
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

晴 良 競走
（芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
良
良

アドマイヤウイング 鹿 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム

メイショウビザン 栗 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 〃 クビ

サンドラバローズ 鹿 川須 栄彦猪熊 広次氏 池江 泰寿 洞 湖 レイクヴィラファーム

ベストセラーアスク 鹿 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場

パラプリュイ 栗 ▲松若 風馬永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム

メイショウソウヨウ 鹿 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 クビ

ニューティアラ 鹿 北村 友一服部 新平氏 坪 憲章 浦河 川フアーム 〃 ハナ

エイユーチャキーラ 鹿 秋山真一郎笹部 和子氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 〃 ハナ

フェミニンドレス 栗 ▲義 英真村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 〃 クビ

ピュアエクセル 鹿 幸 英明山住 勲氏 須貝 尚介 えりも エクセルマネジメント

パープルヘイズ 栗 ☆中井 裕二市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 〃 アタマ

デンコウガイア 鹿 ▲小崎 綾也田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場

ショウナンバレッタ 鹿 和田 竜二 湘南 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム

エ ト ラ 鹿 藤岡 康太佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 〃 クビ

カネトシガーネット 鹿 ▲城戸 義政兼松 利男氏 五十嵐忠男 むかわ 上水牧場

キラキラトーア 栗 ▲岩崎 翼高山ランド 南井 克巳 豊浦トーア牧場 大差

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

・ ・
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤウイング 父 スペシャルウィーク 母父 Charismatic
母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を
〔発走状況〕 ピュアエクセル号・パラプリュイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キラキラトーア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため， 平地競走

に出走できない。
により以下の る馬とならなかった。

テイエムオドロキ号
アスカリジイ号

晴 良 競走
（ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
重
重

デンコウライド 青鹿 北村 友一田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場

ワーズオデッセイ 鹿 島 良太吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 〃 クビ

ゼンノステルス ▲義 英真大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 〃 ハナ

ダノンファイヤー 鹿 水口 優也 ダノックス 佐々木晶三 日高 チャンピオン
ズファーム

アサカファルコン 鹿 池添 謙一 協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場

ビバユニヴェール 黒鹿 ▲松若 風馬石川 幸司氏 牧浦 充徳 新冠 ハクツ牧場

レモンティー 黒鹿 ▲小崎 綾也中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場

ディプロムソング 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 米 Southern Equine
Stables, LLC

フ ク イ ル 鹿 佐久間寛志副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場

メイショウボンロク 栗 ▲城戸 義政松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場

ワンダーバリデス 栗 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 新冠 タニグチ牧場

ダイシンロッソ 栗 秋山真一郎大八木信行氏 庄野 靖志 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム

セイスナッピー 栗 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場

ソングストレス 黒鹿 ▲岩崎 翼 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社

バトルフェイス 栗 松田 大作寺田 寿男氏 昆 貢 えりも エクセルマネジメント B

リゼタイムス 栗 小林 徹弥飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F
－

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デンコウライド 父 メイショウボーラー 母父 フ ジ キ セ キ 初出走
母 タイキチャペル 母母 タイキハニー

〔制裁〕 レモンティー号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースでの御法（ の使用）について戒告。
アサカファルコン号の騎手池添謙一は，最後の直線コースでの御法（

により以下の る馬とならなかった。
シゲルウゴ号・トーホウローツェ号・ハピネスイズヒア号・ビットアリエス号
アイズユーニン号・シゲルエチゼン号

第３回 京都競馬 第12日



13135 6月1日 晴 良 （26京都3）第12日 第3競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走10時50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
2：22．6
2：22．1

良
良

35 マッチボックス 牡3黒鹿56 松田 大作薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 500± 02：27．0 2．4�
818 ハイプレッシャー 牡3黒鹿56 北村 友一�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 6 〃 ハナ 10．9�
47 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± 0 〃 クビ 6．1�
713 マルクナッテ 牝3栗 54

51 ▲義 英真小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 398－ 22：27．21� 54．0�
36 ゴールデンクロス 牡3鹿 56 池添 謙一吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 456＋ 22：27．73 5．5	
611 セ フ ィ ー ロ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 458± 02：28．01� 6．7

