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13025 5月3日 晴 良 （26京都3）第3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）
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

11 ティーエスハーツ 牡3黒鹿56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 530＋ 41：54．3 3．8�
35 センターポイント 牡3鹿 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 2 〃 クビ 2．2�
610 ゴ ー ワ ン 牡3黒鹿56 川島 信二佐々木政充氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 500＋ 41：54．61� 10．8�
34 � ヴェントアウレオ 牡3栗 56 C．ウィリアムズ 藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 480－ 41：54．81 12．6�
（豪）

815 ケルンウィナー 牡3栗 56 福永 祐一谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 486－ 81：54．9	 7．1�

46 ディアブルーダー 牡3鹿 56 幸 英明髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 526 ―1：55．0クビ 18．8�
47 オブシディアン 
3青鹿56 藤岡 佑介	ノースヒルズ 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 0 〃 クビ 21．9

58 ジューンヴィエナ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 418＋ 61：55．63	 68．1�
611 ジョウイチロウ 牡3鹿 56 武 幸四郎泉 一郎氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 518± 01：55．7クビ 28．8�
22 ヌーヴェルミシオン 牡3鹿 56 太宰 啓介水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 454＋181：56．87 59．9
712 メイショウネフェル 牝3栗 54 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 504－ 41：56．9クビ 468．4�
23 エイシンゴーイング 牡3鹿 56 武 豊	栄進堂 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 524 ―1：57．21� 19．7�
713 テイエムマッチョ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 484－ 61：58．37 284．9�
59 テイエムイチリュウ 牡3栗 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 山際牧場 B490＋ 61：58．83 302．7�
814 ロックショー 牝3鹿 54 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 458＋ 21：59．43	 438．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，049，400円 複勝： 54，965，600円 枠連： 12，864，300円
馬連： 46，844，000円 馬単： 32，905，300円 ワイド： 26，497，300円
3連複： 73，000，100円 3連単： 113，850，900円 計： 382，976，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 110円 � 240円 枠 連（1－3） 350円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 190円 �� 680円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 6，710円

票 数

単勝票数 計 220494 的中 � 46592（2番人気）
複勝票数 計 549656 的中 � 114210（2番人気）� 224536（1番人気）� 33249（4番人気）
枠連票数 計 128643 的中 （1－3） 27682（1番人気）
馬連票数 計 468440 的中 �� 85538（1番人気）
馬単票数 計 329053 的中 �� 25417（2番人気）
ワイド票数 計 264973 的中 �� 45497（1番人気）�� 8181（9番人気）�� 12723（5番人気）
3連複票数 計 730001 的中 ��� 39769（3番人気）
3連単票数 計1138509 的中 ��� 12529（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―37．3―50．5―1：03．9―1：16．7―1：29．2―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティーエスハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Slewpy デビュー 2013．6．9 阪神4着

2011．3．15生 牡3黒鹿 母 バ ル バ ラ 母母 Kool Arrival 12戦1勝 賞金 15，100，000円
〔制裁〕 ティーエスハーツ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロックショー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月3日まで平地競走に

出走できない。
※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。

13026 5月3日 晴 良 （26京都3）第3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

24 パイレートクイーン 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 424± 01：25．5 7．6�
612 リ ノ リ オ 牡3黒鹿56 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 486＋ 21：25．6� 10．9�
59 ギャラクシーエクス 牡3黒鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：26．13 4．7�
35 ディオレサンス 牝3栗 54 浜中 俊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 21：26．73� 5．3�
816 カフジホーク 牡3栗 56 川島 信二加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム 416＋ 21：26．91 19．9	
48 ヒ ロ キ セ キ 牡3鹿 56 小牧 太守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 466－ 4 〃 クビ 48．3

23 クリアザコースト 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 532＋ 4 〃 アタマ 3．1�
11 ベリーベリータイム 牝3栗 54 藤岡 佑介�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 500＋161：27．22 129．4�
36 ストレイトウェザー 牡3黒鹿56 池添 謙一吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 原 フアーム 490＋ 21：27．3クビ 58．7
12 ナッハフォルガー 牡3青鹿 56

