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13049 5月6日 曇 良 （29京都3）第5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

34 コンプリートベスト 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B468＋ 41：55．4 7．5�
713 ボ リ ー ド 牝3鹿 54 武 豊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 482－ 21：55．61� 6．7�
47 ヤ ン ベ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗杉澤 光雄氏 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 414＋ 21：55．7� 42．9�
815 クリノゼノビア 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 418＋ 2 〃 クビ 34．3�
610 ダンツブロケード 牝3栗 54 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 478＋ 41：55．8� 8．3�
814 ウイングルイーズ 牝3栗 54 川田 将雅池田 實氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 452＋ 61：55．9クビ 4．5�
59 アスターストーリー 牝3鹿 54 幸 英明加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 444＋ 2 〃 ハナ 3．8	
11 ラ ー ケ ン 牝3鹿 54

52 △荻野 極
稲原牧場 千田 輝彦 平取 稲原牧場 434－ 81：56．32� 5．4�
611 ニホンピロモリー 牝3黒鹿54 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 468± 01：57．15 89．4�
35 メイショウサギリ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 日高 槇本牧場 434± 01：57．2� 46．4
58 リ ュ ウ ビ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁 �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± 01：57．52 56．7�

23 ステラバレット 牝3青鹿54 小林 徹弥広尾レース� 森 秀行 新ひだか 木村 秀則 412＋ 51：58．13� 128．2�
46 タガノフューチャー 牝3鹿 54 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 21：59．16 45．6�
712 ハロークオリティ 牝3鹿 54 北村 友一
髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 486－ 61：59．52� 128．4�
22 オレンジチェルロ 牝3栗 54 酒井 学�KTレーシング 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 474－ 22：00．88 19．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，110，700円 複勝： 27，845，800円 枠連： 10，917，300円
馬連： 47，243，500円 馬単： 22，921，100円 ワイド： 28，401，500円
3連複： 69，266，000円 3連単： 83，059，100円 計： 306，765，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 240円 � 1，290円 枠 連（3－7） 1，840円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 730円 �� 4，050円 �� 4，630円

3 連 複 ��� 30，730円 3 連 単 ��� 146，510円

票 数

単勝票数 計 171107 的中 � 18200（5番人気）
複勝票数 計 278458 的中 � 34554（4番人気）� 34023（5番人気）� 4519（10番人気）
枠連票数 計 109173 的中 （3－7） 4586（8番人気）
馬連票数 計 472435 的中 �� 17624（10番人気）
馬単票数 計 229211 的中 �� 3808（21番人気）
ワイド票数 計 284015 的中 �� 10574（8番人気）�� 1754（38番人気）�� 1530（42番人気）
3連複票数 計 692660 的中 ��� 1690（86番人気）
3連単票数 計 830591 的中 ��� 411（396番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．7―12．9―13．4―13．3―13．0―13．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．6―49．5―1：02．9―1：16．2―1：29．2―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．2
1
3
・（2，10）14（3，5）（1，6）9（4，7）－12（11，15）13－8・（2，10）（14，9）1（5，4）3，13（7，6）15（12，11）－8

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

勝馬の
紹 介

コンプリートベスト �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．1．7 京都3着

2014．2．18生 牝3鹿 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 4戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オレンジチェルロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月6日まで平地競

走に出走できない。

13050 5月6日 曇 良 （29京都3）第5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

47 メイショウバンカラ 牡3鹿 56 北村 友一松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 498－ 61：26．4 4．8�
12 メンターモード 牡3鹿 56 C．ルメール 青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 510－ 61：26．5� 2．4�
510 キーダッシュ 牡3栗 56 酒井 学北前孔一郎氏 田所 秀孝 青森 大前 典男 484± 01：27．03 75．1�
11 ジョーアラビカ 牡3芦 56 和田 竜二上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 514± 01：27．1� 5．6�
48 ボストンアプリコ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗�宮内牧場 岩元 市三 安平 吉田牧場 442＋121：27．31� 249．2�
714 マーブルクリス 牡3鹿 56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 472＋ 21：27．4� 13．0	
611 クールデイズ 牡3黒鹿56 田中 健川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 480－ 41：27．5� 11．0

24 テイエムアレグレス 牡3栗 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 474＋ 2 〃 ハナ 88．6�
816 メイクミーハッピー 牡3栗 56 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 440± 0 〃 ハナ 9．0�
59 オールージュ 牡3栗 56

54 △荻野 極 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 452＋10 〃 アタマ 54．5�

