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13061 5月7日 晴 良 （29京都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）
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

510� モズキングタイド 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米
Omega Farm, B. D.
Gibbs Farm LLC &
Chancey Mill Farm

458－ 61：13．7 6．9�
815 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 470± 01：14．02 6．9�
714 ハトマークワルツ 牝3栗 54 幸 英明山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 430＋ 81：14．21� 2．6�
713 マッシヴエレガンス 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 464－ 21：14．3クビ 47．0�
47 ダノンキラメキ 牝3黒鹿54 小牧 太�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム B442－ 21：14．4	 9．5�
611 ダイヤグラム 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 天羽 禮治 496＋ 21：14．5	 33．5	
35 エイシンムー 牝3鹿 54 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 482＋ 4 〃 ハナ 19．6

23 キーメンバー 牡3鹿 56 田中 健北前孔一郎氏 川村 禎彦 新ひだか 飯岡牧場 408＋ 61：14．81
 16．4�
24 ネオレジェンド 牝3黒鹿54 岩田 康誠嶋田 賢氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 462＋ 81：15．12 12．2�
48 � シルバーフォー 牝3鹿 54 荻野 琢真須野牧場 宮本 博 米 Brereton

C. Jones 448 ―1：15．31 98．7�
36 ニホンピロオンリー 牡3鹿 56 �島 良太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 474－ 81：15．4	 193．1�
816� モズメイダン 牡3鹿 56 太宰 啓介 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 KatieRich

Farms 468＋ 2 〃 アタマ 13．9�
11 マクトゥーブ 牝3黒鹿54 四位 洋文杉山 一穂氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 480＋221：16．14 30．4�
59 � モズキンメダリスト 牝3芦 54

52 △城戸 義政 �キャピタル・システム 南井 克巳 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 440－141：16．73	 77．1�

612� アポロオーランド �3栗 56 小林 徹弥アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Fred W.
Hertrich III 472－14 〃 ハナ 124．6�

12 キンショーイーグル 牡3鹿 56
53 ▲三津谷隼人礒野日出夫氏 中村 均 むかわ 真壁 信一 490＋101：16．8	 9．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，718，800円 複勝： 23，547，600円 枠連： 11，152，300円
馬連： 45，333，500円 馬単： 20，932，500円 ワイド： 28，514，500円
3連複： 69，530，100円 3連単： 77，636，800円 計： 292，366，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 190円 � 130円 枠 連（5－8） 2，020円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 6，710円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 460円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 21，970円

票 数

単勝票数 計 157188 的中 � 18016（2番人気）
複勝票数 計 235476 的中 � 21919（4番人気）� 28121（2番人気）� 62389（1番人気）
枠連票数 計 111523 的中 （5－8） 4259（9番人気）
馬連票数 計 453335 的中 �� 10232（10番人気）
馬単票数 計 209325 的中 �� 2337（19番人気）
ワイド票数 計 285145 的中 �� 5850（10番人気）�� 16214（3番人気）�� 17884（2番人気）
3連複票数 計 695301 的中 ��� 19131（2番人気）
3連単票数 計 776368 的中 ��� 2561（49番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―12．8―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．8―48．6―1：01．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モズキングタイド �
�
父 Union Rags �

�
母父 In The Wings デビュー 2016．8．21 札幌2着

2014．2．21生 牡3黒鹿 母 Trillion Wing 母母 Diamond On the Run 5戦1勝 賞金 7，800，000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 ゼセル号

13062 5月7日 晴 良 （29京都3）第6日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25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

66 オースミイーグル 牡3鹿 56
55 ☆岩崎 翼�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 518－ 41：56．0 8．3�

11 ティーブラッサム 牡3黒鹿56 北村 友一深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 512－ 6 〃 クビ 5．5�
67 ブルベアジュラフ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 496＋ 41：56．1� 3．2�
33 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 500＋ 41：56．41� 5．0�
44 エ ア マ エ ル 牡3青鹿56 四位 洋文 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：56．71� 13．5�
22 ヨウリョウシダイ 牡3黒鹿56 佐藤 友則一村 哲也氏 小崎 憲 新冠 森永 聡 470＋ 6 〃 ハナ 112．5	

（笠松）

55 コ エ レ 牡3黒鹿56 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 464＋ 21：56．8� 9．7

810 クールモンスター 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 504＋ 21：57．22� 6．1�
78 メイショウタンヅツ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 466＋101：57．3� 13．1�
811 シシリアンキッス 牡3黒鹿56 酒井 学吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 谷口牧場 B482 ―1：57．51� 89．3
79 メイショウコンドル 牡3栗 56

