーロ杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 510＋ 21：33．9 1．8�
（仏）

44 カピオラニパレス 牡5芦 56 北村 友一横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 514＋ 21：34．0� 7．0�
22 ブルーハーツクライ 牡4栗 54 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 496± 01：34．1� 38．2�
56 サカジロオー 牡4栗 55 幸 英明ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 460＋ 41：34．31� 10．5�
33 ゴーイングストーン 牡4栗 54 酒井 学林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 482＋ 41：34．4� 51．6�
79 ウィザーズポケット 牡4鹿 55 四位 洋文	ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 456＋ 4 〃 クビ 4．7

710 タツストロング 牡4栗 54 松山 弘平原 司郎氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 496＋ 21：34．61� 41．0�
812 プレノタート 牝4鹿 53 武 豊有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 466＋26 〃 クビ 28．8�
68 	 ホーマンベルウィン 牡5黒鹿54 川田 将雅久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 472＋ 6 〃 ハナ 34．6
67 リフトザウイングス 牡5青鹿57 小牧 太 	社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 518＋ 41：34．92 11．4�
811 ウォーターサムデイ 牡7鹿 53 C．デムーロ 山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 480－ 21：35．0� 92．1�

（伊）

11 メイショウローラン 牡8鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 462－ 21：35．63� 125．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，527，500円 複勝： 86，305，200円 枠連： 24，068，000円
馬連： 102，400，800円 馬単： 73，007，500円 ワイド： 41，490，700円
3連複： 128，771，200円 3連単： 297，821，100円 計： 794，392，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 600円 枠 連（4－5） 320円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 240円 �� 940円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 12，000円

票 数

単勝票数 計 405275 的中 � 183809（1番人気）
複勝票数 計 863052 的中 � 445594（1番人気）� 91671（3番人気）� 17368（9番人気）
枠連票数 計 240680 的中 （4－5） 56220（1番人気）
馬連票数 計1024008 的中 �� 167785（1番人気）
馬単票数 計 730075 的中 �� 86192（1番人気）
ワイド票数 計 414907 的中 �� 53069（1番人気）�� 9938（14番人気）�� 4319（24番人気）
3連複票数 計1287712 的中 ��� 21356（14番人気）
3連単票数 計2978211 的中 ��� 18318（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．9―47．8―59．6―1：11．1―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ェ ル ビ ー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2011．10．22 京都2着

2009．4．16生 牡4栗 母 リラコルレオーネ 母母 レ モ ン キ ス 7戦3勝 賞金 37，308，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13059 5月4日 曇 良 （25京都3）第5日 第11競走 ��
��2，200�第61回京 都 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （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

京都新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 6，500，000
6，500，000

円
円

付 加 賞 1，246，000円 356，000円 178，000円 � コースレコード
中央レコード

2：10．0
2：10．0

良
良

35 キ ズ ナ 牡3青鹿56 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480－ 22：12．3 1．4�

48 ペプチドアマゾン 牡3鹿 56 藤岡 康太沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 468± 02：12．51� 52．6�
612 ジャイアントリープ 牡3芦 56 北村 友一 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 498－ 22：12．71� 58．4�
713 シ ン ネ ン 牡3栗 56 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 木田 祐博 472＋ 4 〃 クビ 55．2�
714 ウインアルザス 牡3鹿 56 中井 裕二�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 498± 0 〃 同着 32．8	
24 アクションスター 牡3栗 56 C．デムーロ 福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋122：12．91� 20．0

（伊）

611 ハッピーモーメント 牡3鹿 56 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464－ 42：13．11� 40．9�
23 サンライズピーク 牡3黒鹿56 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 494－ 42：13．52� 117．4�
36 サトノキングリー 牡3鹿 56 M．デムーロ里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472± 02：13．71� 12．7

（仏）

816 ヒルノドンカルロ 牡3青鹿56 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 516± 02：13．91 413．6�
12 サンガヴィーノ 牡3栗 56 松山 弘平有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 472＋ 4 〃 ハナ 399．7�
11 マズルファイヤー 牡3青鹿56 和田 竜二 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 540－ 2 〃 ハナ 10．8�
47 ニホンピロバロン 牡3栗 56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 474＋ 42：14．0� 272．7�
510 ライジングゴールド 牡3栗 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 488－ 82：14．53 19．4�
59 リグヴェーダ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 456＋ 42：15．03 9．0�
815 キングデザイヤー 牡3黒鹿56 太宰 啓介山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 494＋ 82：15．1� 209．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 128，571，700円 複勝： 287，890，800円 枠連： 82，243，400円
馬連： 391，204，400円 馬単： 294，097，400円 ワイド： 170，012，000円
3連複： 590，799，900円 3連単： 1，400，647，000円 計： 3，345，466，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 690円 � 680円 枠 連（3－4） 1，990円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 920円 �� 830円 �� 10，160円