35 タマモエルドラド 牝3栗 54 武 豊タマモ 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 500 ―1：28．13� 30．5�
612 メイショウアッパレ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 494＋ 81：28．42 96．7�
36 エーティーライデン 牡3栗 56 高倉 稜荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 飛野牧場 478－ 41：28．93 16．2�
23 シ リ シ ア ン 牡3栗 56 幸 英明伊達牧場 西園 正都 日高 下河辺牧場 486＋ 21：29．32� 62．2�
815 ビップハーデス 牡3栗 56 中村 将之鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 山田牧場 502＋ 2 〃 クビ 97．1�

（15頭）
713 ミュルミューレ 牝3芦 54 小牧 太藤田 孟司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 忠幸 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，426，400円 複勝： 33，472，900円 枠連： 13，369，100円
馬連： 49，726，900円 馬単： 23，933，100円 ワイド： 31，759，700円
3連複： 70，298，000円 3連単： 84，567，600円 計： 331，553，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 160円 � 1，260円 枠 連（1－4） 460円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 390円 �� 3，220円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 12，580円 3 連 単 ��� 49，960円

票 数

単勝票数 計 244264 的中 � 39884（2番人気）
複勝票数 計 334729 的中 � 54318（3番人気）� 65497（1番人気）� 4737（11番人気）
枠連票数 計 133691 的中 （1－4） 22081（1番人気）
馬連票数 計 497269 的中 �� 49139（2番人気）
馬単票数 計 239331 的中 �� 8889（5番人気）
ワイド票数 計 317597 的中 �� 23708（2番人気）�� 2377（27番人気）�� 2226（28番人気）
3連複票数 計 702980 的中 ��� 4191（35番人気）
3連単票数 計 845676 的中 ��� 1227（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―36．1―48．5―1：01．1―1：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F37．9
3 10（6，11）（1，15）2（14，16）4（8，7）＝9，12，3－5 4 10，11（1，6）2（4，16）（14，15）（8，7）－9－12，3－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウバンカラ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2016．10．1 阪神11着

2014．4．27生 牡3鹿 母 サイコーキララ 母母 サイコーロマン 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 ミュルミューレ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 グランドロワ号・テイエムアビーム号・テラフォーマー号・ニホンピロアーニャ号・ヤマニンゲラノス号
（非抽選馬） 1頭 アビイロード号

第３回 京都競馬 第５日



13051 5月6日 曇 良 （29京都3）第5日 第3競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走11時05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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

710 イージーマネー 牡3芦 56 C．ルメール 丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム B480－ 42：01．5 5．6�
44 ワンダーラジャ 牡3栗 56 松山 弘平山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 488－ 4 〃 ハナ 4．7�
33 カ ナ イ オ 牡3鹿 56 浜中 俊守内ひろ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 478－ 62：01．71� 2．7�
812 マイネルエーポス 牡3鹿 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 石田牧場 458＋ 42：02．12� 6．3�
22 キングレイスター 牡3鹿 56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 470± 0 〃 クビ 14．8�
813 ロングアイガー 牡3鹿 56 小林 徹弥中井 敏雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 572± 02：02．2� 114．6	
11 アオテンジョウ 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗北所 直人氏 沖 芳夫 登別 ユートピア牧場 490－ 22：02．51� 114．2

711 メイショウヴォルガ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 478＋ 4 〃 アタマ 8．0�
69 チュウワフォース 牡3鹿 56 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 500 ―2：02．82 23．0�
56 シ ュ ク ラ 牡3鹿 56 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 平山牧場 518＋ 82：03．01 177．7
57 ブ ル ノ 牡3栗 56 水口 優也北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 452－ 42：03．21� 56．8�
45 リュウシンベガス 牡3黒鹿56 和田 竜二桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 514－ 82：03．83� 18．1�
68 ウエスタンアッレ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 506± 02：05．410 196．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，243，500円 複勝： 35，444，200円 枠連： 13，230，000円
馬連： 52，473，600円 馬単： 26，243，800円 ワイド： 31，268，800円
3連複： 71，421，500円 3連単： 92，095，700円 計： 347，421，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 170円 � 140円 枠 連（4－7） 680円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 480円 �� 420円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 6，150円

票 数

単勝票数 計 252435 的中 � 35570（3番人気）
複勝票数 計 354442 的中 � 50652（3番人気）� 50560（4番人気）� 70158（1番人気）
枠連票数 計 132300 的中 （4－7） 14876（3番人気）
馬連票数 計 524736 的中 �� 36751（5番人気）
馬単票数 計 262438 的中 �� 9824（5番人気）
ワイド票数 計 312688 的中 �� 15840（6番人気）�� 18931（5番人気）�� 26548（2番人気）
3連複票数 計 714215 的中 ��� 48424（2番人気）
3連単票数 計 920957 的中 ��� 10856（7番人気）