54 △城戸 義政松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 506－121：58．56 97．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 16，753，500円 複勝： 27，605，600円 枠連： 9，503，900円
馬連： 45，855，800円 馬単： 22，433，700円 ワイド： 24，561，400円
3連複： 61，099，500円 3連単： 80，562，500円 計： 288，375，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 180円 � 170円 � 160円 枠 連（1－6） 590円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 620円 �� 440円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 16，240円

票 数

単勝票数 計 167535 的中 � 16133（5番人気）
複勝票数 計 276056 的中 � 36231（5番人気）� 42632（2番人気）� 48158（1番人気）
枠連票数 計 95039 的中 （1－6） 12383（1番人気）
馬連票数 計 458558 的中 �� 17853（9番人気）
馬単票数 計 224337 的中 �� 3689（22番人気）
ワイド票数 計 245614 的中 �� 9600（9番人気）�� 14212（3番人気）�� 18232（1番人気）
3連複票数 計 610995 的中 ��� 25447（3番人気）
3連単票数 計 805625 的中 ��� 3596（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．9―51．0―1：03．8―1：16．8―1：29．8―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミイーグル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．3．20 中京8着

2014．4．24生 牡3鹿 母 オースミマコ 母母 グレースアンドグローリー 4戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 ティーブラッサム号の騎手北村友一は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・4番）
※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６日



13063 5月7日 晴 良 （29京都3）第6日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時55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
1：19．9
1：19．0

良
良

612 デ リ ス モ ア 牝3鹿 54 四位 洋文 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 464＋ 21：22．4 2．2�
714 イェーガーオレンジ 牝3栗 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 クビ 4．0�
715 ラ フ ォ リ ア 牝3黒鹿54 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 480－ 21：22．5� 5．2�
713 プ ロ キ シ マ 牝3青 54 佐藤 友則�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452－ 61：22．71 9．4�

（笠松）

816 ワンパーパス 牝3黒鹿54 酒井 学橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 422－101：22．91 133．3	
36 スナッチアイズ 牝3鹿 54

52 △荻野 極 �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－ 6 〃 クビ 8．1


510 バプティシア 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 440－ 21：23．21� 246．0�
611 ス オ ウ 牝3鹿 54 川島 信二松田 整二氏 荒川 義之 平取 稲原牧場 408－ 61：23．41� 90．6�
48 クラシカルレディ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 新ひだか 幌村牧場 418＋ 41：23．61� 31．8
12 スマートモニカ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁大川 徹氏 木原 一良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 414－14 〃 クビ 44．9�
23 サンマルタイトル 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 中村 雅明 412 ―1：23．7� 127．5�
817 ナムラクッキー 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人奈村 睦弘氏 目野 哲也 様似 林 時春 470－101：23．8� 234．7�
47 アイアンラスティー 牝3鹿 54 太宰 啓介池上 一馬氏 渡辺 薫彦 新ひだか グローリーファーム 392－ 41：24．11� 210．9�
59 ラ フ ァ エ ラ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 420－101：24．41� 58．9�

11 メイショウワカクサ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 中村 均 浦河 林 孝輝 484＋ 21：24．72 71．3�
24 サ ン テ ィ エ 牝3栗 54 小林 徹弥�KTレーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 378－141：24．8� 176．3�
35 トウケイフェアリー 牝3黒鹿54 国分 恭介木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 田中 裕之 424＋ 61：24．9クビ 242．0�
818 ジ ュ エ ル ド 牝3栗 54 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432 ―1：28．5大差 150．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，419，000円 複勝： 37，360，300円 枠連： 17，668，900円
馬連： 51，337，800円 馬単： 27，696，200円 ワイド： 29，906，500円
3連複： 72，134，000円 3連単： 105，097，000円 計： 365，619，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（6－7） 180円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 200円 �� 260円 �� 420円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 2，380円

票 数

単勝票数 計 244190 的中 � 86905（1番人気）
複勝票数 計 373603 的中 � 133923（1番人気）� 53103（3番人気）� 54038（2番人気）
枠連票数 計 176689 的中 （6－7） 74023（1番人気）
馬連票数 計 513378 的中 �� 83160（1番人気）
馬単票数 計 276962 的中 �� 25618（1番人気）
ワイド票数 計 299065 的中 �� 42290（1番人気）�� 29542（2番人気）�� 15653（5番人気）
3連複票数 計 721340 的中 ��� 77467（1番人気）
3連単票数 計1050970 的中 ��� 32009（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．9―48．0―59．7―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ リ ス モ ア �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．9．10 阪神2着

