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13085 5月12日 晴 稍重 （25京都3）第8日 第1競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

重
不良

510 ア ル カ ナ 牝3鹿 54 高倉 稜�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464＋ 41：24．9 20．4�

36 ゼンノコンゴウ 牡3栗 56 秋山真一郎大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 474－ 4 〃 アタマ 1．2�
611 ウォーターポルトス 牡3栗 56 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 498＋ 21：25．11� 7．8�
12 カミングアップ 牡3鹿 56 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 512＋ 41：25．2� 38．0�
24 オリエンタルサン 牡3鹿 56 小林 徹弥下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 460－ 81：25．52 46．2�
815 エーシンジョーイ 牡3鹿 56 古川 吉洋�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 446＋ 41：25．71 13．1	
816 エーシンヘディング 牡3鹿 56 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 470＋181：26．01� 42．1

713 メイショウゲンキ 牡3鹿 56 藤田 伸二松本 和子氏 佐山 優 浦河 三嶋牧場 464＋ 81：27．49 68．9�
714 スズカルミナリー 牝3鹿 54 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 464＋ 21：27．82� 136．0�
23 ヨ ロ シ ク 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼中辻 明氏 宮 徹 新ひだか タガミファーム 474＋ 6 〃 ハナ 128．0
47 コウユーアンドレ 牡3鹿 56 北村 友一加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 460 ―1：28．01� 44．8�
612 シゲルカプリコーン 牡3鹿 56 国分 優作 �ブルアンドベア 加藤 敬二 浦河 丸幸小林牧場 484± 01：28．74 243．7�
59 イソノジャパン 牡3鹿 56 熊沢 重文磯野 俊雄氏 野村 彰彦 浦河トラストスリーファーム 506＋141：29．44 320．8�
11 シゲルテンビンザ 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 新冠 イワミ牧場 462＋18 〃 ハナ 194．4�
48 エ リ ッ ク 牡3鹿 56

53 ▲原田 敬伍門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか 原口牧場 438＋ 41：29．72 334．3�
35 ミラクルサンダー 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣田島 政光氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 464 ―1：39．1大差 184．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，202，400円 複勝： 65，775，000円 枠連： 9，993，700円
馬連： 31，669，900円 馬単： 29，166，100円 ワイド： 16，656，800円
3連複： 45，987，400円 3連単： 106，060，100円 計： 321，511，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 190円 � 100円 � 120円 枠 連（3－5） 960円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 290円 �� 430円 �� 130円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 計 162024 的中 � 6288（4番人気）
複勝票数 計 657750 的中 � 22970（3番人気）� 506309（1番人気）� 67115（2番人気）
枠連票数 計 99937 的中 （3－5） 7736（3番人気）
馬連票数 計 316699 的中 �� 30467（3番人気）
馬単票数 計 291661 的中 �� 6261（11番人気）
ワイド票数 計 166568 的中 �� 11224（3番人気）�� 6736（5番人気）�� 51496（1番人気）
3連複票数 計 459874 的中 ��� 56227（2番人気）
3連単票数 計1060601 的中 ��� 8331（23番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．0―12．2―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―46．9―59．1―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 6，7，11－（4，14，15）16，2－9，10－3－1（8，13）12＝5 4 6－11，7（4，15）（14，16）2－10－9，3＝13－1，8，12＝5

勝馬の
紹 介

ア ル カ ナ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Hennessy デビュー 2012．10．8 京都10着

2010．4．16生 牝3鹿 母 デ ュ ー テ ィ 母母 Freesia 6戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 イソノジャパン号の騎手熊沢重文は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラクルサンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月12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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ナムラシンバ号・ロイヤルレイド号

13086 5月12日 晴 稍重 （25京都3）第8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）

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

35 カ ノ ン 牝3鹿 54
51 ▲原田 敬伍 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 452± 01：54．2 3．5�
22 サンマルジュエリー 牝3鹿 54 小牧 太相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 武 牧場 474－ 41：54．83� 8．1�
59 シ ナ ー ラ 牝3鹿 54 国分 優作 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 424－ 2 〃 クビ 3．9�
814 ターフジェニック 牝3鹿 54 幸 英明釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 472＋ 41：55．33 6．1�
611 キラキラムーン 牝3鹿 54 難波 剛健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 430－ 21：56．47 118．5	
712 ヤマニンペルル 牝3芦 54 古川 吉洋土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 430± 0 〃 ハナ 68．4

