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13073 5月13日 雨 不良 （29京都3）第7日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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
1：47．8
1：47．8

重
重

816 チェリーボンボン 牝3青鹿 54
51 ▲富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 438＋ 21：53．2 5．2�

510 ロ ッ タ ラ ブ 牝3芦 54 高倉 稜吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 478＋ 61：53．41� 21．6�
24 タマモエルドラド 牝3栗 54 和田 竜二タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 500± 01：53．61� 10．7�
12 ヒデノエーデル 牝3鹿 54 酒井 学大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 服部 健太郎 444± 01：53．7� 157．5�
815 レッドラトナ 牝3鹿 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 ハナ 3．7�
714 インハーフェイバー 牝3鹿 54 武 豊 	シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：53．91� 3．5

611 マダムストーリー 牝3鹿 54 国分 優作	ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 市川フアーム 418＋ 41：54．0� 140．0�
23 ナリタアマランサス 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗�オースミ 藤沢 則雄 日高 白井牧場 456－ 21：54．2� 44．7�
11 アビイロード 牝3鹿 54 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 420＋ 21：54．3� 21．4
48 ミ リ フ ィ カ 牝3鹿 54 松若 風馬水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 488－ 2 〃 ハナ 18．7�
713 リ ュ ウ ビ 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 472± 01：54．83 181．2�

36 エフヨンエフ 牝3黒鹿 54
51 ▲三津谷隼人木村 信彦氏 池添 兼雄 浦河 榊原 敏明 472＋ 21：55．43� 66．4�

47 サンチャゴボラーレ 牝3栗 54 福永 祐一	ヤナガワ牧場 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 81：55．72 6．3�
35 ナムラハレルヤ 牝3黒鹿54 松山 弘平奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 482－ 21：57．19 30．1�
59 ホッコーペネロープ 牝3栗 54 川島 信二北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 474－ 61：57．2クビ 103．3�
612 プラムステッド 牝3栗 54 藤岡 康太合同会社東堂 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450－ 22：01．8大差 54．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，195，400円 複勝： 32，308，100円 枠連： 11，814，700円
馬連： 44，925，500円 馬単： 21，712，800円 ワイド： 28，883，000円
3連複： 67，068，100円 3連単： 78，301，100円 計： 303，208，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 510円 � 350円 枠 連（5－8） 1，810円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 6，960円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 1，160円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 17，010円 3 連 単 ��� 91，410円

票 数

単勝票数 計 181954 的中 � 27768（3番人気）
複勝票数 計 323081 的中 � 44810（4番人気）� 14798（6番人気）� 22925（5番人気）
枠連票数 計 118147 的中 （5－8） 5052（6番人気）
馬連票数 計 449255 的中 �� 7475（15番人気）
馬単票数 計 217128 的中 �� 2337（23番人気）
ワイド票数 計 288830 的中 �� 5094（15番人気）�� 6560（11番人気）�� 2289（33番人気）
3連複票数 計 670681 的中 ��� 2956（53番人気）
3連単票数 計 783011 的中 ��� 621（261番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．6―48．2―1：01．6―1：14．4―1：26．8―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

チェリーボンボン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．6．25 函館15着

2014．5．15生 牝3青鹿 母 ケージーワンモア 母母 ケージープリンセス 9戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラムステッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月13日まで平地競

走に出走できない。

13074 5月13日 雨 不良 （29京都3）第7日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時35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
1：21．7
1：21．5

重
不良

816 カ ワ イ ア ラ 牝3芦 54 川須 栄彦名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 434 ―1：24．7 24．7�
815 クリノキング �3栗 56 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 450－ 41：24．91 171．5�
23 ジ ェ ミ ニ ズ 牡3栗 56 岡田 祥嗣ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 486＋ 81：25．0� 17．6�
11 フィールドステイ 牡3鹿 56 武 豊地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 500＋ 21：25．21� 1．8�
612 テイエムグルービー 牡3鹿 56 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 478－ 81：25．41� 17．8�
12 エ ピ ュ ー レ 牝3栗 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 476－ 81：25．5� 51．4	
510 メイショウクロス 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 松栄牧場 518＋ 4 〃 ハナ 4．5