ハロンタイム 6．9―11．7―11．9―13．7―13．5―13．2―13．1―12．5―12．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．6―30．5―44．2―57．7―1：10．9―1：24．0―1：36．5―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イージーマネー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Concern デビュー 2016．12．3 阪神6着

2014．2．7生 牡3芦 母 ディフィカルト 母母 Wings of Jove 2戦1勝 賞金 5，000，000円

13052 5月6日 曇 良 （29京都3）第5日 第4競走 ��1，600�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
1：33．0
1：30．7

良
良

12 フ ナ ウ タ 牝3栗 54 四位 洋文谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 470＋ 21：33．7 7．1�
48 ヤマニンペダラーダ 牡3黒鹿56 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 454± 01：34．02 2．2�
36 アドマイヤアルパマ 牝3鹿 54 松山 弘平近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 418± 01：34．1� 19．1�
817 キャンディストーム 牝3鹿 54 川田 将雅 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 474＋ 81：34．2� 5．7�
47 アクロバットラン 牝3鹿 54 C．ルメール 吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか タイヘイ牧場 408＋ 81：34．3� 4．5�
612 ヒミノブリランテ 牡3栗 56 荻野 琢真佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 472－ 61：34．4クビ 19．0�
35 ファイナンス 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 クビ 23．8	
715 プラチナバイオ 牡3芦 56

53 ▲菊沢 一樹バイオ
 高橋 義忠 平取 坂東牧場 466－ 41：34．5クビ 35．7�
11 メイショウカンキ 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 452－121：34．71� 219．4�
510 ピ ュ ア ラ ブ 牝3黒鹿54 浜中 俊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 436＋ 41：35．12� 103．8
23 マサノペンダント 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 426－101：35．2� 197．0�
714 レッドラーザム 牡3鹿 56

54 △荻野 極 
東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454－101：35．3� 85．3�
818 ウインログロ 牡3鹿 56 高倉 稜
ウイン 奥村 豊 日高 ノースガーデン 410＋ 31：35．83 351．3�
611 ウインドロイヤル 牡3栗 56 田中 健福原 正博氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 21：36．22� 151．6�
59 オースミペンタス 牝3黒鹿54 北村 友一
オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 444 ―1：36．3� 182．3�
713 ト モ ダ チ 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 470－ 21：36．83 76．8�
816 ディープスピリッツ 牡3鹿 56 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 446 ―1：37．43� 36．6�
24 サムデイサムウェア 牡3黒鹿56 小牧 太吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 510 ― 〃 クビ 68．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，187，400円 複勝： 40，166，200円 枠連： 16，895，000円
馬連： 57，915，200円 馬単： 27，463，100円 ワイド： 36，587，400円
3連複： 80，033，600円 3連単： 97，899，900円 計： 384，147，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 190円 � 120円 � 320円 枠 連（1－4） 560円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，270円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 12，260円

票 数

単勝票数 計 271874 的中 � 30628（4番人気）
複勝票数 計 401662 的中 � 48665（4番人気）� 119722（1番人気）� 22491（6番人気）
枠連票数 計 168950 的中 （1－4） 23108（2番人気）
馬連票数 計 579152 的中 �� 70167（2番人気）
馬単票数 計 274631 的中 �� 13386（5番人気）
ワイド票数 計 365874 的中 �� 29786（3番人気）�� 6784（11番人気）�� 13987（7番人気）
3連複票数 計 800336 的中 ��� 25876（5番人気）
3連単票数 計 978999 的中 ��� 5789（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―34．8―46．6―58．2―1：09．8―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ナ ウ タ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2017．1．28 京都3着

2014．2．11生 牝3栗 母 ヴァイオレットラブ 母母 ヴアインゴールド 3戦1勝 賞金 6，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 オースミベリル号・シャイニーホーム号・テンペスト号・ブラウンプレスト号・メイショウヤマギリ号



13053 5月6日 曇 良 （29京都3）第5日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時25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

611 シャドウブリランテ 牡3鹿 56 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 488－ 22：00．2 1．6�
714 アオイスカーレット 牝3鹿 54 川田 将雅新谷 正子氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 454 ―2：01．26 10．8�
23 スピリットソウル 牡3黒鹿56 浜中 俊落合 幸弘氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480＋ 82：01．52 4．5�
510 トーシンキング 牡3青鹿56 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 ヤマタケ牧場 460－ 82：01．6� 25．2�
11 ブライトクォーツ 牡3鹿 56 松山 弘平 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 482－ 82：01．7クビ 156．2�
24 フットステップ 牡3芦 56