47 スリークスタイル 牝3鹿 54 小林 徹弥西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 462± 01：56．72 282．0�
713 サウスフィールズ 牝3鹿 54 北村 友一下河辺隆行氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 468＋ 21：56．91� 6．4�
23 テイエムエーデル 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 様似 猿倉牧場 434－ 21：58．49 525．5
46 ホシプリエール 牝3栗 54 四位 洋文永井冨佐子氏 増本 豊 浦河 桑田 正己 498± 01：59．14 13．0�
11 テイエムゴールド 牝3鹿 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新ひだか 飛野牧場 432± 01：59．31� 98．2�
34 ヤマノダイヤ 牝3青鹿54 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 むかわ 上水牧場 462＋ 61：59．93� 19．4�
610 ルシャアンジェ 牝3鹿 54 熊沢 重文飯田 正剛氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 474± 02：00．0クビ 142．5�
815 ワイドロスメルタ 牝3栗 54 酒井 学幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 472± 02：00．53 10．9�
58 シゲルコイヌザ 牝3栗 54 秋山真一郎森中 蕃氏 飯田 明弘 新ひだか 山田牧場 430－ 22：01．03 155．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 10，735，600円 複勝： 19，028，900円 枠連： 7，747，500円
馬連： 25，874，400円 馬単： 17，532，000円 ワイド： 12，412，800円
3連複： 36，041，900円 3連単： 56，445，500円 計： 185，818，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 180円 � 160円 枠 連（2－3） 1，750円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 570円 �� 270円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 11，710円

票 数

単勝票数 計 107356 的中 � 24567（1番人気）
複勝票数 計 190289 的中 � 46750（1番人気）� 25823（4番人気）� 29106（2番人気）
枠連票数 計 77475 的中 （2－3） 3281（7番人気）
馬連票数 計 258744 的中 �� 11183（7番人気）
馬単票数 計 175320 的中 �� 4299（13番人気）
ワイド票数 計 124128 的中 �� 5034（9番人気）�� 13122（1番人気）�� 5142（7番人気）
3連複票数 計 360419 的中 ��� 14840（3番人気）
3連単票数 計 564455 的中 ��� 3560（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．2―49．4―1：02．9―1：15．9―1：28．8―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ノ ン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 メジロテイターン デビュー 2012．11．10 京都5着

2010．3．27生 牝3鹿 母 ピアノレッスン 母母 サングリーン 9戦1勝 賞金 8，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムゴールド号・ヤマノダイヤ号・ルシャアンジェ号・ワイドロスメルタ号・シゲルコイヌザ号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月12日まで平地競走に出走できない。
※キラキラムーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 京都競馬 第８日



13087 5月12日 晴 稍重 （25京都3）第8日 第3競走 ��
��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

610� サウンドデューク 牡3栗 56 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round
Hill Stud 454＋ 62：01．4 2．0�

35 ヤマイチパートナー 牡3栗 56 武 豊坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 490＋ 4 〃 クビ 3．7�
713 ダイワユニティー 牝3黒鹿54 小牧 太大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 460－ 82：01．93 13．3�
712 トウカイルーチェ 牡3青鹿56 北村 友一内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 512± 02：02．22 6．7�
611 テイエムオーライト 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 432＋ 22：02．41 15．4�
11 プライドキッズ 牡3栗 56

53 ▲原田 敬伍瀬谷 �雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B518± 02：02．82� 72．1	
23 エーブドラゴンマン 牡3青鹿56 国分 優作 
レーシングホース

ジャパン 沖 芳夫 浦河 荻伏三好フ
アーム 498－ 4 〃 アタマ 38．5�

58 � エイシンラムダ 牡3鹿 56 高倉 稜平井 克彦氏 坂口 正則 米 Fred W.
Hertrich III 472＋ 22：02．9� 19．4�

47 � トゥービーハッピー 牝3鹿 54 藤田 伸二グランド牧場 角居 勝彦 米 Yoshiyuki Ito 446＋ 42：03．21	 35．9�
22 イキイキシンサク 牡3鹿 56 岡田 祥嗣中山 速水氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 484－ 42：03．83� 704．5�
34 エンドレスエイト 牝3栗 54 四位 洋文 
ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 490－ 42：04．75 25．2�
815 メイショウキラボシ 牡3黒鹿 56

53 ▲花田 大昂松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 468± 02：05．97 776．4�
814 アグネスエリイ 牝3鹿 54 秋山真一郎渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 484－ 22：06．21	 107．1�
59 ディープアリス 牡3鹿 56 酒井 学深見 敏男氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 508 ―2：09．6大差 55．4�
46 ケージーナデシコ 牝3芦 54 熊沢 重文川井 五郎氏 鮫島 一歩 新冠 岩見牧場 522＋ 82：14．3大差 542．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，325，800円 複勝： 27，709，700円 枠連： 11，354，400円
馬連： 36，072，700円 馬単： 28，194，700円 ワイド： 18，078，400円
3連複： 49，975，300円 3連単： 86，136，600円 計： 275，847，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 130円 � 220円 枠 連（3－6） 270円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 170円 �� 420円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 2，780円