611 センテンスプリング 牡3黒鹿56 国分 優作内田 玄祥氏 大根田裕之 浦河 北俣牧場 488 ―1：26．03 63．1�
59 アルマローラン 牡3鹿 56 浜中 俊コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 大栄牧場 444－ 21：26．2� 6．9�
47 メイショウソリッド 牡3黒鹿56 	島 良太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 村下 明博 496＋ 21：26．52 34．9
24 アスターフィール 牡3栗 56 高倉 稜加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 B462－ 21：26．92� 57．3�
714 ラインゼウス 牡3栗 56 田村 太雅大澤 繁昌氏 沖 芳夫 日高 シンボリ牧場 494 ―1：27．53� 93．3�
36 ビッグディッパー 牡3芦 56 松若 風馬芳賀美知子氏 	島 一歩 日高 新井 昭二 516＋ 81：27．82 68．9�
48 マ イ ボ ニ ー 牡3栗 56 松山 弘平薪浦 亨氏 角田 晃一 新ひだか 木下牧場 546 ―1：28．43� 31．5�
35 イージスピューマ 牡3栗 56 藤岡 佑介眞﨑 修氏 渡辺 薫彦 新冠 ハクツ牧場 B468＋ 81：28．61� 42．0�
713 ビ タ ー レ 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか グローリーファーム 436 ―1：29．66 66．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，490，300円 複勝： 44，800，900円 枠連： 13，110，400円
馬連： 38，897，700円 馬単： 23，525，100円 ワイド： 27，443，800円
3連複： 54，677，800円 3連単： 82，044，100円 計： 303，990，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 650円 � 7，150円 � 540円 枠 連（8－8） 98，640円

馬 連 �� 104，310円 馬 単 �� 248，500円

ワ イ ド �� 36，890円 �� 4，220円 �� 22，540円

3 連 複 ��� 1，139，120円 3 連 単 ��� 4，956，830円

票 数

単勝票数 計 194903 的中 � 6297（6番人気）
複勝票数 計 448009 的中 � 18665（5番人気）� 1525（16番人気）� 23422（4番人気）
枠連票数 計 131104 的中 （8－8） 103（34番人気）
馬連票数 計 388977 的中 �� 289（89番人気）
馬単票数 計 235251 的中 �� 71（168番人気）
ワイド票数 計 274438 的中 �� 191（103番人気）�� 1696（32番人気）�� 313（92番人気）
3連複票数 計 546778 的中 ��� 36（473番人気）
3連単票数 計 820441 的中 ��� 12（2228番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―12．0―12．5―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．8―46．8―59．3―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ワ イ ア ラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2014．5．1生 牝3芦 母 パ イ シ ー ズ 母母 ポ ポ ラ ス 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ラインゼウス号の騎手田村太雅は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：13番・8番）
〔その他〕 ラインゼウス号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 ディライトラッシュ号

第３回 京都競馬 第７日



13075 5月13日 雨 不良 （29京都3）第7日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （芝・右）

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

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

612 ナ ル ハ ヤ 牝3黒鹿54 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 486－ 62：05．8 5．0�
24 メイショウサチシオ 牝3黒鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 474－ 82：06．43� 16．3�
23 レッドラフィーネ 牝3芦 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 424＋ 6 〃 クビ 23．2�
48 ピ ュ ア ラ ブ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 434－ 22：07．03� 48．1�
47 エアブライス 牝3栗 54 松山 弘平 �ラッキーフィールド池添 学 安平 ノーザンファーム 428－ 42：07．21� 4．6�
714 キョウエイレガシー 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁田中 晴夫氏 小崎 憲 新冠 ハシモトフアーム 394－ 22：07．3クビ 17．6	
11 ナニアヒアヒ 牝3栗 54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468 ―2：07．51� 2．6

816 ウインプルミエ 牝3鹿 54

52 △荻野 極�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B448＋10 〃 クビ 7．8�
713 ベアスピード 牝3栗 54 高倉 稜熊木 浩氏 高橋 康之 新ひだか 城地 清満 402＋ 62：07．6� 38．7�
12 レッドラペル 牝3栗 54 松若 風馬 �東京ホースレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 6 〃 ハナ 70．4
35 メロディーオブラブ 牝3鹿 54 池添 謙一三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 434＋ 42：07．81� 55．2�
815 ジャスティンラヴ 牝3黒鹿54 和田 竜二前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 404＋ 82：07．9クビ 20．5�
510 オウケンサクラブ 牝3栗 54 石橋 脩福井 明氏 安田 隆行 新冠 高瀬牧場 426－ 62：08．0� 187．9�
59 ブルドッグギャル 牝3青鹿 54

51 ▲森 裕太朗 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 382－ 22：09．17 56．7�
611 クリスティヴィッツ 牝3黒鹿54 川須 栄彦�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 460＋ 62：09．31� 199．4�
36 マダムサッシュ 牝3鹿 54 竹之下智昭ザ・ヒルズ 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 466＋ 22：11．1大差 66．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，367，300円 複勝： 32，664，200円 枠連： 12，843，500円
馬連： 46，049，400円 馬単： 22，046，900円 ワイド： 30，100，300円
3連複： 65，011，300円 3連単： 75，831，300円 計： 306，914，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 140円 � 360円 � 530円 枠 連（2－6） 2，690円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 1，900円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 24，560円 3 連 単 ��� 109，950円

