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13109 5月19日 晴 良 （25京都3）第10日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

611 ティボリハーモニー 牝3栗 54
51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 484－ 21：55．0 29．3�
46 サンレイフローラ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 444± 01：55．21� 143．9�
35 タマモアルバ 牝3鹿 54 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478＋ 4 〃 アタマ 38．7�
610 スカイグラフィティ 牝3芦 54 北村 友一飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 472± 01：55．41� 14．5�
22 モズマッテタワ 牝3黒鹿54 藤田 伸二北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 490＋ 6 〃 ハナ 1．6�
814 ブライダルドレス 牝3芦 54 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 466± 01：55．61� 13．5	
815 オールウェイズラブ 牝3鹿 54 川須 栄彦前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋10 〃 クビ 16．4

59 ルミアージュ 牝3栗 54 幸 英明 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：55．7クビ 5．5�
23 サダムフォルトゥナ 牝3青鹿54 藤岡 康太大西 定氏 平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474 ―1：55．91 12．3
713 オーアンジェリーナ 牝3栗 54 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 日高 中川 欽一 444＋ 41：56．11� 29．0�
34 ヤマニンサッチェル 牝3栗 54 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 430＋18 〃 アタマ 63．3�
712 ジョーココロ 牝3栗 54 柴田 大知上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 452－ 21：57．05 108．0�
47 リモンチェッロ 牝3青鹿54 秋山真一郎 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424 ―1：58．17 48．1�
58 テイエムエーデル 牝3鹿 54 岡田 祥嗣竹園 正繼氏 岩元 市三 様似 猿倉牧場 428－ 61：59．48 440．5�
11 ヒロヨーコー 牝3栗 54 田中 健竹本 弘氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 436＋ 62：00．78 169．8�
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売 得 金
単勝： 14，477，600円 複勝： 39，752，800円 枠連： 9，150，500円
馬連： 29，198，100円 馬単： 23，192，600円 ワイド： 15，578，800円
3連複： 44，871，900円 3連単： 80，154，200円 計： 256，376，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，930円 複 勝 � 1，120円 � 4，790円 � 1，190円 枠 連（4－6） 6，410円

馬 連 �� 90，540円 馬 単 �� 234，470円

ワ イ ド �� 17，790円 �� 7，870円 �� 14，620円

3 連 複 ��� 359，960円 3 連 単 ��� 2，366，160円

票 数

単勝票数 計 144776 的中 � 3894（8番人気）
複勝票数 計 397528 的中 � 9506（7番人気）� 2109（12番人気）� 8920（8番人気）
枠連票数 計 91505 的中 （4－6） 1055（17番人気）
馬連票数 計 291981 的中 �� 238（74番人気）
馬単票数 計 231926 的中 �� 73（151番人気）
ワイド票数 計 155788 的中 �� 215（76番人気）�� 489（54番人気）�� 262（67番人気）
3連複票数 計 448719 的中 ��� 92（254番人気）
3連単票数 計 801542 的中 ��� 25（1563番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．3―50．9―1：03．7―1：16．5―1：29．1―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティボリハーモニー �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．9．29 阪神6着

2010．2．18生 牝3栗 母 ティボリサンライズ 母母 ラディカルチック 8戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロヨーコー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月19日まで平地競走

に出走できない。

13110 5月19日 晴 良 （25京都3）第10日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：06．9
1：06．5

良
良

815 スマートマーチ 牝3鹿 54 四位 洋文大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 430－ 81：10．0 18．7�
59 シンハディーパ 牝3黒鹿54 池添 謙一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 424＋ 8 〃 クビ 8．6�
816 サチノリーダース 牡3青鹿56 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 448± 01：10．1クビ 4．4�
12 サンライズウォー 牡3鹿 56 国分 恭介松岡 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 460＋ 21：10．31� 3．7�
36 ハギノソフィア 牝3栗 54 川田 将雅安岡美津子氏 鮫島 一歩 日高 天羽 禮治 464＋ 41：10．4� 5．0�
24 ワールドリーヴァ 牡3鹿 56 川須 栄彦�リーヴァ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム B428＋ 21：10．61� 29．9	
713 シュンケイリ 牡3鹿 56 太宰 啓介石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 450＋ 41：10．7クビ 15．3

612 メイショウソウイン 牡3鹿 56 藤田 伸二松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 赤田牧場 442＋101：10．8� 6．7�
48 サ チ ヒ メ 牝3青鹿54 村田 一誠林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 446＋16 〃 クビ 251．0�
510 アグネスリズム 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 464－ 41：11．33 18．2
611 エクスブルグ 牡3鹿 56 酒井 学前原 敏行氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 21：11．72� 30．2�
714 ハーフウェイ 牡3芦 56 岡田 祥嗣中西 功氏 矢作 芳人 新冠 風間 洋 422＋101：12．01� 196．5�
23 ロ ク マ リ ア 牝3鹿 54 浜中 俊下河�行雄氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 442 ―1：12．31� 41．5�
47 ジョーアルゴス 牡3鹿 56 幸 英明上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム 558－101：12．51� 139．5�
11 タマモブルース 牝3黒鹿54 水口 優也タマモ� 木原 一良 新冠 小泉牧場 472 ― 〃 アタマ 209．0�
35 テイエムデンゲキ 牡3黒鹿56 田中 健竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新冠 新冠橋本牧場 476－ 81：13．77 235．4�
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売 得 金
単勝： 11，590，200円 複勝： 20，350，100円 枠連： 7，869，200円
馬連： 28，521，300円 馬単： 18，451，100円 ワイド： 13，978，500円
3連複： 41，419，700円 3連単： 59，676，700円 計： 201，856，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 600円 � 320円 � 180円 枠 連（5－8） 1，250円

馬 連 �� 6，810円 馬 単 �� 11，550円

ワ イ ド �� 2，570円 �� 1，400円 �� 960円

3 連 複 ��� 9，970円 3 連 単 ��� 101，480円

票 数

単勝票数 計 115902 的中 � 4900（8番人気）
複勝票数 計 203501 的中 � 7319（9番人気）� 15972（6番人気）� 38332（1番人気）
枠連票数 計 78692 的中 （5－8） 4658（6番人気）
馬連票数 計 285213 的中 �� 3093（25番人気）
馬単票数 計 184511 的中 �� 1179（45番人気）
ワイド票数 計 139785 的中 �� 1308（31番人気）�� 2461（20番人気）�� 3684（12番人気）
3連複票数 計 414197 的中 ��� 3069（35番人気）
3連単票数 計 596767 的中 ��� 434（320番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．5―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．0―35．5―46．8―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．5
3 ・（9，15）（6，16）（8，12）（2，10）（3，13）4，14（1，5）11，7 4 ・（9，15）16（6，12）8（2，3）（4，10）13，1（5，14）11－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートマーチ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2012．9．2 新潟3着

2010．2．13生 牝3鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔騎手変更〕 テイエムデンゲキ号の騎手小坂忠士は，第2回東京競馬第9日第4競走での落馬負傷のため田中健に変更。
〔調教再審査〕 ロクマリア号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審査。

シンハディーパ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムデンゲキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月19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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ドングラッチェ号

第３回 京都競馬 第１０日


