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13061 5月5日 晴 良 （25京都3）第6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）

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

48 ハナズインパルス 牝3黒鹿54 小牧 太M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 466＋101：12．9 15．4�
816 サマニトップレディ 牝3鹿 54 幸 英明�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 442＋ 21：13．75 15．3�
36 マリナーズコンパス 牝3鹿 54 川田 将雅谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 422± 01：13．8� 2．3�
47 ジョウショーピアス 牝3栗 54 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 B436－ 4 〃 クビ 40．6�
12 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＋ 4 〃 ハナ 13．6	
510 チェリーミルズ 牝3鹿 54 松山 弘平 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 456＋ 21：13．9� 3．6

11 イニシャルダブル 牝3鹿 54 村田 一誠 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 428＋141：14．0� 29．7�
59 セレッソフロリード 牝3鹿 54 四位 洋文三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 中村 俊紀 490＋101：14．1� 13．4�
23 オリエンタルエッグ 牝3青鹿 54

51 ▲原田 敬伍棚網るみ子氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 454－ 41：14．2� 12．1
611 ヤマニンプチタルト 牝3栗 54 酒井 学土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 448－ 61：14．3クビ 16．0�
714 ア ギ ャ ン ト 牝3鹿 54 岡田 祥嗣�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 454＋101：14．61� 166．8�
612 テイケイカトレヤ 牝3鹿 54 田村 太雅兼松 忠男氏 沖 芳夫 新冠 守矢牧場 468 ―1：15．02� 321．6�
35 テイエムジャズ 牝3栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 418＋141：15．1� 347．6�
713 ス ト レ ー ガ 牝3芦 54 和田 竜二�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520 ― 〃 ハナ 27．8�
24 ライブリハート 牝3栗 54 太宰 啓介加藤 哲郎氏 木原 一良 浦河 高村牧場 490 ―1：15．52� 176．8�
815 テ ィ ア ー ズ 牝3黒鹿54 荻野 琢真坂田 行夫氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 462 ―1：16．13� 350．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，202，100円 複勝： 27，920，400円 枠連： 9，354，900円
馬連： 34，267，100円 馬単： 23，706，200円 ワイド： 17，634，400円
3連複： 52，214，800円 3連単： 79，394，400円 計： 258，694，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 330円 � 390円 � 130円 枠 連（4－8） 6，510円

馬 連 �� 10，300円 馬 単 �� 20，730円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 670円 �� 840円

3 連 複 ��� 7，760円 3 連 単 ��� 91，700円

票 数

単勝票数 計 142021 的中 � 7272（7番人気）
複勝票数 計 279204 的中 � 17482（4番人気）� 13917（7番人気）� 90866（1番人気）
枠連票数 計 93549 的中 （4－8） 1061（19番人気）
馬連票数 計 342671 的中 �� 2457（31番人気）
馬単票数 計 237062 的中 �� 844（59番人気）
ワイド票数 計 176344 的中 �� 1435（31番人気）�� 6822（5番人気）�� 5276（9番人気）
3連複票数 計 522148 的中 ��� 4971（24番人気）
3連単票数 計 793944 的中 ��� 639（272番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．0―12．7―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハナズインパルス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．9．8 阪神3着

2010．2．3生 牝3黒鹿 母 トラストトゲピー 母母 ミスクラブアップル 7戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走状況・騎手変更〕 ティアーズ号の騎手川島信二は，発走地点で落馬。検査のため荻野琢真に変更。
〔発走状況〕 テイケイカトレヤ号・ティアーズ号は，枠入り不良。

発走時刻11分遅延。
〔調教再審査〕 テイケイカトレヤ号は，発走調教再審査。
※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） 2頭 ストロンボリ号・ワイングラス号
（非抽選馬） 1頭 エリモフローラ号

13062 5月5日 晴 良 （25京都3）第6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

814 セイスコーピオン 牡3栗 56 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 478－121：54．4 2．4�
22 ゴールデンヒーロー 牡3鹿 56 幸 英明有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：54．61� 4．4�
712 ニジノハヤテ 牡3黒鹿56 小坂 忠士杉本千賀子氏 境 直行 新ひだか 三石ファーム 468＋ 21：54．91� 81．5�
610 テラノアパッチ 牡3芦 56 松山 弘平寺田 寿男氏 清水 出美 安平 追分ファーム 466＋ 21：55．0� 146．0�
711 ゴッドマウンテン 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 532－10 〃 クビ 3．7�
34 マキアージュシチー 牝3鹿 54 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 日高大洋牧場 460＋ 31：55．31� 27．7	
57 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56 熊沢 重文豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490± 01：55．62 124．0