票 数

単勝票数 計 223673 的中 � 35481（3番人気）
複勝票数 計 326642 的中 � 89661（1番人気）� 18999（5番人気）� 12032（8番人気）
枠連票数 計 128435 的中 （2－6） 3698（14番人気）
馬連票数 計 460494 的中 �� 8755（15番人気）
馬単票数 計 220469 的中 �� 2162（25番人気）
ワイド票数 計 301003 的中 �� 4953（19番人気）�� 4105（21番人気）�� 2234（40番人気）
3連複票数 計 650113 的中 ��� 1985（75番人気）
3連単票数 計 758313 的中 ��� 500（324番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―13．6―12．8―12．4―12．7―12．1―12．1―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．2―38．8―51．6―1：04．0―1：16．7―1：28．8―1：40．9―1：53．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナ ル ハ ヤ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．3．18 阪神9着

2014．4．12生 牝3黒鹿 母 カルナアヴァンセ 母母 エ ス ピ ヨ ン 4戦1勝 賞金 7，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マダムサッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月13日まで平地競

走に出走できない。

13076 5月13日 曇 不良 （29京都3）第7日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時35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
1：06．7
1：06．5

良
良

24 グランドロワ 牡3栗 56 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 478＋ 41：11．6 6．2�
510 ホッコーカゲムシャ 牡3黒鹿56 浜中 俊北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 442－ 41：11．81� 7．3�
11 ツ キ ノ ミ チ 牝3鹿 54

52 △荻野 極吉井 理人氏 清水 久詞 浦河 林 孝輝 438－ 41：11．9� 17．0�
12 マ ッ セ ル 牡3鹿 56 武 豊�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 8 〃 ハナ 7．9�
23 スマートサクソン 牝3芦 54 小牧 太大川 徹氏 浅見 秀一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 490－ 21：12．53� 30．4�

611 メイショウルーシー 牝3青鹿 54
51 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 410－ 21：13．24 164．6	

47 シゲルポインター 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 450－ 2 〃 アタマ 241．0

35 カフジリバー 牡3鹿 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 81：13．73 16．5�
59 ユキエファルコン 牡3黒鹿56 和田 竜二平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 474－ 21：13．9� 13．8�
714 ファヴォーラ 牝3栗 54 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 454＋ 41：14．43 2．4
713 ハヤブサピクシー 牝3鹿 54 藤岡 康太武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 390＋ 41：14．5� 234．5�
612 ナムラスムージー 牝3鹿 54 高倉 稜奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム B434＋ 71：15．13� 86．0�
48 タマノオータム 牝3鹿 54 酒井 学玉腰 勇吉氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 396－ 41：15．41� 60．2�
816 パールズベスト 牝3青鹿54 松若 風馬谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 452＋ 8 〃 クビ 7．6�
815 ピンクブリザード 牝3鹿 54 石橋 脩ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：15．93 93．7�
36 タガノスタッブス 牝3鹿 54 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426－ 41：18．8大差 139．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，940，900円 複勝： 42，268，100円 枠連： 13，540，000円
馬連： 54，262，500円 馬単： 27，838，700円 ワイド： 36，396，300円
3連複： 78，035，500円 3連単： 99，052，000円 計： 378，334，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 170円 � 580円 枠 連（2－5） 1，470円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，410円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 12，990円 3 連 単 ��� 72，460円

票 数

単勝票数 計 269409 的中 � 34380（2番人気）
複勝票数 計 422681 的中 � 63423（3番人気）� 77618（2番人気）� 14101（8番人気）
枠連票数 計 135400 的中 （2－5） 7133（6番人気）
馬連票数 計 542625 的中 �� 17169（9番人気）
馬単票数 計 278387 的中 �� 3922（18番人気）
ワイド票数 計 363963 的中 �� 12876（7番人気）�� 6602（17番人気）�� 3368（30番人気）
3連複票数 計 780355 的中 ��� 4503（43番人気）
3連単票数 計 990520 的中 ��� 991（230番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―12．3―11．9―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドロワ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Forty Niner デビュー 2016．6．25 阪神2着

2014．3．24生 牡3栗 母 クールネージュ 母母 Kool Arrival 6戦1勝 賞金 11，425，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラスムージー号・タマノオータム号・パールズベスト号・ピンクブリザード号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，平成29年6月13日まで平地競走に出走できない。
タガノスタッブス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月13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） 1頭 ウインリフレイン号
（非抽選馬） 2頭 アイファーフドオー号・バタラ号