票 数

単勝票数 計 183258 的中 � 73662（1番人気）
複勝票数 計 277097 的中 � 84669（1番人気）� 58300（2番人気）� 22691（4番人気）
枠連票数 計 113544 的中 （3－6） 31398（1番人気）
馬連票数 計 360727 的中 �� 91747（1番人気）
馬単票数 計 281947 的中 �� 39367（1番人気）
ワイド票数 計 180784 的中 �� 36062（1番人気）�� 9398（4番人気）�� 6756（7番人気）
3連複票数 計 499753 的中 ��� 37021（2番人気）
3連単票数 計 861366 的中 ��� 22943（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．6―49．2―1：01．9―1：14．3―1：26．1―1：37．6―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サウンドデューク �
�
父 Duke of Marmalade �

�
母父 Diesis デビュー 2012．11．4 京都10着

2010．3．18生 牡3栗 母 Leopard Hunt 母母 Alcando 7戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディープアリス号・ケージーナデシコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

6月12日まで平地競走に出走できない。
※テイエムオーライト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13088 5月12日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（25京都3）第8日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時20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

710 ジークジオン 牡4栗 59 植野 貴也幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 486－ 23：15．3 3．6�
57 タマモオンゾウシ 牡4栗 59 難波 剛健タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 510＋ 43：15．72� 1．8�
56 � アイアンセラヴィ 牡5鹿 60 田村 太雅池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム 488－ 23：16．12� 75．4�
68 � ジョーマダガスカル 	4鹿 59 林 満明上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 500± 03：16．31
 20．4�
813 アドマイヤサイモン 牡5栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 474± 03：17．04 6．6�
45 マイティーアゲン 牝6鹿 58 草野 太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 454＋ 83：18．06 155．7	
69 � ノンパッサーレ 牡5黒鹿60 石神 深一佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム 484－ 43：19．17 44．4

812 ニライジンク 牡4栗 59 熊沢 重文�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 502－ 23：20．05 71．9�
33 � ワールドブルー 牡7鹿 60 平沢 健治 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi 506＋ 63：20．1� 22．2
44 トーセンドンファン 牡6黒鹿60 大江原 圭島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 バンブー牧場 478＋183：20．84 14．8�
711 ホホヲヨセテ 牝5鹿 58 小坂 忠士小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 458＋163：30．1大差 77．5�
22 グレートヴァリュー 牡5黒鹿60 白浜 雄造小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 462＋ 83：32．6大差 42．9�
11 � セトノアンテウス 牡8鹿 60 北沢 伸也難波 澄子氏 鮫島 一歩 豪 Mr F Peisah 472＋10 （競走中止） 64．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，693，100円 複勝： 27，168，400円 枠連： 8，967，800円
馬連： 29，074，600円 馬単： 26，726，200円 ワイド： 15，140，800円
3連複： 46，554，600円 3連単： 93，439，600円 計： 261，765，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 110円 � 870円 枠 連（5－7） 320円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，850円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 17，070円

票 数

単勝票数 計 146931 的中 � 32662（2番人気）
複勝票数 計 271684 的中 � 52984（2番人気）� 110428（1番人気）� 3824（10番人気）
枠連票数 計 89678 的中 （5－7） 21014（1番人気）
馬連票数 計 290746 的中 �� 69775（1番人気）
馬単票数 計 267262 的中 �� 23308（3番人気）
ワイド票数 計 151408 的中 �� 28680（1番人気）�� 1647（22番人気）�� 2316（15番人気）
3連複票数 計 465546 的中 ��� 8363（12番人気）
3連単票数 計 934396 的中 ��� 4042（44番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 52．6－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジークジオン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2011．7．16 京都6着

2009．3．13生 牡4栗 母 ウインクルアーリー 母母 レディダンジグ 障害：3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 セトノアンテウス号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため1周目6号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。



13089 5月12日 晴 稍重 （25京都3）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時10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

68 クラージュドール 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 41：52．0 10．2�

22 プラチナグロース 牡3芦 56 藤田 伸二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか グランド牧場 494＋ 21：52．32 7．0�

812 スターソード 牡3鹿 56 武 豊村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 500＋ 41：52．51� 1．5�
79 クレスコモア 牡3黒鹿56 秋山真一郎堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 526－ 21：53．24 37．3�
44 カノヤプレジデント �3鹿 56 四位 洋文神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 466＋ 21：53．3� 56．6	
710 タマモベルモット 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 470－ 6 〃 ハナ 31．5

56 タガノビリーヴィン 牡3黒鹿56 武 幸四郎八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 482－ 4 〃 ハナ 11．3�
33 シ ュ ミ ッ ト 牡3芦 56 酒井 学杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 470－ 2 〃 ハナ 26．6�
811 フジノストロング 牡3栗 56 小牧 太藤井 五三氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 464－101：53．61� 12．2
55 フィールドゴーゴー 牡3鹿 56 国分 優作地田 勝三氏 野村 彰彦 浦河 谷口牧場 522－ 41：53．7� 62．1�
11 ワンダーブラザウン 牡3栗 56 小林 徹弥山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 472± 01：54．65 83．0�
67 ヴ ェ ン ト ス 牝3鹿 54 高倉 稜前田 幸治氏 中竹 和也 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B432＋141：55．02� 109．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，726，100円 複勝： 87，907，600円 枠連： 11，180，300円
馬連： 44，848，000円 馬単： 39，412，400円 ワイド： 25，463，000円
3連複： 66，708，100円 3連単： 142，938，800円 計： 443，184，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 220円 � 210円 � 110円 枠 連（2－6） 3，530円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 8，040円