11 マルカブレイク 牡3栗 56 森 一馬河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム 454－ 82：28．31� 10．1�
817 トップザサブライ �3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 平取 協栄組合 410± 02：28．93� 318．7�
510 アロハフライデー 牡3栗 56 高倉 稜新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 432－ 82：29．0� 410．0
48 ドリームアチーブ 牡3黒鹿56 国分 恭介セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 畔柳 作次 482－102：29．1� 186．5�
24 マイネルレヴェイユ 牡3栗 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 42：29．2� 48．2�
59 サンライズジャパン 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 508－ 4 〃 クビ 34．2�
12 レッドルーメン 牡3鹿 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 486 ―2：29．41� 22．4�
612 シゲルクシロ 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也森中 蕃氏 飯田 祐史 平取 赤石牧場 460－ 22：29．5� 118．8�
816 ノブブラックモア 牡3鹿 56 高田 潤前田 亘輝氏 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 464－102：30．24 237．3�
714 メイショウマツシマ 牝3青鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 438－ 22：30．73 62．8�
23 ヤマニンピエジェ 牡3鹿 56 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 出羽牧場 528＋ 22：30．8� 319．2�
715 ダンツゴールド 牡3鹿 56 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 480± 02：32．07 293．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，165，300円 複勝： 45，161，300円 枠連： 14，949，400円
馬連： 54，406，700円 馬単： 33，647，300円 ワイド： 27，272，200円
3連複： 76，080，700円 3連単： 118，671，700円 計： 396，354，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 270円 � 190円 枠 連（3－8） 1，070円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 560円 �� 280円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 11，130円

票 数

単勝票数 計 261653 的中 � 86884（1番人気）
複勝票数 計 451613 的中 � 128115（1番人気）� 33246（6番人気）� 58584（4番人気）
枠連票数 計 149494 的中 （3－8） 10408（5番人気）
馬連票数 計 544067 的中 �� 26654（7番人気）
馬単票数 計 336473 的中 �� 9781（8番人気）
ワイド票数 計 272722 的中 �� 11698（7番人気）�� 27488（1番人気）�� 6502（13番人気）
3連複票数 計 760807 的中 ��� 25842（6番人気）
3連単票数 計1186717 的中 ��� 7873（27番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―10．6―13．0―12．8―12．7―13．1―12．6―12．4―12．6―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．5―34．1―47．1―59．9―1：12．6―1：25．7―1：38．3―1：50．7―2：03．3―2：15．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．3
1
3

17（4，9，16）－11，7，18（3，6）（1，5）15，8，13，2，10，12＝14
17（9，16）4，11，6（7，18）5，3（1，13）－2，8－（10，15）－12－14

2
4

17（4，9，16）－11，7（6，18）3，5－1，15，8，13，2（10，12）＝14
17（4，9，16，11）（6，7，18）（1，5）13（3，2）－8－10＝15，12－14

勝馬の
紹 介

マッチボックス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2013．10．13 京都8着

2011．5．1生 牡3黒鹿 母 マッキーアリエス 母母 スヴェルトアンジュ 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 シゲルクシロ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

13136 6月1日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26京都3）第12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

813� チョイワルグランパ 牡8黒鹿60 白浜 雄造�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム 514＋ 23：12．3 3．4�
57 クレバーベスト �6鹿 60 植野 貴也 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 466－ 63：13．47 8．0�
33 マイネルグート 牡7鹿 60 金子 光希 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 494－123：15．8大差 11．0�
610 オールアズワン 牡6黒鹿60 熊沢 重文宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 492＋ 43：15．9� 6．0�
712 グリッターウイング 牡7栗 60 西谷 誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋ 23：16．0	 4．8�
11 テイエムエビスオー 牡6鹿 60 難波 剛健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 馬道 繁樹 498－ 83：16．74 22．7	
45 モ ン モ ン 牡4鹿 59 江田 勇亮小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 488± 03：17．02 66．4

46 ボストンエンペラー 牡6黒鹿60 林 満明ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478＋ 43：17．32 19．0�
814 ジョウノメジャー �5栗 60 田村 太雅小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 480＋ 23：18．47 17．4�
22 キョウワアーサー 牡4栗 59 佐久間寛志協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 448－ 63：23．9大差 8．9�
34 ファイアーアゲン 牝5栗 58 高野 和馬浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 462＋ 83：24．0クビ 154．4�
69 クリノメダリスト 牝8栗 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 442－ 83：24．32 109．8�
711 ホノカアボーイ 牡6黒鹿60 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 462－ 23：25．15 14．8�
58 ニシノプレゼンス 牡5黒鹿60 中村 将之西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 502－ 2 （競走中止） 78．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，347，700円 複勝： 27，473，800円 枠連： 12，585，500円
馬連： 43，622，000円 馬単： 27，561，600円 ワイド： 20，037，700円
3連複： 59，722，500円 3連単： 96，120，400円 計： 305，471，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 200円 � 300円 枠 連（5－8） 960円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 420円 �� 570円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 11，430円