13077 5月13日 曇 不良 （29京都3）第7日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12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
2：10．0
2：09．9

良
良

11 バリオラージュ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B472－ 42：19．5 9．3�
67 ナ ム ラ マ ル 牡3鹿 56 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 武田 寛治 506－ 22：20．03 1．7�
33 モンドバーグ 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 02：20．21� 11．9�
55 ダブルバインド 牡3鹿 56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440＋10 〃 アタマ 10．4�
79 イージーライド 牡3黒鹿56 太宰 啓介松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 430－ 22：20．83� 28．7	
56 タルトリンツァー 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 日高 若林 順一 374－ 8 〃 ハナ 159．4


44 アーダルベルト 牡3鹿 56 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 大道牧場 B430－ 2 〃 クビ 10．8�
22 テイエムファンドル 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 石川 栄一 482－102：21．01� 200．9�
812 フュージョンロック 牡3栗 56 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 490± 02：22．49 4．5
68 ライブリパシアン 牡3鹿 56 松山 弘平加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 502－ 62：22．61� 33．4�
710 テイエムメガパワー 牡3青鹿 56

53 ▲富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 468－ 62：24．8大差 132．2�
811 ウ ォ ル ト 牡3栗 56 酒井 学 �天羽	治牧場 西園 正都 日高 天羽 禮治 554± 02：26．18 113．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，147，700円 複勝： 39，138，900円 枠連： 9，913，300円
馬連： 48，608，100円 馬単： 30，488，200円 ワイド： 31，451，900円
3連複： 63，662，900円 3連単： 107，333，300円 計： 356，744，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 200円 � 110円 � 230円 枠 連（1－6） 670円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，160円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 16，680円

票 数

単勝票数 計 261477 的中 � 22426（3番人気）
複勝票数 計 391389 的中 � 30914（4番人気）� 189000（1番人気）� 25026（5番人気）
枠連票数 計 99133 的中 （1－6） 11388（2番人気）
馬連票数 計 486081 的中 �� 51503（2番人気）
馬単票数 計 304882 的中 �� 10325（7番人気）
ワイド票数 計 314519 的中 �� 20203（2番人気）�� 6385（15番人気）�� 18174（5番人気）
3連複票数 計 636629 的中 ��� 17256（10番人気）
3連単票数 計1073333 的中 ��� 4664（52番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．1―12．8―12．7―13．5―13．5―12．6―12．0―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．0―37．1―49．9―1：02．6―1：16．1―1：29．6―1：42．2―1：54．2―2：06．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バリオラージュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2016．12．18 阪神7着

2014．4．11生 牡3鹿 母 ファーストバイオリン 母母 Sunrise Symphony 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 テイエムメガパワー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 テイエムメガパワー号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ウォルト号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムメガパワー号・ウォルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月

13日まで平地競走に出走できない。

13078 5月13日 曇 不良 （29京都3）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時55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

11 タガノグルナ 牡3鹿 56 国分 優作八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480± 01：49．6 9．1�

33 オ ク ラ ホ マ 牡3栗 56 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 498－ 41：50．23� 5．5�
55 キーグラウンド 牡3鹿 56 �島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 474－ 21：50．3	 9．1�
78 メイショウマトイ 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 470＋ 21：50．4	 6．8�
66 ブラックジェイド 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 524＋ 41：50．5� 2．3�
810 タガノヴェローナ 牝3芦 54 松若 風馬八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 21：50．81	 12．6	
22 アロマティカス 牡3鹿 56 高倉 稜山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B448± 01：50．9クビ 39．9

44 ワイドコマンダー 牡3鹿 56

54 △荻野 極幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 508± 01：51．0	 56．4�
77 レッドリボン 牝3鹿 54 池添 謙一甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 442＋ 61：51．31	 11．0�
89 フラワーイレブン 牝3栗 54 川島 信二吉野加壽代氏 松元 茂樹 青森 ワールドファーム 468± 01：54．3大差 13．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，499，200円 複勝： 38，042，800円 枠連： 10，357，300円
馬連： 56，080，800円 馬単： 28，015，100円 ワイド： 34，583，500円
3連複： 69，216，400円 3連単： 105，650，200円 計： 371，445，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 350円 � 210円 � 270円 枠 連（1－3） 2，740円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，130円 �� 820円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 42，030円