ワ イ ド �� 850円 �� 320円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 19，570円

票 数

単勝票数 計 247261 的中 � 19273（3番人気）
複勝票数 計 879076 的中 � 40531（5番人気）� 45131（3番人気）� 618772（1番人気）
枠連票数 計 111803 的中 （2－6） 2340（11番人気）
馬連票数 計 448480 的中 �� 10009（10番人気）
馬単票数 計 394124 的中 �� 3619（24番人気）
ワイド票数 計 254630 的中 �� 6524（11番人気）�� 21004（4番人気）�� 22879（2番人気）
3連複票数 計 667081 的中 ��� 33141（5番人気）
3連単票数 計1429388 的中 ��� 5391（65番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．2―12．8―12．4―12．3―12．1―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．2―50．0―1：02．4―1：14．7―1：26．8―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラージュドール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．24 阪神7着

2010．1．27生 牡3鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 4戦2勝 賞金 13，300，000円
〔発走状況〕 クレスコモア号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 タガノビリーヴィン号の騎手武幸四郎は，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10，000円。（被害馬：10

番・5番）
〔調教再審査〕 クレスコモア号は，発走調教再審査。

13090 5月12日 晴 稍重 （25京都3）第8日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （芝・右・外）
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
1：44．7
1：44．1

良
良

22 ダイナミックガイ 牡3栗 56 四位 洋文小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 474－ 41：48．8 3．3�
67 カ ミ ー リ ア 牝3鹿 54 古川 吉洋名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 480＋ 41：49．12 41．0�
78 シゲルラシンバンザ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 468－ 41：49．52� 16．5�
11 ディープウェーブ 牡3青鹿56 北村 友一万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 8 〃 ハナ 2．5�
811 モオプナツヨシ 牡3黒鹿56 高倉 稜横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 474－ 21：49．6� 14．7�
44 サンライズバード 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 458－ 21：49．7� 19．3	
66 マコトタンホイザー 牡3青鹿56 国分 優作尾田左知子氏 中村 均 様似 出口 繁夫 494＋ 81：49．8クビ 70．2

810 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿56 上村 洋行松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 21：49．9� 16．8�
79 チャームドヴェール 牝3鹿 54 武 豊 サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 ハナ 13．5�
33 スリーフォスター 牡3黒鹿56 酒井 学永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 B442± 01：50．0� 175．5�
55 カレンバッドガール 牝3黒鹿54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 422＋ 21：50．31� 5．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，001，900円 複勝： 35，736，600円 枠連： 11，557，200円
馬連： 41，398，600円 馬単： 32，901，900円 ワイド： 21，252，800円
3連複： 55，747，100円 3連単： 116，652，200円 計： 337，248，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 1，120円 � 280円 枠 連（2－6） 5，880円

馬 連 �� 7，620円 馬 単 �� 11，330円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 630円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 25，730円 3 連 単 ��� 127，730円

票 数

単勝票数 計 220019 的中 � 52667（2番人気）
複勝票数 計 357366 的中 � 82116（2番人気）� 6160（9番人気）� 32551（4番人気）
枠連票数 計 115572 的中 （2－6） 1452（15番人気）
馬連票数 計 413986 的中 �� 4014（21番人気）
馬単票数 計 329019 的中 �� 2145（35番人気）
ワイド票数 計 212528 的中 �� 2494（19番人気）�� 8902（4番人気）�� 1031（35番人気）
3連複票数 計 557471 的中 ��� 1599（58番人気）
3連単票数 計1166522 的中 ��� 674（274番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―11．9―12．8―12．6―12．3―12．1―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．4―49．2―1：01．8―1：14．1―1：26．2―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．7
3 8－（7，9）（2，11）（5，10）3，4，6，1 4 8（7，9）（2，11）5（3，10）（4，6，1）

勝馬の
紹 介

ダイナミックガイ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．6．30 中京1着

2010．4．6生 牡3栗 母 スリースキム 母母 ブレイベストスキム 10戦2勝 賞金 25，712，000円
※ダイナミックガイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13091 5月12日 晴 稍重 （25京都3）第8日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