33 ポラールリヒト 牡3黒鹿56 酒井 学 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 506－ 81：55．81� 9．3�
69 フールフォアラブ 牝3栗 54 村田 一誠 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 454＋ 21：56．11� 423．0
813 ジ リ オ ン 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 克麿氏 清水 出美 安平 ノーザンファーム 536＋ 61：56．41� 10．2�
58 メイキングドラマ 牡3栗 56 国分 優作齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 462± 0 〃 アタマ 70．5�
11 シゲルウミヘビザ 牡3鹿 56 秋山真一郎森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 出羽牧場 468＋ 41：56．61 234．8�
46 ファインスマッシュ 牝3鹿 54 荻野 琢真�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 428－101：57．34 170．7�
45 アサクサライジン 牡3栗 56 武 幸四郎田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 472＋ 21：57．51� 24．6�
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売 得 金
単勝： 18，409，400円 複勝： 31，962，400円 枠連： 10，562，000円
馬連： 36，890，800円 馬単： 27，892，900円 ワイド： 20，157，500円
3連複： 55，973，300円 3連単： 88，942，500円 計： 290，790，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 140円 � 980円 枠 連（2－8） 400円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，270円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 5，790円 3 連 単 ��� 15，160円

票 数

単勝票数 計 184094 的中 � 62388（1番人気）
複勝票数 計 319624 的中 � 90993（1番人気）� 69984（2番人気）� 4799（9番人気）
枠連票数 計 105620 的中 （2－8） 19879（2番人気）
馬連票数 計 368908 的中 �� 55959（1番人気）
馬単票数 計 278929 的中 �� 27515（2番人気）
ワイド票数 計 201575 的中 �� 27030（1番人気）�� 1916（21番人気）�� 1805（25番人気）
3連複票数 計 559733 的中 ��� 7135（17番人気）
3連単票数 計 889425 的中 ��� 4332（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―37．6―50．7―1：03．1―1：15．5―1：28．2―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイスコーピオン �
�
父 デュランダル �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2012．7．15 新潟9着

2010．4．29生 牡3栗 母 スコーピオンリジイ 母母 ルイボスジョオー 7戦1勝 賞金 9，825，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時30分に変更。
〔騎手変更〕 アスカノトゥーレ号の騎手川島信二は，第1競走での落馬による検査のため熊沢重文に変更。

第３回 京都競馬 第６日



13063 5月5日 晴 良 （25京都3）第6日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10時50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
1：33．0
1：30．7

良
良

714 プラチナテーラー 牝3鹿 54 四位 洋文中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 61：34．0 1．5�
11 シゲルヘビザ 牡3黒鹿56 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 482－101：34．21� 20．4�
612 トーワフォーエバー 牝3芦 54 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 464＋141：34．41� 6．4�
611	 アンシャックルド 牡3栗 56 川田 将雅�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC B506＋ 4 〃 ハナ 14．3�
47 	 クラシカルバリュー 牝3鹿 54 北村 友一吉田 照哉氏 大久保龍志 米 Shadai Farm 444＋121：34．71
 21．0�
24 チョウワンダー 牝3鹿 54 村田 一誠丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 438－ 21：34．8
 13．2	
12 ビコーピリラニ 牡3栗 56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 478＋ 41：35．0
 242．0

715 シゲルコウマザ 牝3芦 54 川島 信二森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 414＋ 2 〃 クビ 36．3�
510 アティトラン 牝3鹿 54 酒井 学 �キャロットファーム 清水 出美 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 41：35．21� 56．2�
36 ハ リ バ ッ ト 牡3青鹿56 幸 英明山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 松本 信行 460± 01：35．73 22．9
23 アエテウレシイ 牝3鹿 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 468－ 4 〃 クビ 63．4�
48 グ ラ ッ ソ 牡3栗 56 上村 洋行藤田 孟司氏 大根田裕之 宮城 佐藤 和夫 494－ 2 〃 ハナ 496．0�
59 アクメバイオ 牝3鹿 54 荻野 琢真バイオ� 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462－ 21：35．91� 215．1�
818 ウ ル フ 牡3黒鹿56 秋山真一郎�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 鵜木 唯義 468＋ 81：36．0クビ 39．2�
816 ハピネスウィッシュ 牡3鹿 56 太宰 啓介前迫 義幸氏 吉村 圭司 新冠 赤石 久夫 428＋ 21：36．74 330．7�
817 メイショウパルフェ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 富田牧場 542＋ 6 〃 クビ 45．5�
713 リュウフォワード 牡3鹿 56 熊沢 重文三好紘之輔氏 大橋 勇樹 浦河 ヒダカフアーム 486± 01：38．310 306．1�
35 スリーフラッパー 牝3鹿 54 国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 444 ― （競走中止） 431．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，397，600円 複勝： 57，972，200円 枠連： 13，381，500円
馬連： 37，348，500円 馬単： 33，186，400円 ワイド： 20，849，100円
3連複： 57，800，200円 3連単： 102，336，500円 計： 344，272，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 260円 � 160円 枠 連（1－7） 1，650円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 550円 �� 200円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 8，080円