票 数

単勝票数 計 294992 的中 � 25854（5番人気）
複勝票数 計 380428 的中 � 25978（7番人気）� 52861（2番人気）� 36297（4番人気）
枠連票数 計 103573 的中 （1－3） 2919（11番人気）
馬連票数 計 560808 的中 �� 15273（10番人気）
馬単票数 計 280151 的中 �� 3581（22番人気）
ワイド票数 計 345835 的中 �� 8608（13番人気）�� 7774（15番人気）�� 10978（9番人気）
3連複票数 計 692164 的中 ��� 7294（28番人気）
3連単票数 計1056502 的中 ��� 1822（159番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．2―48．5―1：00．7―1：12．6―1：24．9―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．0
1
3
1，6（3，4，9）10（2，5，7）－8
1，6（3，8）（4，9）（5，10，7）2

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

勝馬の
紹 介

タガノグルナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．24 中京9着

2014．3．12生 牡3鹿 母 ラヴソレイユ 母母 ヴァイオレットラブ 6戦2勝 賞金 13，700，000円



13079 5月13日 曇 不良 （29京都3）第7日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時25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
1：33．0
1：30．7

良
良

55 バ ル ベ ー ラ 牝3青鹿54 国分 優作 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 424＋ 21：38．6 11．8�

44 ウイングフリオーソ 牝3鹿 54 小林 徹弥 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 452＋ 3 〃 クビ 101．6�
89 インビジブルレイズ 牡3鹿 56 浜中 俊 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 468＋ 41：38．7� 1．8�
22 コパノピエール 牡3鹿 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 468－ 21：38．91� 6．5�
66 ナンヨーマーズ 牡3鹿 56 福永 祐一中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 450－ 41：39．0クビ 3．8	
11 スズカヘルメス 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 杉山 晴紀 むかわ 新井牧場 434＋ 41：39．32 8．9

77 ワールドフォーラブ 牝3黒鹿54 武 豊吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 426－141：39．93� 11．6�
33 フ ァ ウ ス ト 牡3鹿 56 	島 良太清水 敏氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 444－ 41：40．53� 183．0�
88 ピ オ ニ エ 牝3鹿 54 柴田 未崎田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 396－121：41．77 172．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，839，200円 複勝： 49，432，200円 枠連： 8，361，300円
馬連： 54，025，500円 馬単： 32，673，400円 ワイド： 26，687，900円
3連複： 59，434，400円 3連単： 143，314，800円 計： 404，768，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 240円 � 1，040円 � 110円 枠 連（4－5） 24，170円

馬 連 �� 34，920円 馬 単 �� 58，900円

ワ イ ド �� 6，110円 �� 350円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 15，580円 3 連 単 ��� 214，230円

票 数

単勝票数 計 308392 的中 � 20763（6番人気）
複勝票数 計 494322 的中 � 29940（5番人気）� 5180（7番人気）� 272380（1番人気）
枠連票数 計 83613 的中 （4－5） 268（27番人気）
馬連票数 計 540255 的中 �� 1199（25番人気）
馬単票数 計 326734 的中 �� 416（45番人気）
ワイド票数 計 266879 的中 �� 1033（22番人気）�� 22389（3番人気）�� 2066（16番人気）
3連複票数 計 594344 的中 ��� 2861（27番人気）
3連単票数 計1433148 的中 ��� 485（205番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．2―13．0―12．9―12．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．5―49．5―1：02．4―1：14．8―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．2
3 4，7（2，9）6，8（3，5）1 4 4，7，9（2，6）（5，1）3，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バ ル ベ ー ラ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．10．10 京都12着

2014．5．6生 牝3青鹿 母 ジュリエットソング 母母 ビューティソング 9戦2勝 賞金 17，450，000円

13080 5月13日 曇 不良 （29京都3）第7日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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
1：21．7
1：21．5

重
不良

11 トップリバティ 牡5黒鹿57 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 530－ 41：23．0 42．8�
36 チ カ リ ー タ 牝4芦 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 458± 01：23．32 2．0�
612� サダムリスペクト 牡5鹿 57 松若 風馬大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 468－ 21：23．4クビ 14．9�
23 オールスマイル 牝4青鹿55 小牧 太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458± 01：23．5	 20．3�
24 ビタミンエース 牡6鹿 57

56 ☆義 英真村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 526－ 81：23．6	 67．4	
59 トウケイフクキタル 牡4栗 57 太宰 啓介木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 480＋ 21：23．81 23．0

47 � キングヴァラール 牡5黒鹿57 荻野 琢真阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 512－ 4 〃 クビ 179．3�
35 テイエムハヤブサ 牡4青鹿57 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 B462＋ 41：23．9クビ 238．8�
714� ショウサングランド 牡4鹿 57 浜中 俊鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 484＋ 2 〃 アタマ 16．3
48 
 ジーブレイズ 牡4芦 57 池添 謙一ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Castleton Lyons