22 � サーカスタウン 牡4栗 57 四位 洋文吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 496± 01：11．5 4．6�
814 トウカイチャーム 牡5栗 57 藤田 伸二内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 474－ 21：11．6� 4．1�
11 シンボリエクレール 牡4黒鹿57 小牧 太シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 546± 0 〃 ハナ 7．5�
611 キョウワリベラル 牡4黒鹿57 武 豊�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 502＋ 41：12．02� 11．3�
23 シルクフラッシュ 牡5芦 57 国分 優作有限会社シルク田島 良保 新冠 中村農場 472＋ 21：12．21	 7．4�
35 デンコウリョウ 
5芦 57 秋山真一郎田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 480－ 81：12．3� 69．8	
610� メイショウクロシオ 牡5鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 476＋ 81：12．4クビ 7．6

712� エイユーラピス 牝4鹿 55 熊沢 重文笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 474± 0 〃 クビ 97．4�
34 ナムラドリーミー 牝5鹿 55 北村 友一奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 486－ 61：12．5� 10．1�
58 ワンダーゴヴェルノ 牡5栗 57 水口 優也山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 450－ 21：12．6� 82．4
47 ヴァルナビット 牡4栗 57 酒井 学田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 500＋ 81：12．91� 8．5�
59 � ミッキーワールド 牡4青鹿57 武 幸四郎三木 久史氏 中村 均 浦河 櫛桁牧場 470－171：13．32� 33．0�
713� ガ リ ュ ウ 牡4黒鹿57 幸 英明佐々木孝之氏 境 直行 様似 猿倉牧場 486－ 9 〃 ハナ 80．2�
815 カシノラピス 牝4栗 55

52 ▲岩崎 翼柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 440＋ 41：13．61� 376．7�
46 � マヤステッラ 牝4鹿 55

52 ▲原田 敬伍�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 456± 01：14．87 147．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，359，100円 複勝： 34，438，200円 枠連： 14，896，300円
馬連： 51，070，900円 馬単： 31，274，300円 ワイド： 25，494，000円
3連複： 69，409，200円 3連単： 107，631，200円 計： 353，573，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 160円 � 240円 枠 連（2－8） 550円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 380円 �� 660円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 10，850円

票 数

単勝票数 計 193591 的中 � 33715（2番人気）
複勝票数 計 344382 的中 � 54189（2番人気）� 67882（1番人気）� 32695（6番人気）
枠連票数 計 148963 的中 （2－8） 20128（1番人気）
馬連票数 計 510709 的中 �� 42490（1番人気）
馬単票数 計 312743 的中 �� 12502（2番人気）
ワイド票数 計 254940 的中 �� 18208（1番人気）�� 9295（9番人気）�� 7513（11番人気）
3連複票数 計 694092 的中 ��� 19962（5番人気）
3連単票数 計1076312 的中 ��� 7323（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．6―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．8―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サーカスタウン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 オ ジ ジ ア ン

2009．2．26生 牡4栗 母 パワーオブフェイス 母母 パワーシーダー 8戦1勝 賞金 9，600，000円
初出走 JRA

※出走取消馬 ロクイチスマイル号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）

13092 5月12日 晴 良 （25京都3）第8日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時40分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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
1：19．3
1：19．0

良
良

510 マ カ ハ 牡4鹿 57 武 豊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B468＋ 61：21．7 2．9�
12 バ コ パ 牡4栗 57 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 474＋ 81：21．8� 23．8�
11 ノ ー ブ リ ー 牡4鹿 57 秋山真一郎ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 474＋ 81：22．01	 4．1�
24 シゲルオレンジ 牝4黒鹿55 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 478＋261：22．21	 69．3�
713
 メイショウゲンカイ 牡4鹿 57

54 ▲原田 敬伍松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 486＋ 3 〃 ハナ 198．7�
612 テイケイフロックス 牝4黒鹿55 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 498＋ 61：22．41	 20．9	
36 エメラルドヴァレー 牝5青鹿55 藤田 伸二吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 418± 01：22．5� 6．1

59 クレムリンシチー 牡6栗 57 古川 吉洋 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム 532－ 21：22．71	 141．3�
35 オリーブジュエル 牝4青鹿55 上村 洋行 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 452＋ 8 〃 クビ 21．2
23 テイエムアモーレ 牝5鹿 55 幸 英明竹園 正繼氏 柴田 政見 浦河 信成牧場 488＋ 81：22．91	 104．0�
714 レ ー ガ ン 牡5青鹿57 佐久間寛志重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 492＋ 8 〃 クビ 11．0�
815 マイティースコール 牡5栗 57 高倉 稜小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：23．0クビ 22．2�
48 
 テストマッチ 牡4鹿 57 北村 友一近藤 英子氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 514＋ 2 〃 クビ 11．4�
47 ヒ ー ラ 牝4鹿 55 小林 徹弥平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 430＋ 41：23．1� 22．5�
816 パワフルキリシマ 牡5鹿 57 国分 優作西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 438－ 21：23．2� 18．2�
611 メイショウアルザス 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好�氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 452＋ 21：24．37 104．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，625，800円 複勝： 38，229，400円 枠連： 17，754，200円
馬連： 58，298，300円 馬単： 35，011，500円 ワイド： 28，289，000円
3連複： 78，107，700円 3連単： 124，018，600円 計： 403，334，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 500円 � 160円 枠 連（1－5） 580円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 290円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 21，270円