票 数

単勝票数 計 183477 的中 � 42590（1番人気）
複勝票数 計 274738 的中 � 63639（1番人気）� 34650（3番人気）� 19901（6番人気）
枠連票数 計 125855 的中 （5－8） 9758（2番人気）
馬連票数 計 436220 的中 �� 27907（4番人気）
馬単票数 計 275616 的中 �� 9526（5番人気）
ワイド票数 計 200377 的中 �� 12566（2番人気）�� 8789（5番人気）�� 4792（14番人気）
3連複票数 計 597225 的中 ��� 16341（8番人気）
3連単票数 計 961204 的中 ��� 6207（20番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 51．4－3F 37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1－（7，13）－12，5，3，10（14，6）＝2＝8＝11－4，9
13，7，1－12，5，10－3－6－14＝2＝4－11－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�チョイワルグランパ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Private Account

2006．3．5生 牡8黒鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia 障害：3戦1勝 賞金 8，800，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ニシノプレゼンス号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 ニシノプレゼンス号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目向正面で競走を中止したことについて障害調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 2頭 シゲルカニザ号・トップゾーン号



13137 6月1日 晴 良 （26京都3）第12日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時10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

711 ブレイヴリー 牡3鹿 56 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：36．4 2．7�
68 モンラッシェ 牡3栗 56 太宰 啓介吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 464± 01：36．5� 4．3�
57 レッドラヴィータ 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 434－ 8 〃 ハナ 4．5�
11 シ ュ ネ ー ル 牡3鹿 56 松田 大作永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 492－ 21：36．71� 25．7�
813 トウカイセンス 牝3鹿 54 池添 謙一内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 422＋ 2 〃 クビ 8．5�
812 スマートエクリプス 牡3栗 56 藤田 伸二大川 徹氏 中内田充正 浦河 山口 義彦 466－ 4 〃 アタマ 17．7	
69 スナークマスカラス 牡3栗 56 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 468＋ 81：36．8クビ 20．0

710 ダンツブロード 牡3黒鹿56 幸 英明山元 哲二氏 山内 研二 新冠 対馬 正 438－ 2 〃 クビ 18．0�
44 クリノカンパニー 牡3鹿 56 吉田 隼人栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 三輪牧場 474± 01：36．9クビ 14．5�
22 バカニシナイデヨ 牝3栗 54

51 ▲義 英真小林 祐介氏 崎山 博樹 日高 若林 武雄 436＋ 21：37．0	 42．9
45 ワキノハクリュウ 牝3芦 54

53 ☆中井 裕二脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 434＋ 41：37．42	 79．3�
33 
 ラブインペラートル 牡3栗 56 藤岡 佑介オールラブクラブ 的場 均 新ひだか 岡田スタツド B428± 01：38．35 198．5�
56 プリュヴィオーズ 牝3鹿 54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 福田牧場 440－ 41：38．72	 298．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，034，800円 複勝： 41，796，200円 枠連： 13，014，800円
馬連： 58，981，200円 馬単： 35，268，700円 ワイド： 26，171，400円
3連複： 75，050，800円 3連単： 138，196，900円 計： 413，514，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 210円 �� 280円 �� 340円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，520円

票 数

単勝票数 計 250348 的中 � 74955（1番人気）
複勝票数 計 417962 的中 � 108928（1番人気）� 85982（2番人気）� 66513（3番人気）
枠連票数 計 130148 的中 （6－7） 21953（1番人気）
馬連票数 計 589812 的中 �� 82478（1番人気）
馬単票数 計 352687 的中 �� 28730（1番人気）
ワイド票数 計 261714 的中 �� 34463（1番人気）�� 23338（2番人気）�� 17514（3番人気）
3連複票数 計 750508 的中 ��� 79261（1番人気）
3連単票数 計1381969 的中 ��� 40610（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．5―12．8―12．8―11．9―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．4―49．2―1：02．0―1：13．9―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．4
3 12（5，9）11（2，13）8（1，4，7）（3，10，6） 4 12，9（5，11）（2，13）8（1，7）4（3，10，6）

勝馬の
紹 介

ブレイヴリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．8．4 函館3着

2011．3．9生 牡3鹿 母 ブルーリッジリバー 母母 スカーレツトブルー 13戦2勝 賞金 25，950，000円
〔制裁〕 ワキノハクリュウ号の調教師清水久詞は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて戒告。
※シュネール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13138 6月1日 晴 良 （26京都3）第12日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：21．7
1：21．5

重
不良

12 ドリームカイザー 牡3栗 56 池添 謙一セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 492＋ 41：24．6 8．0�
24 サウススターマン 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 474－ 21：24．7� 14．9�
510 ビバハイタッチ 牡3栗 56 国分 恭介池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 480－ 61：25．23 21．0�
59 サンレイクウッド 牡3鹿 56 松田 大作加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 500－ 6 〃 アタマ 39．7�
11 キタサンウンゲツ 牡3鹿 56 川須 栄彦�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 502＋ 8 〃 ハナ 8．1	
36 クリノプリムラ 牝3栗 54 �島 良太栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 422－ 61：25．3	 24．7