& Kilboy Estate 486＋ 4 〃 ハナ 3．3�
816� タイキレガトゥス 牡5栗 57 川須 栄彦�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B488＋ 21：24．21	 36．4�
12 カノヤプレジデント �7鹿 57 酒井 学神田アヤ子氏 谷 潔 登別 青藍牧場 494＋12 〃 ハナ 91．3�
713 タイセイパルサー 牡4黒鹿57 福永 祐一田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 492＋ 61：24．3クビ 13．3�
510 フィールブリーズ 牡4鹿 57 高倉 稜水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 536－ 21：24．62 38．9�
611
 クワッドアーチ 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �シルクレーシング 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds B532－ 21：24．7	 24．6�
815� キクノステラ 牡5鹿 57 藤岡 康太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 B506＋ 21：24．91� 57．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，065，900円 複勝： 52，256，000円 枠連： 19，568，500円
馬連： 70，207，800円 馬単： 35，946，900円 ワイド： 43，082，600円
3連複： 95，865，900円 3連単： 129，774，800円 計： 476，768，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，280円 複 勝 � 620円 � 110円 � 310円 枠 連（1－3） 3，460円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 12，630円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 5，850円 �� 690円

3 連 複 ��� 17，430円 3 連 単 ��� 166，520円

票 数

単勝票数 計 300659 的中 � 5612（11番人気）
複勝票数 計 522560 的中 � 12995（11番人気）� 214339（1番人気）� 30594（4番人気）
枠連票数 計 195685 的中 （1－3） 4380（11番人気）
馬連票数 計 702078 的中 �� 13264（14番人気）
馬単票数 計 359469 的中 �� 2134（35番人気）
ワイド票数 計 430826 的中 �� 7991（14番人気）�� 1808（51番人気）�� 16907（4番人気）
3連複票数 計 958659 的中 ��� 4125（54番人気）
3連単票数 計1297748 的中 ��� 565（422番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．3―58．1―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップリバティ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2014．9．27 阪神5着

2012．3．15生 牡5黒鹿 母 トップアクトレス 母母 トップジョリー 22戦2勝 賞金 26，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 テイエムジョウネツ号



13081 5月13日 曇 不良 （29京都3）第7日 第9競走 ��
��1，900�

け あ げ

蹴 上 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

44 ウエスタンパレード 牡6栗 57 和田 竜二 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 520± 01：56．0 11．8�
22 � ジョーダンキング 牡4黒鹿57 	島 良太廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 486－ 2 〃 クビ 2．4�
79 ジョースターライト 牡4青鹿57 国分 優作上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B458－ 41：56．21
 19．3�
67 トウカイエクレール 牡4鹿 57 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 476－ 61：56．41
 7．7�
810 ガ ン コ 牡4青鹿57 小牧 太杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 484＋ 21：56．71� 4．0�
78 ヴ ィ ッ セ ン 牡6鹿 57 浜中 俊 	シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：56．8� 13．6

55 ソルプレーサ 牡5黒鹿57 石橋 脩西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 522－ 41：57．01 8．5�
11 � タ イ マ ツ リ 牡6黒鹿57 森 裕太朗浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 41：57．21
 27．1�
66 コウユーアンドレ 牡7鹿 57 太宰 啓介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 478＋ 2 〃 クビ 129．4
811� リゼコーフィー 牡6黒鹿57 松若 風馬飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 484＋ 61：57．3� 38．5�
33 モンドシャルナ 牡6鹿 57 福永 祐一山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454－ 41：57．51 14．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，618，900円 複勝： 45，207，300円 枠連： 15，160，700円
馬連： 86，523，500円 馬単： 38，898，000円 ワイド： 46，253，200円
3連複： 109，364，000円 3連単： 162，740，200円 計： 538，765，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 280円 � 140円 � 350円 枠 連（2－4） 1，370円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，470円 �� 980円

3 連 複 ��� 7，450円 3 連 単 ��� 39，280円

票 数

単勝票数 計 346189 的中 � 23387（5番人気）
複勝票数 計 452073 的中 � 36587（5番人気）� 108601（1番人気）� 27117（7番人気）
枠連票数 計 151607 的中 （2－4） 8560（6番人気）
馬連票数 計 865235 的中 �� 46934（4番人気）
馬単票数 計 388980 的中 �� 8697（11番人気）
ワイド票数 計 462532 的中 �� 19974（5番人気）�� 7798（21番人気）�� 12097（12番人気）
3連複票数 計1093640 的中 ��� 10998（35番人気）
3連単票数 計1627402 的中 ��� 3003（156番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．0―29．7―42．5―54．9―1：07．2―1：19．1―1：31．1―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウエスタンパレード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．2．2 京都2着