票 数

単勝票数 計 236258 的中 � 65236（1番人気）
複勝票数 計 382294 的中 � 95113（1番人気）� 13577（9番人気）� 66959（2番人気）
枠連票数 計 177542 的中 （1－5） 22691（1番人気）
馬連票数 計 582983 的中 �� 12671（12番人気）
馬単票数 計 350115 的中 �� 5129（14番人気）
ワイド票数 計 282890 的中 �� 5389（15番人気）�� 28879（1番人気）�� 4126（20番人気）
3連複票数 計 781077 的中 ��� 14794（9番人気）
3連単票数 計1240186 的中 ��� 4304（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．4―47．2―58．8―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ カ ハ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Irish River デビュー 2011．8．21 札幌1着

2009．4．6生 牡4鹿 母 サークリング 母母 Magic Circle 14戦2勝 賞金 30，193，000円



13093 5月12日 晴 良 （25京都3）第8日 第9競走 ��
��1，800�パールステークス

発走14時15分 （芝・右・外）
牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，55�

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

711 ゴールデンナンバー 牝4栗 55 秋山真一郎池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496± 01：47．2 3．2�

69 ハワイアンウインド 牝4鹿 55 北村 友一吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 474＋16 〃 アタマ 20．6�
33 マイネオーチャード 牝5栗 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム 464＋ 2 〃 クビ 9．2�
22 ピュアブリーゼ 牝5栗 55 古川 吉洋 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 ハナ 5．8�
58 レ イ カ ー ラ 牝4鹿 55 武 豊下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 428－ 61：47．4� 4．4	
11 クッカーニャ 牝4青鹿55 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 452± 01：47．5	 15．4

45 フェータルローズ 牝4栗 55 藤田 伸二兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 434＋ 21：47．71	 38．8�
813 チェリーメドゥーサ 牝4青鹿55 小牧 太櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 456＋24 〃 ハナ 15．3�
46 ダートムーア 牝5鹿 55 高倉 稜吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 65．8
57 コウエイオトメ 牝5鹿 55 四位 洋文西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 482＋ 21：47．91 5．7�
610 タガノイノセンス 牝6青 55 国分 優作八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 510＋ 41：48．0	 57．9�
34 タイキエイワン 牝6黒鹿55 熊沢 重文�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 464－ 21：48．1	 56．7�
814 マ マ キ ジ ャ 牝5芦 55 岡田 祥嗣北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 448± 01：48．31
 187．6�
712� セニョリータ 牝5鹿 55 上村 洋行水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 440－ 61：48．51
 209．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，230，100円 複勝： 63，980，400円 枠連： 24，039，400円
馬連： 99，901，400円 馬単： 55，118，000円 ワイド： 40，679，100円
3連複： 125，106，500円 3連単： 212，613，900円 計： 654，668，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 570円 � 240円 枠 連（6－7） 3，140円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 6，250円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 700円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 9，210円 3 連 単 ��� 47，170円

票 数

単勝票数 計 332301 的中 � 82617（1番人気）
複勝票数 計 639804 的中 � 130531（1番人気）� 23187（8番人気）� 69741（5番人気）
枠連票数 計 240394 的中 （6－7） 5662（13番人気）
馬連票数 計 999014 的中 �� 18974（16番人気）
馬単票数 計 551180 的中 �� 6518（25番人気）
ワイド票数 計 406791 的中 �� 6809（17番人気）�� 15100（7番人気）�� 4342（29番人気）
3連複票数 計1251065 的中 ��� 10027（35番人気）
3連単票数 計2126139 的中 ��� 3327（163番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．4―48．8―1：00．8―1：12．3―1：23．7―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンナンバー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Selkirk デビュー 2012．2．12 東京1着

2009．2．11生 牝4栗 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi 11戦4勝 賞金 58，915，000円
※セニョリータ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13094 5月12日 晴 良 （25京都3）第8日 第10競走 ��
��1，200�

あおい

葵 ス テ ー ク ス
発走14時50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1，150万円毎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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

23 ティーハーフ 牡3栗 56 武 豊 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 444＋ 41：08．7 1．8�

11 カゼニタツライオン 牡3栗 56 小坂 忠士小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 512－ 4 〃 クビ 231．7�
611 プレイズエターナル 牡3黒鹿56 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 8 〃 ハナ 8．5�
59 カシノランナウェイ �3栗 56 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 476－ 21：08．8クビ 323．7�
12 ヴァンフレーシュ 牝3鹿 55 四位 洋文吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 468－ 81：08．9	 9．1�
510 ヤ マ ノ レ オ �3栗 56 岡田 祥嗣山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 464－ 4 〃 クビ 45．2�
36 シーブリーズライフ 牝3栗 55 熊沢 重文飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 436－ 41：09．1
 10．9	
815 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿56 幸 英明小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 480＋ 21：09．42 17．8