票 数

単勝票数 計 213976 的中 � 117602（1番人気）
複勝票数 計 579722 的中 � 373779（1番人気）� 23475（4番人気）� 49278（2番人気）
枠連票数 計 133815 的中 （1－7） 5990（7番人気）
馬連票数 計 373485 的中 �� 16628（7番人気）
馬単票数 計 331864 的中 �� 12633（8番人気）
ワイド票数 計 208491 的中 �� 8633（6番人気）�� 32163（1番人気）�� 3774（15番人気）
3連複票数 計 578002 的中 ��� 24826（5番人気）
3連単票数 計1023365 的中 ��� 9351（13番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―12．0―11．9―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．4―46．4―58．3―1：09．9―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラチナテーラー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Groom Dancer デビュー 2012．10．28 京都4着

2010．5．9生 牝3鹿 母 シャルムダンサー 母母 Dam Spectacular 7戦1勝 賞金 10，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時55分に変更。
〔発走状況〕 スリーフラッパー号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔競走中止〕 スリーフラッパー号は，発走直後に急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 プラチナテーラー号の騎手四位洋文は，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：1番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スリーフラッパー号は，平成25年5月6日から平成25年5月26日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュウフォワード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月5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 ウォーターシュート号

13064 5月5日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都3）第6日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：28．4良・良

610 ルールプロスパー 牡8青鹿62 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 486＋ 23：30．8 2．8�
58 � ブ チ カ マ シ 牡9黒鹿61 草野 太郎中西 功氏 加藤 敬二 青森 久保フアーム 476－ 23：32．7大差 34．9�
11 コウエイキング �5鹿 61 植野 貴也西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド 472＋12 〃 ハナ 12．8�
711 ユウターチェイサー 牡5栗 60 北沢 伸也北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 466＋ 23：32．91� 10．7�
712 トーセンマグナム 牡4鹿 59 江田 勇亮島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B454－ 43：33．64 4．3�
46 � メイショウタクミ 牡7黒鹿 60

57 ▲森 一馬松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 492＋ 2 〃 クビ 53．7	
45 リバーハイランド 牡6鹿 60 平沢 健治山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム 496＋ 23：33．7	 7．6

69 サウンドアフリート 牡4栗 59 田村 太雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 456＋ 4 〃 アタマ 16．8�
814 ゴールデンガッツ 牡8栗 61 金子 光希�協栄 加用 正 門別 タバタファーム 512＋ 63：34．33� 5．2
813 ミヤコデラックス 牡4鹿 59 小野寺祐太吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B452± 0 〃 ハナ 146．8�
34 シンワカントリー 牡5黒鹿61 難波 剛健若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム 514± 03：34．4� 84．4�
33 ボンバルディエーレ �7芦 60 蓑島 靖典吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 470－ 23：34．93 37．1�
22 � シゲルゴユウサン 牡7鹿 60 熊沢 重文森中 蕃氏 梅内 忍 浦河 荻伏三好フ

アーム 480－ 23：35．0� 127．9�
57 シゲルハッサク 牡4芦 59 黒岩 悠森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 452－ 23：40．5大差 165．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，584，400円 複勝： 18，555，200円 枠連： 11，392，000円
馬連： 30，740，600円 馬単： 22，848，700円 ワイド： 15，209，000円
3連複： 45，472，000円 3連単： 78，587，200円 計： 237，389，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 630円 � 380円 枠 連（5－6） 3，900円

馬 連 �� 5，600円 馬 単 �� 8，000円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 710円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 15，760円 3 連 単 ��� 53，860円

票 数

単勝票数 計 145844 的中 � 42187（1番人気）
複勝票数 計 185552 的中 � 49570（1番人気）� 5843（9番人気）� 10923（6番人気）
枠連票数 計 113920 的中 （5－6） 2157（14番人気）
馬連票数 計 307406 的中 �� 4055（22番人気）
馬単票数 計 228487 的中 �� 2110（32番人気）
ワイド票数 計 152090 的中 �� 2369（22番人気）�� 5611（6番人気）�� 801（42番人気）
3連複票数 計 454720 的中 ��� 2130（47番人気）
3連単票数 計 785872 的中 ��� 1077（178番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 51．6－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルールプロスパー �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 グ ロ ウ デビュー 2007．12．23 阪神1着

2005．2．28生 牡8青鹿 母 グロウリボン 母母 グリーンアーク 障害：8戦4勝 賞金 58，462，000円
※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） 2頭 シャローム号・シーライフ号
（非抽選馬） 2頭 ビヨンドマックス号・ボンジュールヒカリ号



13065 5月5日 晴 良 （25京都3）第6日 第5競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走12時10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
2：22．6
2：22．1

良
良

44 ハイヤーゾーン 牡3鹿 56 北村 友一�G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム 466－ 62：26．1 10．5�
813 サンライズウェイ 牡3栗 56 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 1．7�
711 プランスペスカ 牡3鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 450± 02：26．52� 6．6�
69 ラ カ 牝3鹿 54 川田 将雅 �グリーンファーム松田 博資 千歳 社台ファーム 434＋ 22：26．6� 4．1�
45 カナディアンリーフ 牡3黒鹿56 国分 優作 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 522－ 42：26．81� 10．7	
710 メイショウミヤジマ 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 438＋ 62：26．9クビ 110．2