2011．2．9生 牡6栗 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー 20戦4勝 賞金 49，252，000円
※ソルプレーサ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13082 5月13日 曇 不良 （29京都3）第7日 第10競走 ��
��1，200�

あおい

葵 ス テ ー ク ス
発走15時00分 （芝・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1，200万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 ア リ ン ナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド B412± 01：10．5 6．3�

58 エントリーチケット 牝3栗 54 松若 風馬 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 21：10．82 3．9�

33 ショウナンマッシブ 牡3鹿 56 池添 謙一国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 462± 01：11．01� 9．1�
45 スビールアスール 牝3黒鹿54 福永 祐一�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 464－ 41：11．63� 8．9�
814 アーケロンバイオ 牡3芦 56 武 豊バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 474－ 4 〃 クビ 9．0�
57 レジーナフォルテ 牝3黒鹿54 松山 弘平永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 490＋ 4 〃 アタマ 34．7	
34 メイショウソウビ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460－ 41：11．7クビ 55．4

46 	 スーパーモリオン 牡3青鹿56 和田 竜二林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 498－ 4 〃 クビ 15．8�
22 カ レ ン 牝3栗 54 荻野 極�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 468± 01：11．8クビ 25．2
712 ダノンハイパワー 牡3黒鹿56 浜中 俊�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 484－101：12．11
 13．7�
69 ダイイチターミナル 牡3鹿 56 川須 栄彦�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 432＋ 41：12．42 21．4�
813 クインズサリナ 牝3黒鹿55 藤岡 康太亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 436＋101：12．82� 13．7�
610 ビーカーリー 牝3黒鹿54 小牧 太馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 460＋ 61：13．43� 20．9�
711 アズールムーン 牝3栗 54 石橋 脩 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 508－101：13．72 8．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，578，200円 複勝： 62，866，500円 枠連： 27，845，700円
馬連： 132，407，900円 馬単： 51，282，400円 ワイド： 65，454，300円
3連複： 175，927，700円 3連単： 210，577，000円 計： 767，939，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 160円 � 240円 枠 連（1－5） 1，140円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，090円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 17，150円

票 数

単勝票数 計 415782 的中 � 52777（2番人気）
複勝票数 計 628665 的中 � 62441（4番人気）� 125732（1番人気）� 62539（3番人気）
枠連票数 計 278457 的中 （1－5） 18853（3番人気）
馬連票数 計1324079 的中 �� 74684（1番人気）
馬単票数 計 512824 的中 �� 12679（4番人気）
ワイド票数 計 654543 的中 �� 32997（1番人気）�� 14875（8番人気）�� 22679（4番人気）
3連複票数 計1759277 的中 ��� 36898（2番人気）
3連単票数 計2105770 的中 ��� 8899（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．3―11．6―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―34．9―46．5―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア リ ン ナ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．10．15 京都2着

2014．2．21生 牝3鹿 母 ヴンダーゾンネ 母母 キョウエイタイヨウ 7戦3勝 賞金 39，239，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アズールムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月13日まで平地競

走に出走できない。



13083 5月13日 曇 不良 （29京都3）第7日 第11競走 ��
��1，800�

みやこおおじ

都大路ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：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，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
1：43．9
1：43．9

良
良

22 ダノンメジャー 牡5栗 56 小牧 太�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 492± 01：49．0 3．3�
11 クラリティシチー 牡6鹿 56 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 498－ 41：49．21	 20．7�
78 メドウラーク 牡6鹿 56 福永 祐一吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：49．41
 16．1�
66 パドルウィール 牡6芦 57 池添 謙一 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 41：49．71� 8．1�
810 アクションスター 牡7栗 56 松若 風馬福井 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 470－ 21：49．91
 49．3	
55 ミッキージョイ 牡5鹿 56 浜中 俊野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 500＋ 21：50．32	 6．3

33 ハクサンルドルフ 牡4黒鹿56 藤岡 康太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 462± 01：50．51
 3．1�
67 ダンツキャンサー 牝6黒鹿54 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 490＋ 81：50．92	 74．9�
79 シ ェ ル ビ ー 牡8栗 57 武 豊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 526＋ 41：51．32	 66．4
44 ベ ル ー フ 牡5鹿 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 2 〃 クビ 6．5�
811 ラ ン グ レ ー 牡6鹿 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 ハナ 22．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 57，805，100円 複勝： 68，022，700円 枠連： 31，902，100円
馬連： 198，812，200円 馬単： 79，385，300円 ワイド： 82，074，900円
3連複： 252，882，800円 3連単： 422，648，700円 計： 1，193，533，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 400円 � 350円 枠 連（1－2） 3，410円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 910円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 12，070円 3 連 単 ��� 49，540円