713 ヒカルカミヒコーキ 牡3鹿 56 吉田 隼人髙橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 守矢牧場 498＋ 41：25．4� 15．1�
714 ブレイクアウト 牡3青鹿56 北村 友一安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 472＋ 4 〃 ハナ 5．2�
35 
 チョウエンペラー 牡3栗 56 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 454± 0 〃 アタマ 230．5
612 ダテノハクトラ 牡3芦 56 秋山真一郎河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 472－ 21：25．61 51．7�
23 トーセンマイティ 牡3鹿 56 高倉 稜島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 クビ 3．8�
47 チ ャ ー マ ー 牡3青鹿 56

55 ☆中井 裕二 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 498－ 61：25．7	 109．1�

816 ケイリンボス 牡3栗 56 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 510＋ 41：26．44 6．1�
611 プ ロ ス パ ー 牡3黒鹿56 和田 竜二前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ B470－ 4 〃 ハナ 14．6�
815� ドラゴンスパン 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine
Farm & Darley 464－ 81：27．25 26．3�

48 サンライズアルプス 牡3鹿 56 藤田 伸二松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 428－ 41：27．94 111．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，113，000円 複勝： 57，537，900円 枠連： 17，939，800円
馬連： 72，645，700円 馬単： 34，966，500円 ワイド： 33，170，600円
3連複： 94，867，000円 3連単： 134，570，700円 計： 476，811，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 340円 � 620円 � 670円 枠 連（1－2） 660円

馬 連 �� 7，680円 馬 単 �� 12，720円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 2，530円 �� 3，810円

3 連 複 ��� 34，770円 3 連 単 ��� 191，360円

票 数

単勝票数 計 311130 的中 � 30731（4番人気）
複勝票数 計 575379 的中 � 49360（5番人気）� 23593（8番人気）� 21634（10番人気）
枠連票数 計 179398 的中 （1－2） 20147（2番人気）
馬連票数 計 726457 的中 �� 7451（29番人気）
馬単票数 計 349665 的中 �� 2030（47番人気）
ワイド票数 計 331706 的中 �� 4217（23番人気）�� 3239（33番人気）�� 2123（48番人気）
3連複票数 計 948670 的中 ��� 2014（113番人気）
3連単票数 計1345707 的中 ��� 519（619番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．4―47．6―59．7―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームカイザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Affirmed デビュー 2013．6．15 阪神4着

2011．2．14生 牡3栗 母 サルガソシー 母母 Reverie 8戦2勝 賞金 21，350，000円
〔騎手変更〕 トーセンマイティ号の騎手川島信二は，第11日第4競走での落馬負傷のため高倉稜に変更。
〔発走状況〕 ビバハイタッチ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 サウススターマン号の騎手松若風馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※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 エミネントレコード号・ケンブリッジギルド号・タマモライト号・メイショウカフウ号



13139 6月1日 晴 良 （26京都3）第12日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （芝・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
1：06．9
1：06．5

良
良

612�	 フ ギ ン 牝4黒鹿54 藤田 伸二一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-
derson 448＋ 81：08．1 7．9�

24 	 レーヴドプランス 牡4鹿 57 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー
クスタツド 494＋ 61：08．31
 5．0�

510 チェネレントラ 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450＋ 4 〃 クビ 12．1�

816 コナブリュワーズ 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 480＋121：08．4クビ 5．0�
23 グレイングロース 牡4鹿 57

54 ▲義 英真 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム B514＋ 21：08．5� 9．9�
815� コズミックショア 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 462－ 61：08．71
 3．6	
47 ハギノソフィア 牝4栗 55 吉田 隼人安岡美津子氏 �島 一歩 日高 天羽 禮治 464＋141：09．02 33．3

36 アグネスフィズ 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 472－14 〃 ハナ 18．9�
713�	 ウ タ ヒ メ 牝4鹿 55

52 ▲松若 風馬シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro
Wada 470－101：09．21
 38．4�

11 	 ケージーサクランボ 牝4黒鹿 55
52 ▲城戸 義政川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 430＋10 〃 ハナ 73．0

714	 ダンツフォワード 牡5栗 57 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 440－ 2 〃 クビ 68．2�
611 ライブリシュネル 牡4鹿 57 国分 優作加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：09．3クビ 72．6�
35 スイートドーナッツ 牡4黒鹿 57

54 ▲小崎 綾也岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 458－ 6 〃 クビ 22．2�
59 ナ ン プ ー 牡4鹿 57 田中 博康蛭川 年明氏 中内田充正 新ひだか 田中 春美 476－ 41：09．61� 25．7�
48 テイエムヒーロー 牡4鹿 57

56 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 500－ 81：09．81
 34．3�
12 � シゲルカリン 牡5栗 57 国分 恭介森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.