54 △荻野 極平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 456－10 〃 ハナ 44．5	
48 ジ ェ ニ ア ル 牡3鹿 56 武 豊
キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 428－ 42：01．8� 15．2�
612 デンコウジェネシス �3栗 56 和田 竜二田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム 456－ 42：02．01� 76．9�
59 アルアンダルス 牡3青鹿56 小牧 太 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 484＋ 22：02．1� 23．3
36 ブラックマイスター 牡3青鹿56 幸 英明山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 466＋ 22：02．31� 229．0�
713 リリックドラマ 牝3鹿 54 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 42：02．61� 47．6�
47 ロ キ 牡3黒鹿56 酒井 学野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 林 孝輝 460＋ 2 〃 ハナ 10．4�
35 ジューンアンカー 牡3栗 56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 454＋ 62：02．81 268．2�
12 ヤマニンアルクール 牡3鹿 56 田中 健土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 512－ 62：02．9� 250．9�
816 アルマバテーム 牝3鹿 54 国分 優作コウトミックレーシング 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 B490－ 22：03．0� 304．4�
815 テイエムシャイン 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか ヒサイファーム 460＋ 62：04．17 267．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，552，900円 複勝： 104，269，000円 枠連： 17，738，900円
馬連： 69，005，600円 馬単： 38，630，700円 ワイド： 38，692，500円
3連複： 89，967，700円 3連単： 146，159，700円 計： 536，017，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 120円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 400円 �� 180円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 4，630円

票 数

単勝票数 計 315529 的中 � 154717（1番人気）
複勝票数 計1042690 的中 � 764421（1番人気）� 28808（4番人気）� 89653（2番人気）
枠連票数 計 177389 的中 （6－7） 22278（3番人気）
馬連票数 計 690056 的中 �� 60063（3番人気）
馬単票数 計 386307 的中 �� 22582（4番人気）
ワイド票数 計 386925 的中 �� 22063（3番人気）�� 69977（1番人気）�� 11462（9番人気）
3連複票数 計 899677 的中 ��� 55774（2番人気）
3連単票数 計1461597 的中 ��� 22877（7番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．0―12．7―12．8―12．3―11．8―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．6―47．6―1：00．3―1：13．1―1：25．4―1：37．2―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8
1
3

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

2
4

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

シャドウブリランテ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．10．15 京都6着

2014．2．8生 牡3鹿 母 スターカットジェム 母母 ミスグローリー 8戦1勝 賞金 12，100，000円

13054 5月6日 曇 良 （29京都3）第5日 第6競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

816 ア ー ド ラ ー 牡3鹿 56 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468－ 41：12．5 5．2�
510 エ ッ シ ャ ー 牡3栗 56 国分 恭介小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 480－ 81：12．71� 10．0�
815� オールドベイリー 牡3黒鹿56 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 米 Elm Tree

Farm, LLC 460－12 〃 クビ 10．2�
12 テイエムチェロキー 牡3鹿 56 浜中 俊竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 458－ 21：13．01	 7．0�
611 レ ン レ ン 牝3栗 54 小牧 太石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 446－ 61：13．21 117．5�
612 アンデスクイーン 牝3栗 54 幸 英明 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：13．3
 23．2	
47 ジュエアトゥー �3栗 56 松山 弘平首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 494＋ 61：13．4
 13．0

713 メイショウアリソン 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 478＋ 2 〃 アタマ 6．1�
11 ダンツゴウユウ 牡3栗 56

54 △荻野 極山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 444± 01：13．61� 97．2�
35 リリーメーカー 牝3鹿 54 国分 優作阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 478－ 41：14．45 177．1
36 メイショウミズカゼ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 456－ 61：14．61
 12．5�
23 スプリングゲイル 牝3青鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456－ 61：14．7
 3．2�
59 ポルタディソーニ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか タガミファーム 408－ 81：15．76 100．2�
24 メモリートニック 牡3黒鹿56 四位 洋文�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 B440－ 21：16．23 179．5�
48 � コンサートドーレ 牡3栗 56 北村 友一小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか グランド牧場 B480－121：16．83
 158．6�
714 インフルエンサー 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 B432－ 61：17．22
 180．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，529，900円 複勝： 51，057，300円 枠連： 16，945，900円
馬連： 72，666，700円 馬単： 32，626，900円 ワイド： 45，052，800円
3連複： 96，524，600円 3連単： 112，187，700円 計： 460，591，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 270円 � 350円 枠 連（5－8） 1，160円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，120円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 7，940円 3 連 単 ��� 37，630円