2014．5．20生 牝3鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 5戦1勝 賞金 11，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュエルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月7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） 1頭 キラービューティ号
（非抽選馬） 3頭 サンブリリアント号・スマートサクソン号・メモリーディディ号
※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。

13064 5月7日 晴 良 （29京都3）第6日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時25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

815 ウインストラグル 牡3黒鹿56 北村 友一�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 470＋ 41：47．7 19．4�
46 ペ イ バ ッ ク 牡3黒鹿 56

54 △城戸 義政小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 454－ 2 〃 クビ 40．0�
58 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 450± 01：47．91� 96．1�
814 レディギャング 牝3芦 54 幸 英明近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 466＋ 21：48．0� 2．3�
59 メイショウグロッケ 牝3鹿 54 岩田 康誠松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 462－ 2 〃 ハナ 2．7	
611 アドマイヤアロー 牝3鹿 54 国分 優作近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 448＋12 〃 ハナ 6．2

713 ゴ ー ド ン 	3黒鹿56 佐藤 友則 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 472－ 41：48．21� 69．9�
（笠松）

11 ウインアブソルート 牡3黒鹿 56
54 △荻野 極�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 444± 01：48．3� 26．5�

35 アストロノーティカ 牡3鹿 56 四位 洋文 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 492－ 21：49．04 9．9

22 ヨンハブラック 牡3青 56
53 ▲森 裕太朗三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 石田牧場 440－ 4 〃 ハナ 107．8�

610 オーミカンタービレ 牝3栗 54 岡田 祥嗣岩﨑 僖澄氏 谷 潔 浦河 グラストレーニ
ングセンター 442－ 21：49．53 260．0�

23 
 サウンドスカイメサ 牝3鹿 54 川島 信二増田 雄一氏 村山 明 米 Equus Farm 446－ 81：49．6クビ 66．1�
47 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 408± 01：50．02� 227．5�
712 レッツドローン 牝3鹿 54 太宰 啓介阿部 紀子氏 佐々木晶三 浦河 大道牧場 418－ 61：50．21� 41．2�
34 テーオーヘラクレス 牡3黒鹿56 国分 恭介小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 454－ 61：50．62� 202．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，330，000円 複勝： 36，685，800円 枠連： 12，083，500円
馬連： 49，101，300円 馬単： 30，029，000円 ワイド： 31，095，500円
3連複： 74，271，000円 3連単： 123，124，400円 計： 378，720，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 630円 � 920円 � 1，810円 枠 連（4－8） 2，710円

馬 連 �� 24，470円 馬 単 �� 48，960円

ワ イ ド �� 5，300円 �� 9，870円 �� 12，040円

3 連 複 ��� 279，910円 3 連 単 ��� 1，716，630円

票 数

単勝票数 計 223300 的中 � 9198（5番人気）
複勝票数 計 366858 的中 � 15995（5番人気）� 10581（6番人気）� 5160（10番人気）
枠連票数 計 120835 的中 （4－8） 3443（8番人気）
馬連票数 計 491013 的中 �� 1555（36番人気）
馬単票数 計 300290 的中 �� 460（67番人気）
ワイド票数 計 310955 的中 �� 1522（33番人気）�� 812（47番人気）�� 665（51番人気）
3連複票数 計 742710 的中 ��� 199（189番人気）
3連単票数 計1231244 的中 ��� 52（1001番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインストラグル �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．12．25 阪神18着

2014．4．23生 牡3黒鹿 母 マルモリバニー 母母 ゴールドバニー 5戦1勝 賞金 5，000，000円
※サウンドスカイメサ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



13065 5月7日 晴 良 （29京都3）第6日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時15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

22 ウォーターマーズ 牡3芦 56 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 514－ 21：53．4 4．1�
35 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 518－ 41：53．61� 3．8�
47 タガノポムル 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436± 01：53．81� 7．9�

11 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＋ 61：53．9� 13．4�
814 ゼンノワスレガタミ 牡3鹿 56 中井 裕二大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 B468－ 41：54．0� 22．5�
815 エ オ リ ア 牝3鹿 54 四位 洋文 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 462－ 21：54．74 50．5	
610 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 546＋ 2 〃 アタマ 9．4