22 マツカゼグリーン 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼クレイベンチャー小崎 憲 日高 オリオンファーム B500＋ 42：28．39 41．8�
812 ニホンピロホウオー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 B442＋ 2 〃 ハナ 61．7�
57 フェブサクセス 牡3鹿 56 熊沢 重文釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前田牧場 452± 02：29．25 328．6
56 パープルシャイン 牡3栗 56

53 ▲森 一馬中野 銀十氏 境 直行 日高 石原牧場 462－ 22：29．83� 286．6�
33 クリノサガルマータ 牡3鹿 56

53 ▲花田 大昂栗本 博晴氏 武田 博 新冠 長浜牧場 446＋ 22：30．54 295．6�
11 ウエスタンストーム 牡3鹿 56

53 ▲原田 敬伍 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 454－ 42：30．71� 82．5�
68 ファインドラゴン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣吉田 昭一氏 浜田多実雄 新冠 八木 常郎 428－ 22：30．91� 343．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，804，300円 複勝： 47，117，300円 枠連： 12，688，100円
馬連： 40，110，300円 馬単： 37，257，800円 ワイド： 20，119，000円
3連複： 65，959，800円 3連単： 133，582，800円 計： 379，639，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 220円 � 110円 � 170円 枠 連（4－8） 490円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 340円 �� 790円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 11，420円

票 数

単勝票数 計 228043 的中 � 17127（4番人気）
複勝票数 計 471173 的中 � 30109（5番人気）� 262659（1番人気）� 43526（3番人気）
枠連票数 計 126881 的中 （4－8） 19180（3番人気）
馬連票数 計 401103 的中 �� 32950（4番人気）
馬単票数 計 372578 的中 �� 10027（9番人気）
ワイド票数 計 201190 的中 �� 14605（3番人気）�� 5444（10番人気）�� 23814（2番人気）
3連複票数 計 659598 的中 ��� 30138（5番人気）
3連単票数 計1335828 的中 ��� 8637（35番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．0―12．3―12．3―12．7―13．1―12．7―12．3―12．2―11．4―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―24．0―35．0―47．3―59．6―1：12．3―1：25．4―1：38．1―1：50．4―2：02．6―2：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3
2－12，5－4（6，11）（9，13）－（1，10）－7（3，8）
2－（5，12）11（4，9）13－10－6（7，1）8－3

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

勝馬の
紹 介

ハイヤーゾーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．1．27 京都6着

2010．1．15生 牡3鹿 母 テイクミーハイヤー 母母 ワ デ ィ ア 3戦1勝 賞金 5，000，000円

13066 5月5日 晴 良 （25京都3）第6日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時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

79 イスカンダル 牡3鹿 56 松山 弘平前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480－ 21：53．7 42．5�

11 ローレルベロボーグ 牡3黒鹿56 幸 英明 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 496－ 21：53．91 62．6�

811 マグナムボーイ 牡3鹿 56 秋山真一郎古賀 禎彦氏 野村 彰彦 新ひだか 増本牧場 520± 0 〃 ハナ 40．7�
710 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 458＋ 2 〃 クビ 5．8�
44 レッドサクセサー 牡3青鹿56 北村 友一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 518－ 21：54．0� 5．1�
67 タガノギャラクシー 牡3鹿 56 小牧 太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 532＋101：54．85 9．9	
68 アーバンレジェンド 牝3栗 54 川田 将雅吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 464＋ 41：54．9� 2．9

812 オ レ ア リ ア 牡3黒鹿56 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：55．0� 6．9�
22 シゲルラシンバンザ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 472＋101：55．2� 41．2
33 アルテミシア 牝3鹿 54 岡田 祥嗣岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 470＋ 61：55．3� 158．5�
56 ティマイドリーム 牡3鹿 56 酒井 学田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 B498＋ 21：56．47 25．1�
55 アトランティード 牝3黒鹿54 武 幸四郎市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 506± 01：56．82� 6．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，221，200円 複勝： 39，156，800円 枠連： 11，540，000円
馬連： 52，164，200円 馬単： 34，700，100円 ワイド： 26，484，100円
3連複： 70，243，800円 3連単： 115，582，200円 計： 373，092，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，250円 複 勝 � 980円 � 1，470円 � 1，660円 枠 連（1－7） 12，190円

馬 連 �� 57，290円 馬 単 �� 54，840円

ワ イ ド �� 10，550円 �� 11，700円 �� 11，390円

3 連 複 ��� 347，920円 3 連 単 ��� 2，941，370円

票 数

単勝票数 計 232212 的中 � 4307（10番人気）
複勝票数 計 391568 的中 � 10759（9番人気）� 6983（10番人気）� 6128（11番人気）
枠連票数 計 115400 的中 （1－7） 699（25番人気）
馬連票数 計 521642 的中 �� 672（57番人気）
馬単票数 計 347001 的中 �� 467（94番人気）
ワイド票数 計 264841 的中 �� 618（55番人気）�� 557（58番人気）�� 572（57番人気）
3連複票数 計 702438 的中 ��� 149（202番人気）
3連単票数 計1155822 的中 ��� 29（1224番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．4―12．8―12．5―12．8―12．4―13．3―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．9―48．7―1：01．2―1：14．0―1：26．4―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イスカンダル �
�
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 2012．6．10 阪神6着