Herbener Jr. B484＋ 41：11．6大差 146．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，714，500円 複勝： 52，926，500円 枠連： 24，648，400円
馬連： 90，772，800円 馬単： 44，723，400円 ワイド： 36，356，200円
3連複： 102，327，800円 3連単： 158，083，300円 計： 543，552，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 190円 � 290円 枠 連（2－6） 1，470円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，610円 �� 790円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 33，900円

票 数

単勝票数 計 337145 的中 � 33875（4番人気）
複勝票数 計 529265 的中 � 61449（4番人気）� 86384（2番人気）� 43163（5番人気）
枠連票数 計 246484 的中 （2－6） 12416（7番人気）
馬連票数 計 907728 的中 �� 27983（8番人気）
馬単票数 計 447234 的中 �� 6036（18番人気）
ワイド票数 計 363562 的中 �� 11815（6番人気）�� 5388（16番人気）�� 11571（7番人気）
3連複票数 計1023278 的中 ��� 12510（12番人気）
3連単票数 計1580833 的中 ��� 3442（71番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―10．8―11．0―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．6―44．6―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
	
フ ギ ン �

�
父 Street Sense �

�
母父 Flying Spur

2010．8．30生 牝4黒鹿 母 Aria Pura 母母 Fortunata 6戦1勝 賞金 10，441，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 シゲルカリン号の騎手川島信二は，第11日第4競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルカリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月1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。
（非抽選馬） 3頭 ウォーターシュート号・ステーキ号・ミスネバー号

13140 6月1日 晴 良 （26京都3）第12日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時55分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

817� アドマイヤイナズマ 牡4青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 494－121：46．4 16．8�
612 フォントルロイ 牡5鹿 57

54 ▲小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 クビ 11．3�
510 ブロードスター �4鹿 57 吉田 隼人安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 478＋ 41：46．71	 14．9�
714 インプレショニスト 牝4鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454＋12 〃 ハナ 27．3�
35 ナリタスカイ 牝5黒鹿55 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 416＋ 2 〃 クビ 105．6�
715 アラドヴァル 牝5青 55 太宰 啓介吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 466± 01：46．8
 25．4	
611 アニマトゥール 牝4黒鹿55 和田 竜二 
社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 466＋241：46．9
 61．2�
713 テーオーレジェンド 牡5栗 57 幸 英明小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 B500＋ 2 〃 ハナ 15．2�
47 マンノアクトレス 牝4鹿 55

52 ▲義 英真萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 430－ 41：47．0クビ 34．4
36 ノースパストラル 牝4鹿 55 国分 優作
髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 484－ 4 〃 アタマ 33．3�
23 ディープウェーブ 牡4青鹿57 川須 栄彦万波 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－ 4 〃 ハナ 2．9�
12 ミッキーサクセス 牡4栗 57

54 ▲松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514± 01：47．21 38．5�
24 テーオーヴィーナス 牝5鹿 55 四位 洋文小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 424＋ 21：47．3	 111．7�
59 ワタシマッテルワ 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政
ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 438＋ 61：47．4	 165．9�
11 コメットシーカー 牡4鹿 57 藤岡 佑介 
キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：47．61 3．1�
48 メイショウオオゼキ �4鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B484± 0 〃 アタマ 131．8�
818 オ ム ニ バ ス 牡4青鹿57 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 2 〃 クビ 10．2�
816 スリーフォスター 牡4黒鹿57 難波 剛健永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 B450－ 21：47．7クビ 401．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，778，000円 複勝： 62，507，700円 枠連： 25，558，400円
馬連： 103，331，900円 馬単： 52，329，500円 ワイド： 45，670，900円
3連複： 129，745，900円 3連単： 213，973，700円 計： 671，896，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 510円 � 380円 � 440円 枠 連（6－8） 2，840円

馬 連 �� 10，060円 馬 単 �� 16，480円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 2，890円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 24，560円 3 連 単 ��� 143，950円

票 数

単勝票数 計 387780 的中 � 18296（7番人気）
複勝票数 計 625077 的中 � 31291（7番人気）� 45349（4番人気）� 37516（5番人気）
枠連票数 計 255584 的中 （6－8） 6656（11番人気）
馬連票数 計1033319 的中 �� 8089（32番人気）
馬単票数 計 523295 的中 �� 2344（56番人気）
ワイド票数 計 456709 的中 �� 3545（32番人気）�� 3877（31番人気）�� 6270（20番人気）
3連複票数 計1297459 的中 ��� 3900（75番人気）
3連単票数 計2139737 的中 ��� 1097（406番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．1―47．5―59．9―1：11．5―1：23．4―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．9
3 ・（13，17，18）（2，8，9，10）（6，11，14，16）（5，12，15）7，4－3，1 4 ・（13，17）（2，8，18）（9，10）（6，11）（14，16）（5，12）15（4，7）3，1