票 数

単勝票数 計 335299 的中 � 51313（2番人気）
複勝票数 計 510573 的中 � 72917（3番人気）� 48852（5番人気）� 34110（7番人気）
枠連票数 計 169459 的中 （5－8） 11258（4番人気）
馬連票数 計 726667 的中 �� 27946（7番人気）
馬単票数 計 326269 的中 �� 6298（13番人気）
ワイド票数 計 450528 的中 �� 18805（6番人気）�� 10275（17番人気）�� 6639（26番人気）
3連複票数 計 965246 的中 ��� 9110（35番人気）
3連単票数 計1121877 的中 ��� 2161（149番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．0―12．5―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．4―47．9―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ー ド ラ ー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．6．18 阪神4着

2014．5．7生 牡3鹿 母 ハイジトウショウ 母母 ターナートウショウ 8戦2勝 賞金 19，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンサートドーレ号・インフルエンサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

6月6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） 4頭 スワーヴノートン号・タマモコーラス号・トップロマン号・ヨドノベスト号



13055 5月6日 小雨 良 （29京都3）第5日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時25分 （芝・右・外）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

22 サングレーザー 牡3青鹿56 武 豊�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 466－ 61：21．5 1．4�
710 ステラルージュ 牝3栗 54 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 398－ 61：21．92� 6．0�
44 フェルトベルク 牝3鹿 54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 410－ 41：22．11� 18．6�
11 モ ザ イ ク 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 446＋ 41：22．31� 8．8�
68 トーホウビスカヤ 牝3鹿 54 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 484± 01：22．51� 25．5�
33 オーミシューマン 牡3鹿 56 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 440－10 〃 ハナ 180．4	
55 ア オ ア ラ シ 牝3黒鹿54 松山 弘平松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 448－ 21：22．71� 72．6

811 ゴールドポセイドン 牡3鹿 56 幸 英明 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 450－ 2 〃 クビ 9．0�
812 ケンシュナウザー 牡3栗 56 浜中 俊中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 458± 01：22．91� 56．5�
67 シゲルカモシカ 牡3鹿 56

54 △荻野 極森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水丸牧場 444－ 41：23．21	 187．2
56 イ ロ ハ 牝3鹿 54 池添 謙一山住 勲氏 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 436＋101：23．51� 77．6�
79 ヤマニンベリンダ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 464＋ 41：24．03 73．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 37，152，400円 複勝： 93，217，800円 枠連： 13，063，200円
馬連： 64，696，000円 馬単： 39，033，800円 ワイド： 39，164，700円
3連複： 81，655，700円 3連単： 159，470，900円 計： 527，454，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 200円 枠 連（2－7） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 200円 �� 360円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 2，330円

票 数

単勝票数 計 371524 的中 � 207978（1番人気）
複勝票数 計 932178 的中 � 623925（1番人気）� 81906（2番人気）� 38623（5番人気）
枠連票数 計 130632 的中 （2－7） 26245（1番人気）
馬連票数 計 646960 的中 �� 123493（1番人気）
馬単票数 計 390338 的中 �� 53039（1番人気）
ワイド票数 計 391647 的中 �� 57492（1番人気）�� 26355（4番人気）�� 14883（7番人気）
3連複票数 計 816557 的中 ��� 58142（3番人気）
3連単票数 計1594709 的中 ��� 49482（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．5―46．1―57．8―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．4
3 12－9，8（5，11）6，10（3，7）4（1，2） 4 12－9，8（5，11）6，10（3，4，7）（1，2）

勝馬の
紹 介

サングレーザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2016．7．9 中京3着

2014．1．13生 牡3青鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 7戦2勝 賞金 33，153，000円

13056 5月6日 小雨 良 （29京都3）第5日 第8競走 ��
��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

813 ラインフィール 牡4栗 57 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 498＋ 42：00．8 11．7�
69 � キングズアフェアー 	5黒鹿57 和田 竜二吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 520－ 8 〃 クビ 5．8�
44 ミスティーフリップ 牡5栗 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 02：01．01
 4．5�
56 エフハリスト 牡4青鹿 57

55 △荻野 極吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 454－ 62：01．1クビ 50．4�

22 モンストルコント 牡4黒鹿57 浜中 俊 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 492－ 22：01．2� 6．8	
33 ガ ウ ェ イ ン 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 480＋ 22：01．41� 19．3

