
13053 5月10日 晴 良 （26京都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

11 アグネスヴェルテュ 牡3鹿 56 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 468＋ 42：00．8 7．1�
34 コスモミレディー 牝3栗 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 412± 02：01．12 5．0�
22 スカイライン 牡3青鹿56 福永 祐一窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 470＋ 82：01．2クビ 3．1�
711 メイショウソウヨウ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 496－ 42：01．3� 104．8�
610 マイネルフレスコ 牡3栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 474－ 4 〃 クビ 23．8	
46 トレモロアーム 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 460＋ 22：01．4クビ 3．4


（豪）

57 ヒロノアドバンス 牡3鹿 56 国分 優作サンエイ開発� 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 450± 02：01．61� 108．1�

45 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿54 武 幸四郎栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 430－ 22：01．7� 26．4�
33 ヤマニンボワラクテ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 482＋ 2 〃 ハナ 36．4
69 ザトゥルーエアー 牡3鹿 56 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 470－ 82：02．01	 55．8�
814 デクラレーション 牡3栗 56 藤岡 佑介畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 460－ 2 〃 クビ 9．0�
58 プリムヴェール 牝3鹿 54 秋山真一郎市川 義美氏 安達 昭夫 むかわ 貞広 賢治 448－ 22：02．74 210．8�
813 アンジェルブ 牝3鹿 54 北村 友一青山 洋一氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 486 ―2：02．91� 43．5�
712 オールビーファイン 牡3鹿 56 酒井 学�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 村上 雅規 468± 0 〃 クビ 73．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，114，000円 複勝： 31，835，200円 枠連： 9，159，000円
馬連： 37，152，800円 馬単： 23，793，800円 ワイド： 19，216，900円
3連複： 51，105，200円 3連単： 83，272，500円 計： 272，649，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 180円 � 170円 � 130円 枠 連（1－3） 1，630円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 520円 �� 420円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 11，530円

票 数

単勝票数 計 171140 的中 � 19170（4番人気）
複勝票数 計 318352 的中 � 41998（4番人気）� 47959（3番人気）� 80333（1番人気）
枠連票数 計 91590 的中 （1－3） 4158（9番人気）
馬連票数 計 371528 的中 �� 17327（7番人気）
馬単票数 計 237938 的中 �� 5563（14番人気）
ワイド票数 計 192169 的中 �� 8654（8番人気）�� 11216（4番人気）�� 18509（2番人気）
3連複票数 計 511052 的中 ��� 29564（3番人気）
3連単票数 計 832725 的中 ��� 5333（32番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．8―11．9―11．9―12．0―12．1―12．2―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．2―49．1―1：01．0―1：13．0―1：25．1―1：37．3―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスヴェルテュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2013．12．23 阪神8着

2011．4．14生 牡3鹿 母 アグネスバラード 母母 アグネスルミエール 6戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 スカイライン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13054 5月10日 晴 良 （26京都3）第5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

33 カ ゼ ノ コ 牡3鹿 56 秋山真一郎�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 454－ 41：52．7 4．8�
77 エノラブエナ 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 556＋ 81：52．91 6．4�

（豪）

55 タガノゴールド 牡3栗 56 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464± 01：53．53� 2．6�

11 アドマイヤヤング 牡3青鹿56 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 506－ 21：53．71� 4．1�
66 メイショウブーケ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 454－ 2 〃 ハナ 10．0�
22 タマモセナター 牡3栗 56 	島 良太タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B468－ 21：53．8
 53．1	
78 ア バ ン サ ル 牡3栗 56 国分 恭介今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 490＋ 41：55．39 25．4

810 パンズラビリンス 牝3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 430＋ 41：55．83 29．3�
44 メイショウキトラ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 484± 01：56．54 16．2

（9頭）
89 アドマイヤカロ 牡3栗 56 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，098，400円 複勝： 44，460，100円 枠連： 8，670，200円
馬連： 42，673，500円 馬単： 28，638，200円 ワイド： 20，814，900円
3連複： 55，626，100円 3連単： 115，295，500円 計： 341，276，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 160円 � 120円 枠 連（3－7） 1，650円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 580円 �� 270円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 差引計 250984（返還計 404） 的中 � 41570（3番人気）
複勝票数 差引計 444601（返還計 375） 的中 � 67785（3番人気）� 65303（4番人気）� 122935（1番人気）
枠連票数 差引計 86702（返還計 15） 的中 （3－7） 3893（7番人気）
馬連票数 差引計 426735（返還計 1322） 的中 �� 19396（8番人気）
馬単票数 差引計 286382（返還計 809） 的中 �� 6682（15番人気）
ワイド票数 差引計 208149（返還計 559） 的中 �� 7834（9番人気）�� 20759（2番人気）�� 19343（3番人気）
3連複票数 差引計 556261（返還計 3082） 的中 ��� 38240（3番人気）
3連単票数 差引計1152955（返還計 5712） 的中 ��� 9772（26番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．6―12．7―12．7―12．5―12．6―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．1―49．8―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4F50．2―3F37．7
1
3
2，7，10（6，8）5，1（3，4）
2，7（5，10，8）（6，1）4，3

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

勝馬の
紹 介

カ ゼ ノ コ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー 2013．8．3 函館3着

2011．4．6生 牡3鹿 母 タフネススター 母母 ユキノサクラ 10戦2勝 賞金 19，100，000円
〔出走取消〕 アドマイヤカロ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。