611 メイショウヤエヤマ 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 498± 01：54．8� 32．1�
23 クレスコブレイブ 牡3栗 56 �島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 520± 01：54．9クビ 37．1�
46 アシャカリアン 牡3栗 56 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 464＋ 41：55．11� 7．1
59 ナムラカブト 牡3黒鹿56 北村 友一奈村 信重氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 492－ 21：55．31 10．3�
712 サンライズカラマ 牡3栗 56 国分 恭介松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 478＋ 21：55．4� 41．8�
58 エールブリリアンツ 牡3芦 56 佐藤 友則佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 488－ 61：55．5� 32．1�

（笠松）

713 ナムラミルク 牝3鹿 54
52 △荻野 極奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 438＋ 41：57．110 162．5�

34 グランドガール 牝3鹿 54
51 ▲森 裕太朗林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 454－ 61：57．31� 39．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，483，000円 複勝： 44，504，500円 枠連： 15，334，200円
馬連： 60，802，000円 馬単： 28，706，900円 ワイド： 40，896，400円
3連複： 91，447，500円 3連単： 103，939，600円 計： 411，114，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 140円 � 200円 枠 連（2－3） 690円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 290円 �� 510円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 6，110円

票 数

単勝票数 計 254830 的中 � 49593（2番人気）
複勝票数 計 445045 的中 � 72016（2番人気）� 89163（1番人気）� 50065（3番人気）
枠連票数 計 153342 的中 （2－3） 17014（2番人気）
馬連票数 計 608020 的中 �� 60181（1番人気）
馬単票数 計 287069 的中 �� 13178（2番人気）
ワイド票数 計 408964 的中 �� 40080（1番人気）�� 19462（2番人気）�� 17723（3番人気）
3連複票数 計 914475 的中 ��� 42687（1番人気）
3連単票数 計1039396 的中 ��� 12321（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．8―49．5―1：02．1―1：14．6―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォーターマーズ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 El Prado デビュー 2017．1．7 京都4着

2014．4．6生 牡3芦 母 ウォーターポラリス 母母 Sin for Me 5戦2勝 賞金 16，720，000円
〔制裁〕 クレスコブレイブ号の騎手�島良太は，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：12番）
※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。

13066 5月7日 晴 良 （29京都3）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

814 クリノサンレオ 牡4栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 440± 01：12．2 5．1�
58 グラッブユアコート 牝5鹿 55 岩田 康誠�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 476－ 41：12．41� 1．6�
22 ウォーターバオバブ 牡4栗 57 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 490＋ 21：12．61 13．7�
69 オンリーワンスター 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 450＋141：12．7� 20．9�
610� グレートブレス 牡5栗 57

55 △荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 514± 0 〃 クビ 19．4	

711 サンマルスカイ 牡5鹿 57 国分 優作相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 432＋ 41：12．8クビ 201．6

45 スリーパスポート 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗永井商事� 南井 克巳 むかわ 新井牧場 474－ 4 〃 ハナ 61．5�
712 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 452－ 2 〃 クビ 182．6�
813 カゼノカムイ 牡4鹿 57 小牧 太菅原 広隆氏 寺島 良 青森 荒谷牧場 486＋ 41：13．01 28．6
11 � ワンダーグロワール 牡5鹿 57 藤懸 貴志山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 498－ 21：13．21� 170．2�
33 アテンフェスタ 牡4栗 57 佐藤 友則河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 492－ 41：13．62� 39．4�

（笠松）

46 スーパーライナー 牡4鹿 57 北村 友一谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B506－ 21：14．24 6．1�
34 メイショウフレイヤ 牝4栗 55 	島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 458＋ 31：14．62� 128．1�
57 ラスカルグレイ 
4芦 57

56 ☆加藤 祥太岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド B476± 01：14．7� 82．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，310，500円 複勝： 93，529，900円 枠連： 15，886，200円
馬連： 64，783，800円 馬単： 41，585，600円 ワイド： 37，621，600円
3連複： 84，995，800円 3連単： 160，519，600円 計： 528，233，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 110円 � 200円 枠 連（5－8） 320円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 170円 �� 560円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 5，840円

票 数

単勝票数 計 293105 的中 � 45712（2番人気）
複勝票数 計 935299 的中 � 67027（2番人気）� 665219（1番人気）� 36793（4番人気）
枠連票数 計 158862 的中 （5－8） 37872（1番人気）
馬連票数 計 647838 的中 �� 131840（1番人気）
馬単票数 計 415856 的中 �� 23316（4番人気）
ワイド票数 計 376216 的中 �� 69997（1番人気）�� 14113（7番人気）�� 25163（3番人気）
3連複票数 計 849958 的中 ��� 56542（2番人気）
3連単票数 計1605196 的中 ��� 19918（15番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．4―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．9―47．3―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノサンレオ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2015．11．7 京都5着