57 キングサムソン 牡5鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 22：01．5クビ 10．1�
68 � トウシンダイヤ 牡4栗 57 北村 友一�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 548－ 62：01．71 21．5
11 トウカイハッピー 牡4鹿 57 四位 洋文内村 正則氏 野中 賢二 新ひだか 佐藤 陽一 484＋ 4 〃 ハナ 37．4�
812 ミキノトロンボーン 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか グローリーファーム 526＋ 62：01．8� 12．5�
45 グランジャー 牡4栗 57 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 528＋ 42：01．9� 46．5�
711 ヴ レ 牡4栗 57

54 ▲富田 暁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 516－102：02．32� 104．6�
710 ウォーターレスター 牡4黒鹿57 武 豊山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 532＋122：02．51 3．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，427，700円 複勝： 45，110，100円 枠連： 16，376，800円
馬連： 74，277，300円 馬単： 30，806，800円 ワイド： 45，442，800円
3連複： 99，903，900円 3連単： 116，763，400円 計： 457，108，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 280円 � 210円 � 190円 枠 連（6－8） 1，160円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，040円 �� 560円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 32，970円

票 数

単勝票数 計 284277 的中 � 19410（6番人気）
複勝票数 計 451101 的中 � 36696（6番人気）� 57947（4番人気）� 68746（2番人気）
枠連票数 計 163768 的中 （6－8） 10933（5番人気）
馬連票数 計 742773 的中 �� 24947（8番人気）
馬単票数 計 308068 的中 �� 4221（24番人気）
ワイド票数 計 454428 的中 �� 14719（8番人気）�� 10890（15番人気）�� 21695（4番人気）
3連複票数 計 999039 的中 ��� 16172（11番人気）
3連単票数 計1167634 的中 ��� 2567（112番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―12．0―13．2―12．8―12．7―12．6―12．6―12．8―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．6―30．6―43．8―56．6―1：09．3―1：21．9―1：34．5―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインフィール �
�
父 デュランダル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．2．20 京都4着

2013．3．21生 牡4栗 母 バレンソール 母母 ミストラルアゲン 11戦2勝 賞金 22，600，000円
〔制裁〕 ミキノトロンボーン号の騎手森裕太朗は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・10番）



13057 5月6日 曇 良 （29京都3）第5日 第9競走 ��
��2，000�

か も が わ

鴨 川 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，28．5．7以降29．4．30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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

33 レトロロック 牡5鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 482－ 21：59．7 1．7�

811 ビービーブレスユー 牡4鹿 54 幸 英明�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 504± 01：59．91� 20．8�
56 サイモンラムセス 牡7鹿 55 武 豊澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B444＋ 22：00．0� 17．6�
55 ラ デ ィ ウ ス 牡6鹿 56 川田 将雅名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 472＋ 8 〃 クビ 5．3�
68 サンライズクロンヌ 牡4栗 55 浜中 俊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 480－ 42：00．1� 13．7	
812 ルナーランダー 牡4栗 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 2 〃 ハナ 49．6

44 � スリーマキシマム 牡6鹿 54 和田 竜二永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 512＋ 62：00．2� 11．7�
11 メイショウガーデン 牝4黒鹿52 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 516＋ 22：00．3クビ 11．2�
22 デンコウインパルス 牡5鹿 56 池添 謙一田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 488－ 22：00．4	 32．5
79 ダブルイーグル 牡9鹿 54 小牧 太田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 478－ 4 〃 クビ 40．1�
67 レッドアルティスタ 
5鹿 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：00．82� 25．8�
710� ハッチャンハッピー 牝4鹿 51 荻野 極野嶋 祥二氏 寺島 良 様似 澤井 義一 456± 02：01．75 43．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，043，800円 複勝： 75，866，500円 枠連： 22，968，100円
馬連： 96，285，100円 馬単： 51，051，100円 ワイド： 53，920，100円
3連複： 125，875，600円 3連単： 215，709，500円 計： 679，719，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 320円 � 260円 枠 連（3－8） 1，280円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 710円 �� 470円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 15，010円

票 数

単勝票数 計 380438 的中 � 174669（1番人気）
複勝票数 計 758665 的中 � 411837（1番人気）� 30174（7番人気）� 40772（3番人気）
枠連票数 計 229681 的中 （3－8） 13893（4番人気）
馬連票数 計 962851 的中 �� 45283（6番人気）
馬単票数 計 510511 的中 �� 18454（7番人気）
ワイド票数 計 539201 的中 �� 19531（7番人気）�� 31147（3番人気）�� 5764（27番人気）
3連複票数 計1258756 的中 ��� 21204（14番人気）
3連単票数 計2157095 的中 ��� 10414（44番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．5―12．6―12．0―12．1―11．9―11．7―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．4―49．0―1：01．0―1：13．1―1：25．0―1：36．7―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レトロロック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．31 小倉1着