53 ▲岩崎 翼前田 幸治氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 462＋ 4 〃 ハナ 62．6�
47 ウォータージェイク 牡3栗 56 武 豊山岡 良一氏 中内田充正 浦河 伏木田牧場 550 ―1：27．61� 6．2�
815 テイケイマテリアル 牡3黒鹿56 太宰 啓介兼松 忠男氏 石橋 守 浦河 大西ファーム 430＋ 81：27．91� 84．7�
611 グランドリビエール 牡3鹿 56 和田 竜二森岡 幸人氏 友道 康夫 新ひだか 米田牧場 442－ 41：28．53� 137．3�
510 スペースカウボーイ 牡3栗 56 北村 友一 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 452 ―1：28．71� 79．5�
714 パープルフレックス 牡3鹿 56 G．モッセ 中野 銀十氏 鈴木 孝志 浦河 小倉牧場 494－ 4 〃 クビ 213．4�

（仏）

713 ドリームセンス 牡3鹿 56 国分 恭介セゾンレースホース� 松元 茂樹 新冠 田渕牧場 506 ―1：30．29 180．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，034，800円 複勝： 38，024，800円 枠連： 12，643，500円
馬連： 43，626，000円 馬単： 27，408，700円 ワイド： 22，409，600円
3連複： 63，902，600円 3連単： 99，749，000円 計： 328，799，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 220円 � 370円 � 170円 枠 連（2－6） 1，490円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 9，440円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 580円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 59，950円

票 数

単勝票数 計 210348 的中 � 21864（5番人気）
複勝票数 計 380248 的中 � 47095（4番人気）� 22905（6番人気）� 69063（2番人気）
枠連票数 計 126435 的中 （2－6） 6269（7番人気）
馬連票数 計 436260 的中 �� 7024（15番人気）
馬単票数 計 274087 的中 �� 2144（32番人気）
ワイド票数 計 224096 的中 �� 3870（17番人気）�� 10034（7番人気）�� 5355（14番人気）
3連複票数 計 639026 的中 ��� 6271（22番人気）
3連単票数 計 997490 的中 ��� 1228（170番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―36．1―48．6―1：01．0―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F36．9
3 ・（4，9）12（5，15）（1，6）16，2（3，11，14）7，8－10，13 4 ・（4，9）12，5（1，15）（6，16）2，3（11，14）（8，7）－10，13

勝馬の
紹 介

パイレートクイーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Danzig デビュー 2013．9．22 阪神7着

2011．3．30生 牝3鹿 母 デアリングダンジグ 母母 Impetuous Gal 6戦1勝 賞金 7，550，000円
※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 テイエムスリラー号
（非抽選馬） 1頭 オーミシャンクス号
※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。

第３回 京都競馬 第３日



13027 5月3日 晴 良 （26京都3）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （芝・右・外）

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
1：44．7
1：44．1

良
良

11 リリコイパイ 牝3鹿 54 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 450－ 21：48．9 3．1�

714 コスモカパルア 牝3栗 54 C．ウィリアムズ �ビッグレッドファーム 森田 直行 日高 北田 剛 454－ 21：49．0� 5．8�
（豪）

35 ワイドショー 牝3鹿 54 四位 洋文安原 浩司氏 大久保龍志 浦河 辻 牧場 480－ 21：49．1� 65．4�
713 トウカイセンス 牝3鹿 54 川島 信二内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 420± 01：49．2� 26．7�
817 ショウナンバレッタ 牝3鹿 54 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 524± 0 〃 クビ 137．6	
36 ピンクシャドウ 牝3栗 54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 480 ― 〃 アタマ 75．1

818 シゲルオウミ 牝3鹿 54 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 468－ 41：49．3� 216．1�
23 ウィステリアメジロ 牝3黒鹿54 武 豊大迫 基弘氏 佐々木晶三 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 41：49．4� 14．9�
816 ナイトジャスミン 牝3黒鹿54 国分 恭介金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 384－ 21：49．5� 15．1
59 ナリタモード 牝3栗 54 幸 英明�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 448± 01：49．6� 7．7�
12 バターカップ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 幌村牧場 420＋ 41：49．7� 264．6�
612 ベストセラーアスク 牝3鹿 54 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 412 ―1：49．9� 60．7�
510 ヴィカバンブー 牝3鹿 54 酒井 学�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 470 ― 〃 ハナ 63．8�
48 アドマイヤウイング 牝3鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 458± 01：50．85 2．8�
24 スペシャリテ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼新木 鈴子氏 高橋 亮 日高 ナカノファーム 418＋ 21：51．01� 277．8�
715 メイショウネイロ 牝3鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 456－12 〃 ハナ 106．6�
47 カガフレグランス 牝3鹿 54 藤田 伸二香川 憲次氏 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 452－121：51．74 177．9�
611 マイスクエアワン 牝3黒鹿54 太宰 啓介五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 442－ 8 （競走中止） 236．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，332，100円 複勝： 43，913，000円 枠連： 13，841，200円
馬連： 48，596，700円 馬単： 31，662，400円 ワイド： 25，405，300円
3連複： 69，224，600円 3連単： 105，935，300円 計： 361，910，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 190円 � 1，570円 枠 連（1－7） 670円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 390円 �� 3，360円 �� 5，750円