2013．5．18生 牡4栗 母 クリノビリオネア 母母 オプトライアン 21戦2勝 賞金 26，400，000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。



13067 5月7日 晴 良 （29京都3）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ヒ ダ ロ マ ン 牝4黒鹿55 北村 友一日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 504＋ 81：54．6 9．2�
44 � バイオレットフィズ 牝5黒鹿55 酒井 学中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 454＋ 8 〃 クビ 42．9�
22 � ラックアサイン 牝5鹿 55 �島 良太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 2 〃 ハナ 102．1�
810 フレグラントブレス 牝4芦 55 岩田 康誠吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 アタマ 1．9�
89 � エクロジオン 牝4鹿 55 佐藤 友則前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 466＋ 21：54．7クビ 26．8�

（笠松）

33 デイジーフローラ 牝4鹿 55
52 ▲森 裕太朗松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 498＋101：54．8� 6．9�

55 コマノサラサ 牝5栗 55 幸 英明長谷川芳信氏 庄野 靖志 新ひだか 西川富岡牧場 478＋161：55．43� 17．0	
66 � オンザフロウ 牝4鹿 55 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 456－ 41：55．72 15．1

77 デルマチャチャ 牝4鹿 55

53 △城戸 義政浅沼 廣幸氏 藤沢 則雄 日高 ファニーヒルファーム 500± 0 〃 クビ 4．4�
78 グロリアスメーカー 牝4鹿 55 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 440± 01：59．0大差 14．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，963，100円 複勝： 51，668，200円 枠連： 11，799，600円
馬連： 62，800，900円 馬単： 38，586，800円 ワイド： 37，837，900円
3連複： 83，411，500円 3連単： 152，874，400円 計： 469，942，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 490円 � 930円 � 3，000円 枠 連（1－4） 15，110円

馬 連 �� 14，380円 馬 単 �� 21，820円

ワ イ ド �� 3，460円 �� 6，630円 �� 12，910円

3 連 複 ��� 146，160円 3 連 単 ��� 780，520円

票 数

単勝票数 計 309631 的中 � 26875（4番人気）
複勝票数 計 516682 的中 � 29970（4番人気）� 14664（9番人気）� 4258（10番人気）
枠連票数 計 117996 的中 （1－4） 605（23番人気）
馬連票数 計 628009 的中 �� 3383（32番人気）
馬単票数 計 385868 的中 �� 1326（57番人気）
ワイド票数 計 378379 的中 �� 2846（33番人気）�� 1471（40番人気）�� 751（44番人気）
3連複票数 計 834115 的中 ��� 428（113番人気）
3連単票数 計1528744 的中 ��� 142（625番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．2―12．7―12．5―13．0―12．9―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．7―50．4―1：02．9―1：15．9―1：28．8―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ ダ ロ マ ン �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．5．29 京都14着

2013．3．11生 牝4黒鹿 母 マルカサワヤカ 母母 サワヤカプリンセス 7戦2勝 賞金 13，400，000円
〔制裁〕 バイオレットフィズ号の騎手酒井学は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

13068 5月7日 晴 良 （29京都3）第6日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時45分 （芝・右）
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
1：56．8
1：56．1

良
良

66 エッジースタイル 牝4栗 55
53 △荻野 極 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：00．0 7．4�

55 ナリタエイト 牡4鹿 57 北村 友一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 クビ 5．9�
11 マイネルアトゥー 牡4青鹿57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 22：00．1クビ 3．9�
77 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 484＋ 62：00．31� 2．0�
88 テイエムフタエマル 牝5鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 492＋122：00．51	 21．2	
22 ホットファイヤー 牡4鹿 57 佐藤 友則西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 468－ 4 〃 クビ 26．3


（笠松）

44 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＋162：00．81
 8．8�

33 メイショウメリリー 牝4黒鹿 55
52 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 440＋ 22：01．33 106．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 28，912，200円 複勝： 28，953，000円 枠連： 発売なし
馬連： 60，497，900円 馬単： 34，356，800円 ワイド： 27，461，800円
3連複： 65，818，200円 3連単： 146，860，700円 計： 392，860，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 190円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 470円 �� 420円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 11，660円