2010．3．31生 牡3鹿 母 アンドレルノートル 母母 アンブロジン 9戦2勝 賞金 15，600，000円



13067 5月5日 晴 良 （25京都3）第6日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

33 � メイショウシレトコ 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 462＋ 61：59．6 14．9�
55 テーオーレジェンド 牡4栗 57 秋山真一郎小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 490± 0 〃 クビ 2．7�
44 � 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 460＋121：59．81� 6．4�
77 � エメラルブライト 牡5黒鹿 57

54 ▲岩崎 翼高橋 勉氏 加藤 敬二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456＋ 22：00．11� 74．5�

66 ロ ノ 牡4黒鹿57 和田 竜二金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 464＋ 42：00．31� 8．4�

88 テイエムオペラドン 牡4鹿 57 川田 将雅竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 448－ 4 〃 クビ 2．3	
22 クランドールゲラン 牡4黒鹿57 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 482－ 62：00．61� 18．9

11 ツカサリボン 牝5栗 55

52 ▲原田 敬伍中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 432－122：01．98 93．0�
89 � 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－ 2 〃 ハナ 90．6�
（9頭）

売 得 金
単勝： 20，635，500円 複勝： 25，305，600円 枠連： 10，765，900円
馬連： 41，021，700円 馬単： 35，640，400円 ワイド： 18，320，400円
3連複： 55，429，400円 3連単： 143，096，900円 計： 350，215，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 260円 � 150円 � 190円 枠 連（3－5） 2，220円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 500円 �� 800円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 21，020円

票 数

単勝票数 計 206355 的中 � 10934（5番人気）
複勝票数 計 253056 的中 � 21674（5番人気）� 57502（2番人気）� 34254（3番人気）
枠連票数 計 107659 的中 （3－5） 3591（7番人気）
馬連票数 計 410217 的中 �� 16667（7番人気）
馬単票数 計 356404 的中 �� 5241（18番人気）
ワイド票数 計 183204 的中 �� 8905（7番人気）�� 5237（12番人気）�� 15855（3番人気）
3連複票数 計 554294 的中 ��� 15578（9番人気）
3連単票数 計1430969 的中 ��� 5026（69番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．0―12．1―12．3―12．2―11．8―11．5―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―35．1―47．2―59．5―1：11．7―1：23．5―1：35．0―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．1
1
3
5，6，1－2，8（7，9）－3，4
5，6（1，2）8（7，3）（4，9）

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

勝馬の
紹 介

�メイショウシレトコ 
�
父 メイショウオウドウ 

�
母父 メジロライアン

2008．3．26生 牡5鹿 母 メイショウカルミア 母母 メイショウハミング 23戦1勝 賞金 13，120，000円
初出走 JRA

※クランドールゲラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13068 5月5日 晴 良 （25京都3）第6日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時40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
1：21．9
1：21．5

重
不良

11 ケリーダノビア 牝4鹿 55 酒井 学吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 466－ 21：24．8 34．9�
12 � リバータイキ 牡4栗 57 川田 将雅河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 504＋ 21：24．9	 3．5�
815� ツルオカハチマン 牡4鹿 57 幸 英明居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 514＋ 81：25．0クビ 5．4�
612 ゴールデンオブジェ 牡5栗 57 国分 優作�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472＋ 41：25．53 6．4�
611 ジョーラプター 牡4鹿 57 村田 一誠上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 480＋ 8 〃 クビ 15．0�
35 クラヴィコード 牝6栗 55

52 ▲岩崎 翼広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 462－ 61：25．6クビ 68．4	
714 スマートアーサイト 牡6黒鹿57 松山 弘平大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 21：25．7
 22．3

713� エーシンバサラ 牡5青鹿57 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. 572＋ 61：25．8	 19．1�
59 � ハネムーンゴシップ 牝5黒鹿55 和田 竜二藤井聡一郎氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 クビ 101．0�
24 キーブランド 牡4鹿 57 岡田 祥嗣北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 510＋141：26．01 5．3
47 � エーシンブラスター 牡4黒鹿57 北村 友一�栄進堂 大久保龍志 米 Machmer

Hall 462－ 41：26．32 122．1�
48 アルボランシー 牝5栗 55 熊沢 重文 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 496＋241：26．83 136．0�
510 シルクアポロン 牡4鹿 57 秋山真一郎有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 514＋ 41：27．22
 9．6�
23 サーランスロット 牡5鹿 57

54 ▲原田 敬伍山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 474＋ 21：27．4	 24．4�
36 �� タツスティンガー 牡4鹿 56 川島 信二 �アールエスエーカントリ鮫島 一歩 豪 Woodside Park