3 連 複 ��� 16，100円 3 連 単 ��� 52，030円

票 数

単勝票数 計1285717 的中 � 762061（1番人気）
複勝票数 計2878908 的中 � 1746460（1番人気）� 49668（10番人気）� 50239（9番人気）
枠連票数 計 822434 的中 （3－4） 30524（7番人気）
馬連票数 計3912044 的中 �� 117322（9番人気）
馬単票数 計2940974 的中 �� 72063（11番人気）
ワイド票数 計1700120 的中 �� 46939（9番人気）�� 52038（7番人気）�� 3899（61番人気）
3連複票数 計5907999 的中 ��� 27091（48番人気）
3連単票数 計14006470 的中 ��� 19870（141番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―12．3―12．0―12．3―12．3―12．6―12．3―12．1―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―22．6―34．9―46．9―59．2―1：11．5―1：24．1―1：36．4―1：48．5―2：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．9
1
3
14，15－8，16，1，6（11，13，10）12（3，4）2－（7，9）5
14，15－8，1，16－（11，6）（13，10）（12，4）（3，2，9）5－7

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

勝馬の
紹 介

キ ズ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．10．7 京都1着

2010．3．5生 牡3青鹿 母 キャットクイル 母母 Pacific Princess 6戦4勝 賞金 120，698，000円
〔発走状況〕 サンライズピーク号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻5分遅延。

リグヴェーダ号・シンネン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 ゴドリー号（疾病〔右後蹄球部裂創〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13060 5月4日 曇 良 （25京都3）第5日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
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
1：21．9
1：21．5

重
不良

611 スマイリングムーン 牝5黒鹿55 M．デムーロ吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム 504＋ 81：24．5 15．2�
（仏）

36 アンビータブル 牝4青 55 C．デムーロ �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B462＋ 4 〃 ハナ 19．5�
（伊）

11 � エスジーアンクル 牝4鹿 55 国分 優作窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 450＋ 21：24．6� 15．6�
510 タガノジョイナー 牝4鹿 55 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－121：24．7クビ 13．7�
714� セ イ ラ 牝4栗 55 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 436± 01：24．8� 13．7�
35 メイショウユメゴゼ 牝4栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 446＋ 21：24．9クビ 8．8	
23 � ラヴフェアリー 牝5鹿 55 水口 優也村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 450＋ 61：25．0� 119．5

24 ナムラアピア 牝4芦 55 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 478＋ 21：25．1� 5．7�
47 プ リ ュ ム 牝4栗 55 上村 洋行 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 436－ 81：25．2クビ 5．3
816 パールブロッサム 牝4鹿 55 秋山真一郎中野 義一氏 中尾 秀正 日高 福満牧場 430± 0 〃 アタマ 7．1�
713 キクノレジーナ 牝5青 55

52 ▲岩崎 翼菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 460＋ 6 〃 クビ 308．1�
59 カナエチャン 牝5青鹿55 酒井 学瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 454＋ 41：25．41	 98．2�
612 アンティークカラー 牝5栗 55 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 456－ 61：25．6� 4．1�
815 ブ ロ ッ ケ ン 牝4鹿 55 和田 竜二本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 41：26．13 41．5�
12 メイショウボヌス 牝6栗 55 松山 弘平松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 502± 01：26．2� 59．1�
48 エスケイティアラ 牝4鹿 55 太宰 啓介長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 452－ 11：30．0大差 146．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，435，600円 複勝： 62，109，000円 枠連： 32，732，700円
馬連： 112，494，700円 馬単： 59，905，100円 ワイド： 48，815，300円
3連複： 153，823，400円 3連単： 258，201，000円 計： 762，516，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 540円 � 740円 � 470円 枠 連（3－6） 770円

馬 連 �� 11，100円 馬 単 �� 24，110円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 3，050円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 62，620円 3 連 単 ��� 357，510円

票 数

単勝票数 計 344356 的中 � 17969（8番人気）
複勝票数 計 621090 的中 � 30364（9番人気）� 21381（10番人気）� 36191（7番人気）
枠連票数 計 327327 的中 （3－6） 31426（1番人気）
馬連票数 計1124947 的中 �� 7482（39番人気）
馬単票数 計 599051 的中 �� 1834（82番人気）
ワイド票数 計 488153 的中 �� 4179（38番人気）�� 3951（40番人気）�� 3319（46番人気）
3連複票数 計1538234 的中 ��� 1813（162番人気）
3連単票数 計2582010 的中 ��� 533（911番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．6―46．7―59．1―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイリングムーン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Bianconi デビュー 2011．2．19 東京7着

2008．2．13生 牝5黒鹿 母 スプレッドスマイル 母母 Horah 21戦4勝 賞金 37，640，000円
〔制裁〕 プリュム号の騎手上村洋行は，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70，000円。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスケイティアラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月4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 デルマイザナミ号・ピュアマリーン号・ワイキキブリーズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（25京都3）第5日 5月4日 （祝日） 晴後雨後曇 馬場 （芝C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 手 当

264，890，000円
2，080，000円
4，480，000円
2，670，000円
24，180，000円
63，047，500円
5，200，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
415，543，700円
838，514，000円
285，927，500円
1，092，748，900円
753，372，100円
503，831，200円
1，542，529，800円
3，112，790，700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 8，545，257，900円

総入場人員 31，292名 （有料入場人員 29，299名）
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