票 数

単勝票数 計 289122 的中 � 31191（4番人気）
複勝票数 計 289530 的中 � 33838（4番人気）� 38753（3番人気）� 48052（2番人気）
馬連票数 計 604979 的中 �� 28065（8番人気）
馬単票数 計 343568 的中 �� 6920（16番人気）
ワイド票数 計 274618 的中 �� 14302（8番人気）�� 16429（5番人気）�� 22778（4番人気）
3連複票数 計 658182 的中 ��� 27910（6番人気）
3連単票数 計1468607 的中 ��� 9128（45番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．8―12．4―12．2―12．3―11．7―11．5―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．7―37．5―49．9―1：02．1―1：14．4―1：26．1―1：37．6―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．6―3F33．9
1
3
8，5（4，6）2－7，1，3
8，5（4，2）6，1，7，3

2
4
8（4，5）6，2－（1，7）3
8，5（2，1）（4，6）7，3

勝馬の
紹 介

エッジースタイル 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．12．20 阪神3着

2013．1．31生 牝4栗 母 ランズエッジ 母母 ウインドインハーヘア 12戦2勝 賞金 20，000，000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。



13069 5月7日 晴 良 （29京都3）第6日 第9競走 ��1，800�
や ぐ る ま

矢 車 賞
発走14時15分 （芝・右・外）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

55 デ ィ ア ド ラ 牝3鹿 54 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：47．8 1．9�
11 ドロウアカード 牝3栗 54 四位 洋文�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 01：48．12 3．7�
66 コロナシオン 牝3鹿 54 幸 英明 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 458＋101：48．2� 6．1�
33 ルエヴェルロール 牝3黒鹿54 小牧 太 �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 422± 01：48．3� 6．8�
44 サツキユニヴァース 牝3栗 54 �島 良太小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 434－ 21：48．4� 59．7	
77 レイズアベール 牝3鹿 54 酒井 学 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：48．71� 9．5

89 � エイシンクローバー 牝3鹿 54 小崎 綾也平井 克彦氏 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 440± 01：49．87 131．0�
22 	 アンティクイーン 牝3栗 54 佐藤 友則西村 知也氏 笹野 博司 新ひだか 野表 篤夫 426－ 31：49．9� 187．7�

（笠松） （笠松）

88 ブ ル ー ミ ン 牝3黒鹿54 国分 優作佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 458－ 21：50．11
 46．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 42，837，000円 複勝： 64，966，000円 枠連： 12，185，500円
馬連： 79，575，100円 馬単： 49，437，400円 ワイド： 37，026，000円
3連複： 95，230，600円 3連単： 237，717，500円 計： 618，975，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（1－5） 310円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 150円 �� 240円 �� 310円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 1，610円

票 数

単勝票数 計 428370 的中 � 178189（1番人気）
複勝票数 計 649660 的中 � 342465（1番人気）� 116875（2番人気）� 50567（5番人気）
枠連票数 計 121855 的中 （1－5） 30407（1番人気）
馬連票数 計 795751 的中 �� 196945（1番人気）
馬単票数 計 494374 的中 �� 82584（1番人気）
ワイド票数 計 370260 的中 �� 79104（1番人気）�� 35591（3番人気）�� 25046（6番人気）
3連複票数 計 952306 的中 ��� 130528（2番人気）
3連単票数 計2377175 的中 ��� 106999（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．5―13．3―12．5―11．7―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．2―47．7―1：01．0―1：13．5―1：25．2―1：36．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ ィ ア ド ラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．2 中京2着

2014．4．4生 牝3鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 10戦2勝 賞金 41，931，000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。

13070 5月7日 晴 良 （29京都3）第6日 第10競走 ��
��1，800�

か み が も

上賀茂ステークス
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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

68 タガノゴールド 牡6栗 57 幸 英明八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476＋ 41：52．0 10．7�

11 オールマンリバー 牡5黒鹿57 北村 友一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 508＋ 21：52．85 2．1�
710 オ ル ナ 牡5鹿 57 小牧 太�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 516± 0 〃 アタマ 14．9�
812 マインシャッツ 牡4栗 57 岩田 康誠吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 480＋ 41：53．01� 5．4�
55 マイネルオフィール 牡5鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B484＋ 41：53．32 19．1�
22 ヒデノインペリアル 牡5栗 57 柴田 未崎大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 520－ 41：53．61	 8．4	
811 ニホンピロヘーゼル 牝4鹿 55 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 500＋ 8 〃 ハナ 20．1

67 ハギノタイクーン 牡8鹿 57 荻野 極日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B528－ 81：54．13 167．0�
56 コンセギール 牡5黒鹿57 太宰 啓介前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 21：54．73
 22．5�
44 サンライズアルブル 牡6黒鹿57 佐藤 友則松岡 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 480－ 41：55．12 64．7
（笠松）