票 数

単勝票数 計 578051 的中 � 136848（2番人気）
複勝票数 計 680227 的中 � 126650（2番人気）� 38417（7番人気）� 45174（6番人気）
枠連票数 計 319021 的中 （1－2） 7240（18番人気）
馬連票数 計1988122 的中 �� 49615（13番人気）
馬単票数 計 793853 的中 �� 12978（20番人気）
ワイド票数 計 820749 的中 �� 21058（13番人気）�� 23624（11番人気）�� 8711（27番人気）
3連複票数 計2528828 的中 ��� 15703（41番人気）
3連単票数 計4226487 的中 ��� 6185（171番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．1―12．8―12．7―11．9―11．3―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．6―49．4―1：02．1―1：14．0―1：25．3―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Azamour デビュー 2014．8．10 小倉1着

2012．1．28生 牡5栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 22戦5勝 賞金 112，966，000円

13084 5月13日 曇 不良 （29京都3）第7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 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
1：21．7
1：21．5

重
不良

815 メイショウノボサン 牡4栗 57 福永 祐一松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 472± 01：23．2 4．8�
714 ミッキーグッドネス 牝4鹿 55 武 豊野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 416± 0 〃 ハナ 2．6�
713 アドマイヤムテキ 牡4黒鹿57 川須 栄彦近藤 利一氏 中尾 秀正 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋ 41：23．3� 14．2�
12 カネコメオスター 牡6栗 57 酒井 学髙岡 義雄氏 服部 利之 新ひだか 藤沢牧場 496－ 61：23．4� 81．2�
59 ケ イ マ 牡4鹿 57 和田 竜二石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 B488± 0 〃 ハナ 6．8�
612 シンゼンスタチュー �4黒鹿57 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 490－ 6 〃 ハナ 39．2�
36 キセキノツヅキ 牡4鹿 57

56 ☆義 英真 	社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 462＋ 61：23．5クビ 18．0

48 ロードヴォルケーノ 牡6鹿 57 松若 風馬 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 484－ 4 〃 クビ 34．9�
35 アイファーサンディ 牡5鹿 57 高倉 稜中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 470± 01：23．71	 76．7
611 カ メ ッ ト 牡6栗 57

54 ▲森 裕太朗林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 470± 01：23．8クビ 15．9�
510 カラパナビーチ 牡5黒鹿57 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 536－ 21：24．01
 31．1�
11 ペプチドアルマ 牡5黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 472± 0 〃 クビ 22．5�
24 リアルプロジェクト 牡5鹿 57 松山 弘平吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 512－ 41：24．1クビ 27．4�
23 リリーウイナー 牡5鹿 57 藤岡 佑介土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 510－141：24．2	 12．3�
816 タッチシタイ 牡7栗 57

55 △荻野 極小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 496± 01：24．62	 57．1�
47 トップノート 牝4栗 55 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 476－ 81：24．7	 25．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，848，200円 複勝： 63，760，500円 枠連： 33，206，800円
馬連： 135，679，600円 馬単： 53，640，400円 ワイド： 74，892，400円
3連複： 187，840，900円 3連単： 243，356，200円 計： 840，225，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 150円 � 280円 枠 連（7－8） 470円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 320円 �� 890円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 10，190円

票 数

単勝票数 計 478482 的中 � 78166（2番人気）
複勝票数 計 637605 的中 � 110223（2番人気）� 131258（1番人気）� 45610（4番人気）
枠連票数 計 332068 的中 （7－8） 54168（1番人気）
馬連票数 計1356796 的中 �� 140880（1番人気）
馬単票数 計 536404 的中 �� 23736（2番人気）
ワイド票数 計 748924 的中 �� 66894（1番人気）�� 20131（6番人気）�� 27047（4番人気）
3連複票数 計1878409 的中 ��� 64567（2番人気）
3連単票数 計2433562 的中 ��� 17308（6番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―12．1―11．9―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．8―46．9―58．8―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウノボサン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．8．22 小倉7着

2013．3．16生 牡4栗 母 メジロビクトリア 母母 メジロディッシュ 20戦3勝 賞金 43，770，000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 エイシンスペーシア号・ギンゴー号・ミトノゴールド号



（29京都3）第7日 5月13日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 163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

219，790，000円
2，530，000円
15，900，000円
1，110，000円
24，240，000円
64，074，000円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
385，396，300円
570，768，200円
207，624，300円
966，480，500円
445，453，200円
527，304，100円
1，278，987，700円
1，860，623，700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 6，242，638，000円

総入場人員 12，483名 （有料入場人員 11，677名）
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