勝馬の
紹 介

�アドマイヤイナズマ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 スピニングワールド

2010．4．22生 牡4青鹿 母 アドマイヤドレス 母母 クイーンジャガー 10戦1勝 賞金 12，970，000円
初出走 JRA

※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 サチヒメ号
（非抽選馬） 1頭 タイセイボルト号



13141 6月1日 晴 良 （26京都3）第12日 第9競走 ��
��1，800�

ひがしおおじ

東大路ステークス
発走14時30分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．5．25以降26．5．25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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

35 ジョウノボヘミアン 牡8鹿 53 藤田 伸二小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 B496＋ 21：51．9 115．8�
22 ノボリドリーム 牡5鹿 56 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 460＋ 41：52．11� 3．9�
46 ブラインドサイド 牡5鹿 55 四位 洋文諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 クビ 6．8�
815 コ ル ー ジ ャ �6鹿 55 秋山真一郎野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 B492± 01：52．2	 9．1�
58 ピンウィール 牝5栗 52 水口 優也�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 466＋ 61：52．3クビ 61．5�
11 アサクサショパン 牡6黒鹿54 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 クビ 22．4	
610 セイスコーピオン 牡4栗 54 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 486－ 41：52．4
 13．3

59 � ダイヤノゲンセキ �6黒鹿56 和田 竜二 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 520± 01：52．5クビ 5．0�
34 ハ ル カ フ ジ 牡6鹿 54 藤岡 佑介河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 488＋ 41：52．71� 92．1
712 ウエスタンレベッカ 牝4鹿 54 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 434＋ 21：52．91� 5．8�
23 ブルータンザナイト 牡5青鹿55 吉田 隼人桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 548＋ 21：53．11� 8．3�
814 トーセンケイトゥー �6栗 54 松田 大作島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 490＋181：53．42 39．8�
611 オメガスカイツリー 牡6黒鹿55 池添 謙一原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 496－ 41：53．5クビ 21．9�
47 デルマイザナミ 牝5鹿 52 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 464＋ 6 〃 クビ 82．4�
713 カシュカシュ 牝5鹿 51 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 450＋161：53．71� 57．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，417，600円 複勝： 76，594，600円 枠連： 27，903，700円
馬連： 131，913，500円 馬単： 59，723，200円 ワイド： 49，194，200円
3連複： 153，940，300円 3連単： 250，959，700円 計： 791，646，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，580円 複 勝 � 2，410円 � 180円 � 230円 枠 連（2－3） 5，870円

馬 連 �� 29，620円 馬 単 �� 74，460円

ワ イ ド �� 8，330円 �� 10，160円 �� 570円

3 連 複 ��� 64，450円 3 連 単 ��� 652，150円

票 数

単勝票数 計 414176 的中 � 2820（15番人気）
複勝票数 計 765946 的中 � 6077（15番人気）� 141450（1番人気）� 94039（3番人気）
枠連票数 計 279037 的中 （2－3） 3509（19番人気）
馬連票数 計1319135 的中 �� 3509（58番人気）
馬単票数 計 597232 的中 �� 592（135番人気）
ワイド票数 計 491942 的中 �� 1389（72番人気）�� 1137（77番人気）�� 23544（2番人気）
3連複票数 計1539403 的中 ��� 1763（156番人気）
3連単票数 計2509597 的中 ��� 284（1221番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―37．0―49．8―1：02．9―1：15．4―1：27．2―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
2，5，12，4，9（3，8）7，6，1，10，11，14，15，13
2，5（4，12，9）（3，6）7（1，15）10，8－（13，11，14）

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

勝馬の
紹 介

ジョウノボヘミアン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2009．2．21 東京1着

2006．5．14生 牡8鹿 母 ク リ ヴ ィ ア 母母 シーズグレイス 21戦5勝 賞金 69，671，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
〔騎手変更〕 ピンウィール号の騎手川島信二は，第11日第4競走での落馬負傷のため水口優也に変更。

13142 6月1日 晴 良 （26京都3）第12日 第10競走 ��
��1，400�

あづちじょう

安土城ステークス
発走15時15分 （芝・右・外）
4歳以上，25．5．25以降26．5．25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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

68 ウイングザムーン 牝5鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 488± 01：20．5 3．0�
812 サンライズメジャー 牡5栗 55 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 480＋ 61：20．6� 11．8�
44 ニ ン ジ ャ 牡5鹿 54 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 468± 01：20．81� 14．2�
69 ワキノブレイブ 牡4青鹿54 幸 英明脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 484＋ 21：20．9	 24．0�
33 サクラアドニス 牡6黒鹿54 小崎 綾也�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 470± 0 〃 クビ 52．8	
22 プリムラブルガリス 牡4鹿 55 四位 洋文吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 ハナ 6．9