33 テイエムグンカン 牡5栗 57 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 528－ 4 〃 ハナ 7．7�
79 � スリーアロー 牝6黒鹿55 城戸 義政松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502＋161：56．69 42．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，062，100円 複勝： 58，144，100円 枠連： 24，144，500円
馬連： 125，594，300円 馬単： 55，296，500円 ワイド： 62，423，100円
3連複： 166，681，500円 3連単： 249，418，100円 計： 782，764，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 220円 � 110円 � 310円 枠 連（1－6） 1，010円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，600円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 26，610円

票 数

単勝票数 計 410621 的中 � 30535（5番人気）
複勝票数 計 581441 的中 � 53776（4番人気）� 203724（1番人気）� 33144（6番人気）
枠連票数 計 241445 的中 （1－6） 18517（4番人気）
馬連票数 計1255943 的中 �� 99584（4番人気）
馬単票数 計 552965 的中 �� 15495（9番人気）
ワイド票数 計 624231 的中 �� 43921（3番人気）�� 9142（23番人気）�� 31651（5番人気）
3連複票数 計1666815 的中 ��� 32315（13番人気）
3連単票数 計2494181 的中 ��� 6795（82番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―13．1―13．1―13．0―12．8―12．4―12．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．3―36．4―49．5―1：02．5―1：15．3―1：27．7―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．7
1
3
9，10（3，11）（4，6，12）－5（1，7）2－8・（9，10）11（3，7）（6，12，5，2）4，1，8

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

勝馬の
紹 介

タガノゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．20 中京5着

2011．2．4生 牡6栗 母 アンテヴォルテ 母母 ビワビーナス 31戦5勝 賞金 90，845，000円
〔制裁〕 ヒデノインペリアル号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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。

１レース目



13071 5月7日 晴 良 （29京都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；負担重量は，56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200
万円毎1�増

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

510 キングハート 牡4鹿 56 小崎 綾也増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 488＋ 61：07．3 7．5�
24 オーヴィレール 牝4芦 54 川島 信二下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 476－ 4 〃 クビ 10．1�
611 ダイシンサンダー 牡6鹿 56 加藤 祥太大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 500－ 61：07．51� 42．6�
23 ファインニードル 牡4鹿 56 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：07．6クビ 11．8�
714 ティーハーフ 牡7栗 58 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 4 〃 クビ 12．9�
817 コスモドーム 牡6鹿 56 国分 恭介 	ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 21：07．7クビ 24．9

47 ショウナンアチーヴ 牡6黒鹿56 荻野 極国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500＋121：07．8	 28．9�
715 ア フ ォ ー ド 牡9鹿 58 小牧 太前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 470＋ 21：07．9クビ 210．2�
12 アクティブミノル 牡5黒鹿56 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 478－16 〃 アタマ 15．4
816
 オ ウ ノ ミ チ 牡6黒鹿56 佐藤 友則小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 478± 0 〃 クビ 133．5�

（笠松）

35 セカンドテーブル 牡5栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 480－ 6 〃 ハナ 3．4�
36 ジャストドゥイング 牡5鹿 56 北村 友一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 546＋101：08．0クビ 72．5�
713 オールインワン 牡4鹿 56 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 480－ 61：08．32 5．2�
48 トウショウピスト 牡5鹿 56 �島 良太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480－ 8 〃 アタマ 61．7�
818 ラヴァーズポイント 牝7青鹿54 太宰 啓介三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 516± 01：08．61� 55．7�
59 ローレルベローチェ 牡6栗 58 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 492－121：09．02� 40．6�
612 レッドラウダ 牡4鹿 56 岩崎 翼 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 504－181：09．1	 70．8�
11 ナリタスターワン 牡5鹿 56 四位 洋文�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 470± 01：09．2� 8．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 60，938，600円 複勝： 82，960，200円 枠連： 61，863，700円
馬連： 255，345，900円 馬単： 96，514，700円 ワイド： 109，641，900円
3連複： 377，373，200円 3連単： 498，851，900円 計： 1，543，490，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 270円 � 330円 � 910円 枠 連（2－5） 1，370円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 5，260円 �� 5，360円