Stud Pty Ltd 518－ 3 〃 ハナ 26．0�
816� イチゲキヒッサツ 牡4鹿 57 水口 優也�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 496－ 51：28．46 42．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，379，600円 複勝： 43，745，200円 枠連： 18，151，900円
馬連： 62，154，500円 馬単： 36，252，100円 ワイド： 31，774，900円
3連複： 94，470，400円 3連単： 139，144，500円 計： 451，073，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，490円 複 勝 � 740円 � 150円 � 200円 枠 連（1－1） 6，000円

馬 連 �� 5，660円 馬 単 �� 14，660円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 3，560円 �� 480円

3 連 複 ��� 12，080円 3 連 単 ��� 108，100円

票 数

単勝票数 計 253796 的中 � 5743（11番人気）
複勝票数 計 437452 的中 � 11063（11番人気）� 102211（1番人気）� 57809（3番人気）
枠連票数 計 181519 的中 （1－1） 2235（19番人気）
馬連票数 計 621545 的中 �� 8111（21番人気）
馬単票数 計 362521 的中 �� 1826（49番人気）
ワイド票数 計 317749 的中 �� 4451（22番人気）�� 2071（44番人気）�� 17773（3番人気）
3連複票数 計 944704 的中 ��� 5772（39番人気）
3連単票数 計1391445 的中 ��� 950（327番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―12．3―12．1―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．8―47．1―59．2―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 ・（1，4）6，3（2，8，10）15（5，12）14，16，7（11，13）9 4 1，4，6（3，2）10（5，8，15）（14，12）（7，11，13）16，9

勝馬の
紹 介

ケリーダノビア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2011．12．11 阪神10着

2009．4．19生 牝4鹿 母 デアリングワールド 母母 デアリングダンジグ 14戦2勝 賞金 17，250，000円
〔制裁〕 クラヴィコード号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 マイネルアルティマ号
（非抽選馬） 2頭 クランドールゲラン号・シルクフラッシュ号



13069 5月5日 晴 良 （25京都3）第6日 第9競走 ��2，000�
や ぐ る ま

矢 車 賞
発走14時15分 （芝・右）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

55 レッドジゼル 牝3鹿 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 440－ 42：00．7 5．7�
88 センティナリー 牝3鹿 54 小牧 太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440＋ 6 〃 ハナ 4．4�
77 スカイキューティー 牝3黒鹿54 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 466＋ 2 〃 クビ 1．8�
33 ベッラヴォーチェ 牝3鹿 54 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 424－ 42：01．01� 17．2�
22 インカンデセンス 牝3鹿 54 国分 優作 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 22：01．31� 9．5	
66 エクスパーシヴ 牝3鹿 54 村田 一誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 470± 02：01．62 12．2

44 ポイントキセキ 牝3栗 54 北村 友一小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 490－102：01．92 20．1�

（7頭）
11 チャームドヴェール 牝3鹿 54 幸 英明 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 35，542，900円 複勝： 39，258，500円 枠連： 発売なし
馬連： 68，541，800円 馬単： 54，247，800円 ワイド： 24，565，200円
3連複： 76，316，300円 3連単： 229，971，100円 計： 528，443，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 250円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 310円 �� 200円 �� 170円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 4，940円

票 数

単勝票数 計 355429 的中 � 49834（3番人気）
複勝票数 計 392585 的中 � 59054（3番人気）� 81012（2番人気）
馬連票数 計 685418 的中 �� 45616（5番人気）
馬単票数 計 542478 的中 �� 16485（9番人気）
ワイド票数 計 245652 的中 �� 16394（4番人気）�� 32743（2番人気）�� 40767（1番人気）
3連複票数 計 763163 的中 ��� 155906（1番人気）
3連単票数 計2299711 的中 ��� 34401（14番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―12．3―12．4―12．2―12．9―12．4―12．0―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．0―35．3―47．7―59．9―1：12．8―1：25．2―1：37．2―1：48．9

コーナー
通過順位

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

2
4
・（2，6）－3，4－7，5－8・（6，2）3（4，7）8，5

勝馬の
紹 介

レッドジゼル �

父 アグネスタキオン �


母父 Storm Cat デビュー 2012．10．21 京都2着

2010．3．13生 牝3鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 6戦2勝 賞金 20，482，000円
〔出走取消〕 チャームドヴェール号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。

13070 5月5日 晴 良 （25京都3）第6日 第10競走 ��
��1，900�

ももやま

桃山ステークス
発走14時50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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

610 マイネルバイカ 牡4鹿 57 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 490＋ 41：58．0 14．7�

11 コルポディヴェント 牡5栗 57 北村 友一 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516－ 21：58．1� 15．0�

45 エーシンリボルバー 牡5栗 57 幸 英明�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社
吉田ファーム 528＋ 2 〃 ハナ 2．8�

33 ハ リ ケ ー ン 牡5鹿 57 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522＋ 41：58．31	 5．8�
711 ラ タ ー シ ュ 牡7栗 57 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：58．4クビ 73．8	
57 ヴァンヌーヴォー 牡4鹿 57 武 幸四郎 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 B498＋ 21：58．61	 4．1