57 ワ イ ズ リ ー 
6栗 54 高倉 稜前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 464＋ 21：21．0� 29．7�
11 メイショウヤタロウ 牡6鹿 54 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 488－ 81：21．1	 10．5�
711 レッドアリオン 牡4鹿 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 482＋ 6 〃 ハナ 3．3
56 カネトシディオス 牡7黒鹿54 国分 恭介兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 452＋ 41：21．31� 70．5�
45 メモリアルイヤー 牝6栗 52 国分 優作西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 484－ 4 〃 アタマ 30．3�
813 ミッドサマーフェア 牝5青鹿53 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 01：21．4クビ 17．6�
710 ダノンプログラマー 
8青鹿53 藤岡 佑介�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 468± 01：21．5� 44．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，505，500円 複勝： 90，719，900円 枠連： 32，512，800円
馬連： 201，723，700円 馬単： 93，947，400円 ワイド： 64，224，900円
3連複： 224，900，000円 3連単： 430，379，700円 計： 1，196，913，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 270円 � 320円 枠 連（6－8） 760円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 660円 �� 650円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 22，870円

票 数

単勝票数 計 585055 的中 � 156021（1番人気）
複勝票数 計 907199 的中 � 248208（1番人気）� 73716（4番人気）� 59989（6番人気）
枠連票数 計 325128 的中 （6－8） 31902（2番人気）
馬連票数 計2017237 的中 �� 85694（6番人気）
馬単票数 計 939474 的中 �� 26511（8番人気）
ワイド票数 計 642249 的中 �� 24646（7番人気）�� 25012（6番人気）�� 7072（27番人気）
3連複票数 計2249000 的中 ��� 30005（16番人気）
3連単票数 計4303797 的中 ��� 13893（56番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―11．5―11．2―11．2―10．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．6―36．1―47．3―58．5―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．4―3F33．2
3 5，9（4，3）（7，11）（1，12）（8，13）（2，6）10 4 ・（5，3）9－（4，11）7，12（1，8，13）（2，6）－10

勝馬の
紹 介

ウイングザムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．11．6 京都8着

2009．4．4生 牝5鹿 母 ウイングドキャット 母母 Winglet 18戦6勝 賞金 97，205，000円

２レース目 ４レース目



13143 6月1日 晴 良 （26京都3）第12日 第11競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走16時05分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 エーティータラント 牡4芦 57 藤岡 佑介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 494－ 22：01．0 2．7�
11 � エスオンマイチェス 牡4黒鹿57 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B546＋ 22：01．1	 2．8�
77 カレンバッドボーイ 牡4鹿 57 川須 栄彦鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480－ 62：01．52	 6．1�
89 ベ ル ニ ー ニ 牡5鹿 57 幸 英明 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 468－ 2 〃 クビ 6．2�
66 アドマイヤカーリン 牡6青鹿57 和田 竜二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 480± 02：01．82 9．7�
55 � エーシンルミナス 牝5鹿 55 高倉 稜�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 470＋ 42：01．9	 53．3	
810 グッドカフェ 
6青鹿57 北村 友一杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 480－ 4 〃 ハナ 21．7

22 � スナーククラウン 牡5鹿 57

54 ▲小崎 綾也杉本 豊氏 目野 哲也 新ひだか グランド牧場 474－ 42：02．11� 70．0�
78 メイショウアルザス 牡5鹿 57

54 ▲岩崎 翼松本 好�氏 石橋 守 浦河 辻 牧場 466－ 22：02．41� 77．2
33 � シンケンショウブ 牡6鹿 57

56 ☆中井 裕二栗本 博晴氏 田中 章博 新ひだか グランド牧場 484－162：03．03	 125．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 45，024，200円 複勝： 57，494，300円 枠連： 20，285，000円
馬連： 115，811，600円 馬単： 63，682，900円 ワイド： 36，250，300円
3連複： 118，749，700円 3連単： 313，491，500円 計： 770，789，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連（1－4） 400円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 180円 �� 260円 �� 370円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，890円

票 数

単勝票数 計 450242 的中 � 132924（1番人気）
複勝票数 計 574943 的中 � 153415（1番人気）� 112128（2番人気）� 94883（3番人気）
枠連票数 計 202850 的中 （1－4） 37956（1番人気）
馬連票数 計1158116 的中 �� 211954（1番人気）
馬単票数 計 636829 的中 �� 50949（2番人気）
ワイド票数 計 362503 的中 �� 58549（1番人気）�� 34493（2番人気）�� 20929（6番人気）
3連複票数 計1187497 的中 ��� 131896（1番人気）
3連単票数 計3134915 的中 ��� 80176（3番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．1―12．5―12．5―12．6―11．8―11．4―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．8―37．9―50．4―1：02．9―1：15．5―1：27．3―1：38．7―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．5―3F33．7
1
3
8，2（1，9）4，7，3，5，10－6
8（1，2）9（4，6）7（3，5）10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーティータラント �
�
父 デュランダル �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2012．10．21 京都7着