47 ピ ン ゾ ロ 牡3栗 56 高倉 稜西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 中島牧場 456－ 81：09．5
 12．4�
612 ジェイケイホーム 牡3栃栗56 水口 優也小谷野次郎氏 田中 剛 新ひだか 池田牧場 456－ 81：09．71� 286．4�
35 アポロオラクル 牡3鹿 56 古川 吉洋アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 436＋ 21：09．91� 102．6
713 ミリオンフレッシュ 牡3黒鹿56 上村 洋行池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 474＋ 41：10．11� 28．1�
24 グレイスフルリープ 牡3栗 56 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 530± 0 〃 クビ 23．8�
48 セイウンチカラ 牡3鹿 56 武 幸四郎西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 484－ 61：10．2クビ 28．9�
816 ツクバリンカーン 牡3芦 56 藤田 伸二荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 522＋ 61：10．51
 17．5�
714� アースゼウス 牡3栗 56 北村 友一 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

506－ 31：10．82 50．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，541，400円 複勝： 70，721，200円 枠連： 27，701，500円
馬連： 122，452，400円 馬単： 81，598，100円 ワイド： 48，436，500円
3連複： 160，452，300円 3連単： 315，560，900円 計： 870，464，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 4，670円 � 200円 枠 連（1－2） 870円

馬 連 �� 30，440円 馬 単 �� 28，830円

ワ イ ド �� 8，590円 �� 290円 �� 26，440円

3 連 複 ��� 60，420円 3 連 単 ��� 320，780円

票 数

単勝票数 計 435414 的中 � 198438（1番人気）
複勝票数 計 707212 的中 � 276615（1番人気）� 2120（16番人気）� 80302（2番人気）
枠連票数 計 277015 的中 （1－2） 23738（5番人気）
馬連票数 計1224524 的中 �� 2969（57番人気）
馬単票数 計 815981 的中 �� 2089（70番人気）
ワイド票数 計 484365 的中 �� 1251（67番人気）�� 49848（1番人気）�� 404（89番人気）
3連複票数 計1604523 的中 ��� 1960（121番人気）
3連単票数 計3155609 的中 ��� 726（625番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．0―11．2―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―33．9―45．1―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．8
3 8，1，10（2，15）（9，11，14）（4，6，16）7（12，13）3，5 4 8，1，10（2，15）（9，11）14，6（4，7，16）（3，12，13）5

勝馬の
紹 介

ティーハーフ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Green Desert デビュー 2012．6．23 阪神1着

2010．4．18生 牡3栗 母 ビールジャント 母母 Belle Genius 10戦3勝 賞金 65，340，000円
〔発走状況〕 アポロオラクル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラインミーティア号
（非抽選馬） 1頭 ハイマウンテン号

１レース目



13095 5月12日 晴 稍重 （25京都3）第8日 第11競走 ��
��1，200�

りっとう

栗東ステークス
発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，24．5．12以降25．5．5まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

栗東市長賞（1着）
賞 品

本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

611 マルカバッケン 牡6鹿 57 武 豊河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム 482－ 41：10．3 2．6�
610 スリーボストン 牡6鹿 56 北村 友一永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 510＋ 6 〃 クビ 4．9�
47 ナガラオリオン 牡4鹿 55 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 454－ 61：10．51� 4．4�
35 アルゴリズム 牡5芦 55 秋山真一郎前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B470－121：10．71� 14．6�
46 サダムグランジュテ 牝5鹿 53 水口 優也大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486＋ 41：10．8クビ 93．3�
712	 アーリーデイズ 
6鹿 54 高倉 稜加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette 474＋ 8 〃 クビ 169．0	
713 セイカプリコーン 牡5鹿 55 岡田 祥嗣金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 488－ 2 〃 アタマ 25．5

23 フィールドシャイン 牡6栗 54 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：11．0� 12．5�
815 トーホウチェイサー 牡6栗 55 幸 英明東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 496＋ 61：11．1� 34．0�
59 シゲルソウウン 
6栗 54 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 仲野牧場 522＋ 8 〃 クビ 148．2
22 エクセルシオール 牡4栗 55 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 21：11．2� 14．1�
814� エスケープマジック 牡5鹿 54 小坂 忠士 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490± 01：11．3クビ 25．8�
11 ラフアウェイ 牝5青 52 荻野 要�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 562＋ 61：11．51� 23．1�
58 ニシオドリーム 牡5黒鹿53 武 幸四郎西尾 午郎氏 鹿戸 明 浦河 中島牧場 480－141：11．82 25．9�
34 トウショウブリッツ 牡9鹿 53 熊沢 重文トウショウ産業� 清水 英克 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 492－ 61：11．9クビ 177．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，468，500円 複勝： 69，279，200円 枠連： 51，314，100円
馬連： 216，735，000円 馬単： 116，734，300円 ワイド： 67，964，400円
3連複： 271，361，800円 3連単： 518，255，000円 計： 1，359，112，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 150円 � 150円 枠 連（6－6） 610円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 260円 �� 260円 �� 420円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，790円