2012．3．22生 牡5鹿 母 サムワントゥラブ 母母 シンコウラブリイ 18戦4勝 賞金 72，412，000円

13058 5月6日 曇 良 （29京都3）第5日 第10競走 ��
��1，800�パールステークス

発走15時00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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

44 ミエノサクシード 牝4栗 55 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 454＋121：46．1 3．2�
810 レッドアヴァンセ 牝4黒鹿55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458± 01：46．31� 3．4�
22 カ ゼ ル タ 牝5栗 55 川田 将雅吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 468＋121：46．4	 45．9�
55 バ ン ゴ ー ル 牝5鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 クビ 5．2�
811 ワントゥワン 牝4黒鹿55 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444－ 21：46．61� 4．1	
78 ウインクルサルーテ 牝4鹿 55 四位 洋文�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 424－ 21：46．81� 59．5

11 ローズウィスパー 牝4鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 アタマ 15．6�
67 カレンリスベット 牝6黒鹿55 松山 弘平鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494± 01：46．9
 24．8�
33 ショウナンバーキン 牝7青 55 和田 竜二国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 480＋ 61：47．0
 24．6
79 ウエスタンレベッカ 牝7鹿 55 浜中 俊西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 458± 01：47．21� 32．6�
66 ハ ツ ガ ツ オ 牝6鹿 55 幸 英明江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 516－ 81：47．3	 73．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，672，500円 複勝： 61，711，400円 枠連： 28，517，600円
馬連： 127，367，500円 馬単： 59，179，000円 ワイド： 62，624，300円
3連複： 161，451，700円 3連単： 266，504，400円 計： 811，028，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 150円 � 660円 枠 連（4－8） 330円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，590円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 5，860円 3 連 単 ��� 18，980円

票 数

単勝票数 計 436725 的中 � 107219（1番人気）
複勝票数 計 617114 的中 � 118448（2番人気）� 128000（1番人気）� 16090（9番人気）
枠連票数 計 285176 的中 （4－8） 65504（1番人気）
馬連票数 計1273675 的中 �� 157088（1番人気）
馬単票数 計 591790 的中 �� 34624（2番人気）
ワイド票数 計 626243 的中 �� 68338（1番人気）�� 9223（19番人気）�� 6161（24番人気）
3連複票数 計1614517 的中 ��� 20659（19番人気）
3連単票数 計2665044 的中 ��� 10175（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．1―47．0―58．8―1：10．7―1：22．7―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．4
3 9＝2－8，3，6（7，10）（5，4）（1，11） 4 9－2，8（6，3，10）（7，4）5，11，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミエノサクシード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2016．1．10 京都4着

2013．3．10生 牝4栗 母 ハピネスフォーユー 母母 Sophorific 15戦4勝 賞金 66，452，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13059 5月6日 曇 良 （29京都3）第5日 第11競走 ��
��2，200�第65回京 都 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京都新聞杯（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 924，000円 264，000円 132，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

811 プラチナムバレット 牡3芦 56 浜中 俊 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 22：15．2 4．2�

33 サトノクロニクル 牡3鹿 56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 アタマ 3．9�
22 ダノンディスタンス 牡3鹿 56 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 522＋10 〃 クビ 17．9�
55 サトノリュウガ 牡3鹿 56 池添 謙一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478± 02：15．3� 6．8�
68 ミッキースワロー 牡3鹿 56 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 ハナ 6．3�
56 � ゴールドハット 牡3黒鹿56 武 豊合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 412＋ 42：15．4クビ 19．5	

44 インヴィクタ 牡3黒鹿56 C．ルメール 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 22：15．61	 4．3

79 メルヴィンカズマ 牡3黒鹿56 北村 友一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 468＋ 22：15．7クビ 18．5�
812 ウインベラシアス 牡3栗 56 松山 弘平�ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 488＋ 42：15．91	 83．8�
67 ハギノアレス 牡3鹿 56 四位 洋文安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 484－ 62：16．0� 56．4
11 � カケルテソーロ 牡3芦 56 幸 英明了德寺健二氏 吉村 圭司 米 Rosecrest

Farm LLC 548± 02：17．17 33．5�
710 ユキノタイガ 牡3芦 56 富田 暁村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 506＋ 22：17．2クビ 186．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 125，459，500円 複勝： 166，997，800円 枠連： 57，783，600円
馬連： 478，689，700円 馬単： 171，192，800円 ワイド： 181，781，500円
3連複： 616，467，600円 3連単： 985，878，500円 計： 2，784，251，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 150円 � 350円 枠 連（3－8） 770円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 350円 �� 970円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 15，190円