2010．6．7生 牡4芦 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 19戦3勝 賞金 60，096，000円
〔発走状況〕 カレンバッドボーイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

13144 6月1日 晴 良 （26京都3）第12日 第12競走 ��
��1，800�

よ ど

與 杼 特 別
発走16時40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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

46 � エーシンザヘッド 牡4栗 57 北村 友一�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place
& Partners B460－161：51．0 13．0�

35 グッドマイスター 牡5鹿 57 吉田 隼人久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 480－ 21：51．21	 2．7�
610 アテンファースト 牡4栗 57 池添 謙一玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 480＋ 21：51．51
 8．0�
58 ヒラボクプリンス 牡4鹿 57 川須 栄彦�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 482＋ 61：51．71	 6．1�
815 ラフィングインメイ 牡5黒鹿57 藤岡 佑介 �社台レースホース中内田充正 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506－ 6 〃 アタマ 6．1	
47 トニーポケット 牡5鹿 57 松田 大作藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 468－ 81：51．8	 63．1

23 スズカルパン 牡5鹿 57 武 幸四郎永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 456－ 6 〃 アタマ 22．3�
34 メモリーシャルマン 牝5鹿 55 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 498－ 81：52．01� 12．5�
611 エーシンヘディング 牡4鹿 57 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 478＋ 81：52．1
 43．6
713� シンクヴェトリル 牡5鹿 57 秋山真一郎�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning 564＋ 41：53．05 42．0�
712 トゥヴァビエン 牡4黒鹿57 高倉 稜玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 528－ 21：53．21	 125．5�
59 スパークオンアイス 牝5鹿 55 国分 恭介西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 476－ 81：53．51
 165．8�
814� サウンドビガレス 牡5栗 57 国分 優作増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 486＋ 41：53．92	 35．2�
11 セブンフォース 牡4栗 57 藤岡 康太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 544＋ 4 〃 クビ 8．7�
22 ゴールデンジャガー 牡6鹿 57 太宰 啓介西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 500－101：54．43 131．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，847，100円 複勝： 74，141，400円 枠連： 30，255，100円
馬連： 154，945，700円 馬単： 67，704，800円 ワイド： 52，671，000円
3連複： 188，580，200円 3連単： 340，463，700円 計： 958，609，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 290円 � 130円 � 220円 枠 連（3－4） 1，120円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，220円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 23，080円

票 数

単勝票数 計 498471 的中 � 30329（7番人気）
複勝票数 計 741414 的中 � 53310（6番人気）� 209506（1番人気）� 76713（4番人気）
枠連票数 計 302551 的中 （3－4） 20021（5番人気）
馬連票数 計1549457 的中 �� 82980（5番人気）
馬単票数 計 677048 的中 �� 13671（11番人気）
ワイド票数 計 526710 的中 �� 27001（5番人気）�� 9913（15番人気）�� 28688（4番人気）
3連複票数 計1885802 的中 ��� 41563（10番人気）
3連単票数 計3404637 的中 ��� 10887（62番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．9―13．0―12．6―12．3―12．3―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．3―49．3―1：01．9―1：14．2―1：26．5―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8
1
3
2，10（8，14）（5，11）15，6，13，1－（7，9）12，3，4・（2，10）8，5（11，14）（6，15）－（7，13）1－9（3，4）12

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

勝馬の
紹 介

�エーシンザヘッド �
�
父 Curlin �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2012．8．26 新潟3着

2010．4．17生 牡4栗 母 Sweet Belle 母母 Sanibel Sole 13戦3勝 賞金 38，045，000円
〔騎手変更〕 シンクヴェトリル号の騎手川島信二は，第11日第4競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。
※スパークオンアイス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（26京都3）第12日 6月1日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

219，580，000円
4，020，000円
1，490，000円
20，100，000円
70，271，000円
5，494，800円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
413，157，300円
683，455，300円
242，734，700円
1，135，006，700円
577，802，400円
440，644，700円
1，362，900，300円
2，423，022，100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 7，278，723，500円

総入場人員 32，242名 （有料入場人員 29，423名）



平成26年度 第3回京都競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，104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 手 当

2，989，430，000円
12，480，000円
70，900，000円
26，020，000円
273，640，000円
819，428，500円
57，828，600円
20，198，400円

勝馬投票券売得金
5，936，666，300円
9，867，232，500円
3，415，931，400円
14，432，438，300円
8，688，240，400円
5，976，351，900円
19，377，104，100円
38，074，605，400円
717，970，700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
5 重 勝
計 106，486，541，000円

総入場延人員 328，834名 （有料入場延人員 300，129名）
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