票 数

単勝票数 計 474685 的中 � 146390（1番人気）
複勝票数 計 692792 的中 � 176427（1番人気）� 118997（2番人気）� 115829（3番人気）
枠連票数 計 513141 的中 （6－6） 62263（3番人気）
馬連票数 計2167350 的中 �� 276106（2番人気）
馬単票数 計1167343 的中 �� 87742（2番人気）
ワイド票数 計 679644 的中 �� 68906（1番人気）�� 67132（2番人気）�� 36506（3番人気）
3連複票数 計2713618 的中 ��� 239805（1番人気）
3連単票数 計5182550 的中 ��� 137513（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．4―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．5―45．9―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカバッケン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．5．1 京都1着

2007．4．24生 牡6鹿 母 フェイムドグレイス 母母 ビューティーメイク 25戦7勝 賞金 125，349，000円
※出走取消馬 エベレストオー号（疾病〔右肩跛行〕のため）

13096 5月12日 晴 良 （25京都3）第8日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・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 2，000，000
2，000，000

円
円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

11 メイショウイザヨイ 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 496－ 61：08．5 7．0�
33 アンバルブライベン 牝4鹿 55 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 450－ 61：08．71� 4．2�
44 タマモコントラバス 牡6黒鹿57 酒井 学タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 B470＋ 2 〃 クビ 7．6�
67 アルベルトバローズ 牡4鹿 57 武 豊猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 492＋ 6 〃 同着 3．7�
68 ラインアンジュ 牝5鹿 55 北村 友一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 500＋ 21：08．91� 6．0�
811 レ コ メ ン ド 牡6鹿 57 高田 潤�アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 492± 01：09．0	 17．5	
55 メロークーミス 牝5鹿 55

52 ▲原田 敬伍井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ
ファーム 460＋ 21：09．21 292．3


79 カシノエルフ 牡4栗 57 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 486－ 6 〃 ハナ 234．4�
56 コスモアクセス 牝4栗 55 小牧 太 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 4 〃 クビ 6．9
710 ハンターワディ 牡6鹿 57 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 484－10 〃 同着 18．3�
22 モ ト ヒ メ 牝6鹿 55 高倉 稜黒澤 尚氏 清水 久詞 新ひだか 岡田スタツド 450－ 41：09．4
 50．3�
812 ロードハリアー 牡5鹿 57 四位 洋文 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 470－121：09．71
 49．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，352，100円 複勝： 59，573，400円 枠連： 30，595，700円
馬連： 120，960，600円 馬単： 73，474，200円 ワイド： 45，558，400円
3連複： 155，294，500円 3連単： 316，446，700円 計： 847，255，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 150円 � 150円 �
�

150円
120円 枠 連（1－3） 1，780円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 390円 ��
��

400円
270円

��
��

390円
220円

3 連 複 ���
���

1，790円
1，100円 3 連 単 ���

���
10，240円
7，080円

票 数

単勝票数 計 453521 的中 � 51720（5番人気）
複勝票数 計 595734 的中 �

�
70250
128247

（5番人気）
（1番人気）

� 75861（3番人気）� 78812（2番人気）

枠連票数 計 305957 的中 （1－3） 12705（9番人気）
馬連票数 計1209606 的中 �� 51468（7番人気）
馬単票数 計 734742 的中 �� 14457（16番人気）
ワイド票数 計 455584 的中 ��

��
16112
16510

（7番人気）
（6番人気）

��
��

15757
37082

（9番人気）
（1番人気）

�� 26060（3番人気）

3連複票数 計1552945 的中 ��� 31623（11番人気）��� 53218（5番人気）
3連単票数 計3164467 的中 ��� 11390（68番人気）��� 16523（37番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．0―11．0―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．3―45．3―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．2
3 3，1（5，7）（11，12）4（10，9）（2，8）6 4 3，1（5，7）（11，12）4（10，9）8（2，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウイザヨイ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．3．10 中京11着

2009．3．19生 牝4鹿 母 シャコービクトリア 母母 ビトゥイーンタイム 11戦3勝 賞金 30，100，000円
※カシノエルフ号は，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



（25京都3）第8日 5月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 170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

222，520，000円
3，620，000円
1，630，000円
20，330，000円
62，322，000円
5，046，600円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
319，261，900円
599，548，000円
227，102，100円
878，356，800円
567，143，700円
365，426，000円
1，160，746，400円
2，196，199，100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 6，313，784，000円

総入場人員 23，587名 （有料入場人員 21，544名）
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