34 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 532± 01：58．7� 51．2�
712 ヤマニンシャスール 牡6鹿 57 川島 信二土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 490＋ 41：58．91	 216．7�
46 メタギャラクシー 牡6鹿 57 松山 弘平 �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＋ 8 〃 ハナ 41．1
22 ジ ャ ン ナ 牡5鹿 57 酒井 学前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 486＋ 21：59．11 46．1�
58 マ ス ト ハ ブ 牡6鹿 57 四位 洋文青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 528± 01：59．2
 5．7�
69 ダイバーシティ �8鹿 57 村田 一誠 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム B458± 0 〃 ハナ 208．4�
813 サクラブライアンス 牡6黒鹿57 小牧 太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 482－121：59．41	 15．2�
814 フ ァ イ ヤ ー 牡5青鹿57 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 516－ 8 〃 ハナ 46．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，898，500円 複勝： 60，391，200円 枠連： 28，601，800円
馬連： 117，363，700円 馬単： 62，893，700円 ワイド： 42，743，200円
3連複： 150，957，500円 3連単： 273，052，800円 計： 769，902，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 370円 � 450円 � 140円 枠 連（1－6） 13，080円

馬 連 �� 13，840円 馬 単 �� 25，490円

ワ イ ド �� 3，610円 �� 710円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 8，670円 3 連 単 ��� 109，940円

票 数

単勝票数 計 338985 的中 � 18186（5番人気）
複勝票数 計 603912 的中 � 35039（6番人気）� 27826（7番人気）� 162903（1番人気）
枠連票数 計 286018 的中 （1－6） 1615（24番人気）
馬連票数 計1173637 的中 �� 6259（32番人気）
馬単票数 計 628937 的中 �� 1821（58番人気）
ワイド票数 計 427432 的中 �� 2778（37番人気）�� 15536（7番人気）�� 9975（10番人気）
3連複票数 計1509575 的中 ��� 12857（27番人気）
3連単票数 計2730528 的中 ��� 1833（263番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．1―13．2―13．1―12．3―12．0―12．1―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．5―30．6―43．8―56．9―1：09．2―1：21．2―1：33．3―1：45．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルバイカ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．10．16 京都6着

2009．2．18生 牡4鹿 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー 16戦4勝 賞金 58，155，000円

１レース目



13071 5月5日 晴 良 （25京都3）第6日 第11競走 ��
��1，200�

く ら ま

鞍馬ステークス
発走15時30分 （芝・右）
4歳以上，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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

817 マコトナワラタナ 牝4鹿 53 川田 将雅尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：07．7 14．0�
713 スギノエンデバー 牡5鹿 57 北村 友一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 464＋101：07．8� 6．2�
24 アースソニック 牡4鹿 55 川島 信二前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 476＋ 2 〃 クビ 8．9�
47 シュプリームギフト 牝5青鹿54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 アタマ 7．2�
612 ケイアイアストン 牡8鹿 54 小牧 太亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 488± 01：07．9クビ 115．7�
816 バ ー バ ラ 牝4黒鹿53 松山 弘平 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 424± 01：08．0� 3．7

815 ア フ ォ ー ド 牡5鹿 54 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 458－ 2 〃 クビ 14．9�
12 ハ ノ ハ ノ 牡5鹿 54 酒井 学	錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 464± 0 〃 アタマ 15．8�
714 ラフレーズカフェ 牝4青鹿53 岡田 祥嗣西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 478－ 21：08．1� 101．1
611 テイエムタイホー 牡4栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 476± 01：08．31	 20．4�
59 ボストンエンペラー 牡5黒鹿54 和田 竜二ボストンホース	 岩元 市三 浦河 宮内牧場 468＋ 4 〃 ハナ 31．5�
11 クリーンエコロジー 牡5芦 54 荻野 琢真石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 504－ 21：08．4� 16．8�
36 レオンビスティー 牡4鹿 55 幸 英明備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 490－ 81：08．5� 34．3�
510 サクラアドニス 牡5黒鹿54 武 幸四郎	さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 466＋ 8 〃 クビ 54．7�
48 エーシンヒットマン 牡5栗 55 藤田 伸二	栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 474－201：08．6� 38．7�
35 エーシンダックマン 牡6鹿 57 四位 洋文	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 494＋ 41：08．81	 7．5�
23 
 オ ー セ ロ ワ �7栗 54 国分 優作吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.