票 数

単勝票数 計1254595 的中 � 237553（2番人気）
複勝票数 計1669978 的中 � 274100（3番人気）� 347519（1番人気）� 93226（7番人気）
枠連票数 計 577836 的中 （3－8） 57874（1番人気）
馬連票数 計4786897 的中 �� 444116（1番人気）
馬単票数 計1711928 的中 �� 75339（2番人気）
ワイド票数 計1817815 的中 �� 148474（1番人気）�� 45740（14番人気）�� 38131（19番人気）
3連複票数 計6164676 的中 ��� 125237（14番人気）
3連単票数 計9858785 的中 ��� 47038（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．8―36．6―49．0―1：02．1―1：15．2―1：27．9―1：40．5―1：52．1―2：03．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．7
1
3
12－（1，2）3，5，8（6，11）10，9，4－7
12＝（1，2）3（5，8）（6，11，9）（10，4）－7

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

勝馬の
紹 介

プラチナムバレット �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2016．12．18 阪神1着

2014．5．19生 牡3芦 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 6戦3勝 賞金 83，259，000円

13060 5月6日 曇 良 （29京都3）第5日 第12競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 � タガノヴェリテ 牡5鹿 57 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 488＋ 81：52．9 9．2�

59 メイショウカシュウ 牡5鹿 57
55 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 492－ 21：53．32	 224．1�

22 メイショウブーケ 牝6栗 55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B470± 01：53．4
 204．2�
712 デグニティクローズ 牡6鹿 57 浜中 俊�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534－121：53．5
 16．3�
815 カフジキング 牡4鹿 57 小牧 太加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 462± 01：53．6クビ 4．7�
814 ダ ン カ ン 牡5鹿 57 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460＋ 81：53．7	 96．5	
58 スランジバール 牡8鹿 57

54 ▲森 裕太朗
日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 474± 01：53．8	 28．5�
610 ティンバレス 牝5青鹿 55

53 △荻野 極 
キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 496± 01：53．9	 17．7�
23 ゴーイングベル 牡7芦 57

54 ▲富田 暁田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 518－ 21：54．11	 111．2
713� メイショウトリトン 牡7黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 490＋181：54．2クビ 95．7�
47 ストロベリーキング �6黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 468± 0 〃 クビ 163．3�
34 レインボーソング 牝5鹿 55 C．ルメール 吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B490＋ 61：54．3クビ 4．7�
611 フ ラ ン ド ル 牡4鹿 57 川田 将雅寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：54．51 2．2�
46 キングラディウス 牡4栗 57 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B464－ 81：54．92	 18．1�
35 ベーリングメファ 牝5栗 55 高倉 稜手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 460－ 41：55．0	 50．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，564，100円 複勝： 65，584，900円 枠連： 27，703，300円
馬連： 136，994，100円 馬単： 61，202，600円 ワイド： 75，036，900円
3連複： 188，263，000円 3連単： 278，109，300円 計： 882，458，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 340円 � 6，530円 � 4，100円 枠 連（1－5） 10，020円

馬 連 �� 97，670円 馬 単 �� 170，000円

ワ イ ド �� 24，020円 �� 16，790円 �� 43，690円

3 連 複 ��� 731，590円 3 連 単 ��� 5，600，810円

票 数

単勝票数 計 495641 的中 � 42643（4番人気）
複勝票数 計 655849 的中 � 59024（4番人気）� 2441（15番人気）� 3913（14番人気）
枠連票数 計 277033 的中 （1－5） 2142（24番人気）
馬連票数 計1369941 的中 �� 1087（75番人気）
馬単票数 計 612026 的中 �� 270（142番人気）
ワイド票数 計 750369 的中 �� 807（79番人気）�� 1156（67番人気）�� 443（95番人気）
3連複票数 計1882630 的中 ��� 193（356番人気）
3連単票数 計2781093 的中 ��� 36（2215番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―37．4―50．2―1：02．5―1：15．0―1：27．6―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タガノヴェリテ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Invincible Spirit

2012．3．16生 牡5鹿 母 ヴィオレットステラ 母母 Lady Naomi 27戦3勝 賞金 69，673，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 メイショウカシュウ号の騎手城戸義政は，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：4番・3番・
1番）



（29京都3）第5日 5月6日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

276，110，000円
7，590，000円
16，200，000円
2，040，000円
33，070，000円
68，072，000円
4，572，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
481，370，800円
800，743，900円
255，508，800円
1，327，341，200円
584，284，800円
669，733，000円
1，751，128，900円
2，638，405，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，508，517，100円

総入場人員 21，654名 （有料入場人員 20，800名）
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