3 連 複 ��� 48，480円 3 連 単 ��� 210，760円

票 数

単勝票数 計 609386 的中 � 64942（3番人気）
複勝票数 計 829602 的中 � 90629（3番人気）� 68801（4番人気）� 20664（11番人気）
枠連票数 計 618637 的中 （2－5） 34816（7番人気）
馬連票数 計2553459 的中 �� 74501（8番人気）
馬単票数 計 965147 的中 �� 13927（17番人気）
ワイド票数 計1096419 的中 �� 25125（12番人気）�� 5279（50番人気）�� 5182（52番人気）
3連複票数 計3773732 的中 ��� 5838（133番人気）
3連単票数 計4988519 的中 ��� 1716（593番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―10．8―11．0―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―33．7―44．7―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．4―3F33．6
3 3（5，8，12）2（4，9，10）（6，11，16，18）（7，13）17（14，15）－1 4 3，5（2，8，12）（4，10）9（6，11，16，18）（7，17）13（14，15）－1

勝馬の
紹 介

キングハート �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．9．26 中山2着

2013．5．7生 牡4鹿 母 ラ ブ ハ ー ト 母母 シンメイユウシュン 19戦5勝 賞金 112，682，000円
〔制裁〕 ダイシンサンダー号の騎手加藤祥太は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

コスモドーム号の騎手国分恭介は，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：16番・9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オデュッセウス号・クラリティシチー号・トキノゲンジ号
※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。

13072 5月7日 晴 良 （29京都3）第6日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：31．4
1：30．7

良
良

89 ヴ ェ ゼ ー ル 牡4栗 57
56 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 544－ 81：35．6 36．6�

33 エルビッシュ 牝4黒鹿55 四位 洋文吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 436－ 21：35．7� 6．7�
22 レ オ ナ ル ド 牡4鹿 57 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 6 〃 クビ 1．7�
66 ドルチャーリオ 牡4栗 57

55 △荻野 極 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446－ 41：35．91	 3．3�

77 オーマイガイ 牡4栗 57
54 ▲三津谷隼人廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 456－ 21：36．0
 36．9�

44 ナムラアッパー 牡6鹿 57 酒井 学奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 424－ 21：36．31� 39．5�
88 マイアベーア 牡5青鹿 57

54 ▲森 裕太朗 	社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 472± 01：36．51	 12．9

11 メイショウヤマホコ 牡7黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 466－121：36．82 21．3�
55 テイエムシャンパン 牡5芦 57 田中 健竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 494＋ 21：37．22
 58．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，872，600円 複勝： 76，415，800円 枠連： 21，791，600円
馬連： 109，415，400円 馬単： 73，833，900円 ワイド： 50，244，600円
3連複： 136，305，500円 3連単： 400，445，400円 計： 918，324，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，660円 複 勝 � 410円 � 190円 � 110円 枠 連（3－8） 2，590円

馬 連 �� 9，000円 馬 単 �� 32，920円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 1，000円 �� 280円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 77，850円

票 数

単勝票数 計 498726 的中 � 10900（6番人気）
複勝票数 計 764158 的中 � 17489（6番人気）� 50378（3番人気）� 477025（1番人気）
枠連票数 計 217916 的中 （3－8） 6501（7番人気）
馬連票数 計1094154 的中 �� 9417（19番人気）
馬単票数 計 738339 的中 �� 1682（45番人気）
ワイド票数 計 502446 的中 �� 6244（19番人気）�� 11976（11番人気）�� 54314（2番人気）
3連複票数 計1363055 的中 ��� 21676（14番人気）
3連単票数 計4004454 的中 ��� 3729（145番人気）

ハロンタイム 12．4―12．1―12．8―13．1―12．0―11．1―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．5―37．3―50．4―1：02．4―1：13．5―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．2
3 ・（7，9）3（2，8，5）6（1，4） 4 7（9，3）（8，6，5）2（1，4）

勝馬の
紹 介

ヴ ェ ゼ ー ル 
�
父 パ イ ロ 

�
母父 タバスコキャット デビュー 2015．6．13 阪神3着

2013．2．18生 牡4栗 母 タケイチゼット 母母 タケイチイチホース 19戦3勝 賞金 36，450，000円
〔制裁〕 マイアベーア号の騎手森裕太朗は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番）
※ヴェゼール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（29京都3）第6日 5月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 155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
厩務員出走奨励金

212，040，000円
13，280，000円
1，270，000円
23，410，000円
62，464，000円
4，030，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
388，600，400円
626，341，000円
213，413，900円
1，010，443，700円
519，410，000円
517，231，200円
1，378，298，400円
2，337，047，900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 6，990，786，500円

総入場人員 25，591名 （有料入場人員 24，422名）
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