Rutherford 496＋ 6 〃 ハナ 83．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 49，530，600円 複勝： 75，899，600円 枠連： 55，717，200円
馬連： 223，208，300円 馬単： 112，575，800円 ワイド： 72，349，400円
3連複： 310，267，700円 3連単： 525，938，700円 計： 1，425，487，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 400円 � 260円 � 330円 枠 連（7－8） 750円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 9，560円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，820円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 12，130円 3 連 単 ��� 82，120円

票 数

単勝票数 計 495306 的中 � 28077（6番人気）
複勝票数 計 758996 的中 � 46641（8番人気）� 86046（2番人気）� 60781（5番人気）
枠連票数 計 557172 的中 （7－8） 55369（1番人気）
馬連票数 計2232083 的中 �� 37431（16番人気）
馬単票数 計1125758 的中 �� 8696（32番人気）
ワイド票数 計 723494 的中 �� 12087（15番人気）�� 9695（20番人気）�� 14803（12番人気）
3連複票数 計3102677 的中 ��� 18883（34番人気）
3連単票数 計5259387 的中 ��� 4727（236番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．0―10．9―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．1―45．0―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F33．6
3 3（5，11）12（2，6，16）8（7，9，10）4，17（1，13，15）14 4 3（5，11，12）（6，16）（2，7，8，9，10）4（13，17）（1，15）14

勝馬の
紹 介

マコトナワラタナ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．15 小倉4着

2009．1．27生 牝4鹿 母 マコトキンラン 母母 ブゼンキャンドル 15戦4勝 賞金 66，028，000円

13072 5月5日 晴 良 （25京都3）第6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）
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
1：21．9
1：21．5

重
不良

11 デザートオアシス 牡5鹿 57 川田 将雅 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 532－ 61：24．2 2．1�

59 オビーディエント 牡4黒鹿57 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 450± 01：24．94 6．3�
24 シゲルシバグリ 牡4栗 57 幸 英明森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 500－ 21：25．0� 97．7�
612	 ミリオンヴォルツ 牡4鹿 57 松山 弘平林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 482－ 2 〃 クビ 6．0�
23 ガ ク ニ ホ シ 牡7鹿 57 村田 一誠矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 488－ 41：25．1
 28．4�
510� ネオシーサー 牡6青 57 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 日高 田端牧場 450－ 4 〃 ハナ 18．8	
611 ガールズストーリー 牝5黒鹿55 国分 優作吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 438± 0 〃 ハナ 18．3

47 オーミレイライン 牡7鹿 57 酒井 学岩﨑 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 528＋ 2 〃 ハナ 10．6�
12 タガノプリンス 牡5鹿 57 太宰 啓介八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B464± 0 〃 アタマ 15．1�
36 ペガサスヒーロー 牡6鹿 57 和田 竜二松岡 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 474＋ 61：25．3
 19．1
48 	 サウンドボルケーノ 牡5栗 57 小牧 太増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa

Partners 544＋32 〃 ハナ 23．3�
35 イッツアチャンス 牡6鹿 57

54 ▲岩崎 翼吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 502－ 2 〃 ハナ 166．9�
713 ド ナ リ サ 牝5鹿 55 上村 洋行山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 480＋101：25．83 305．1�
714 ランドタカラ 牡6黒鹿57 熊沢 重文木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 486－101：25．9� 227．1�
816 サンマルリジイ 牝4黒鹿 55

52 ▲原田 敬伍相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 496＋ 81：26．43 311．8�
815	� レディワシントン 牝5鹿 55 北村 友一鳴戸 雄一氏 吉村 圭司 米 Yuichi Na-

ruto 458＋ 81：26．71
 45．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，332，900円 複勝： 65，877，800円 枠連： 35，787，800円
馬連： 126，611，000円 馬単： 74，599，100円 ワイド： 52，416，000円
3連複： 169，014，200円 3連単： 328，588，700円 計： 899，227，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 180円 � 1，120円 枠 連（1－5） 430円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 290円 �� 2，400円 �� 5，350円

3 連 複 ��� 12，330円 3 連 単 ��� 33，140円

票 数

単勝票数 計 463329 的中 � 179361（1番人気）
複勝票数 計 658778 的中 � 174148（1番人気）� 100558（2番人気）� 9858（12番人気）
枠連票数 計 357878 的中 （1－5） 61993（1番人気）
馬連票数 計1266110 的中 �� 158275（1番人気）
馬単票数 計 745991 的中 �� 66464（1番人気）
ワイド票数 計 524160 的中 �� 54460（1番人気）�� 4911（31番人気）�� 2159（53番人気）
3連複票数 計1690142 的中 ��� 10119（43番人気）
3連単票数 計3285887 的中 ��� 7318（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．9―47．0―59．1―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デザートオアシス �
�
父 Kheleyf �

�
母父 Rahy デビュー 2011．7．2 京都3着

2008．5．5生 牡5鹿 母 フラグラントオアシス 母母 Raahia 11戦4勝 賞金 41，100，000円
〔制裁〕 タガノプリンス号の騎手太宰啓介は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：13番・14番）
シゲルシバグリ号の騎手幸英明は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 セトノシャンクス号

４レース目



（25京都3）第6日 5月5日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

211，920，000円
5，480，000円
1，330，000円
18，930，000円
62，426，000円
4，990，800円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
325，939，000円
533，162，200円
217，943，100円
870，422，500円
555，801，000円
362，622，200円
1，204，119，400円
2，238，218，300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 6，308，227，700円

総入場人員 32，245名 （有料入場人員 30，073名）
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