3 連 複 ��� 16，920円 3 連 単 ��� 63，510円

票 数

単勝票数 計 233321 的中 � 60563（2番人気）
複勝票数 計 439130 的中 � 89873（2番人気）� 66367（3番人気）� 5085（11番人気）
枠連票数 計 138412 的中 （1－7） 15421（3番人気）
馬連票数 計 485967 的中 �� 44025（3番人気）
馬単票数 計 316624 的中 �� 15049（4番人気）
ワイド票数 計 254053 的中 �� 18289（3番人気）�� 1746（27番人気）�� 1011（39番人気）
3連複票数 計 692246 的中 ��� 3021（44番人気）
3連単票数 計1059353 的中 ��� 1231（167番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．3―47．9―1：00．8―1：13．4―1：25．5―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．5
3 17，9（1，8，15）10（5，6，16）14（2，7，13）4（3，18）12 4 17，9（1，15，10）8，6（5，16）14，13，2，18（3，7）4，12

勝馬の
紹 介

リリコイパイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 King’s Best デビュー 2013．11．3 京都9着

2011．4．18生 牝3鹿 母 クイーンカアフマヌ 母母 アルアメント 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 マイスクエアワン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 マイスクエアワン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 リリコイパイ号の騎手浜中俊は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
※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。
（非当選馬） 1頭 シゲルノト号
※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。

13028 5月3日 晴 良 （26京都3）第3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

24 ディライトフル 牡3鹿 56 武 豊�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 01：34．0 5．5�

715 ハイベストバイオ 牡3黒鹿56 酒井 学バイオ� 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528－ 21：34．1� 1．6�

612 クリノフクロクジュ 牡3黒鹿56 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 442± 01：34．31� 43．4�
714 キエレメムーチョ �3青鹿56 C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 アタマ 10．9�

（豪）

23 タイガークラウン 牡3黒鹿56 小林 徹弥伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 474－ 41：34．4� 8．5�
510 パープルパルピナ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 476－ 21：34．71	 160．8	
35 マッシヴロード 牡3栗 56 川島 信二小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 420－101：35．01	 288．9

59 ピエナブラウニー 牝3青 54 松山 弘平本谷 兼三氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム B430± 01：35．21
 32．1�
12 ロコモーション 牡3栗 56 川田 将雅石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540 ―1：35．51	 10．5�
48 テイエムスラッガー 牡3栗 56 和田 竜二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 448＋ 81：35．71� 57．7
611 シャンディロメラ 牝3栗 54 北村 友一村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 426－ 61：35．91
 146．8�
36 ホクセツヒーロー 牡3栗 56 武 幸四郎平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 前田 宗将 452＋ 2 〃 ハナ 56．5�
47 トーアコシタンタン 牡3栗 56 森 一馬高山ランド� 松永 昌博 豊浦トーア牧場 436± 01：36．0	 459．3�
816 エスジーカピターナ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼窪田 滋氏 柴田 光陽 浦河 杵臼斉藤牧場 418＋ 21：36．63� 445．9�
713 トーホウローツェ 牝3栗 54 岡田 祥嗣東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 438－ 4 〃 ハナ 108．2�
11 メイショウダッシュ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好�氏 安達 昭夫 新ひだか 三木田 明仁 468＋ 21：37．02� 169．5�
817 サンマルネオ 牡3鹿 56 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 470 ―1：37．1� 401．1�
818 ムーンシャイン 牝3鹿 54 国分 恭介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 446－ 41：37．42 267．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，293，300円 複勝： 75，766，300円 枠連： 15，233，800円
馬連： 46，199，100円 馬単： 35，598，800円 ワイド： 24，376，300円
3連複： 65，802，700円 3連単： 121，999，200円 計： 410，269，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 150円 � 110円 � 540円 枠 連（2－7） 200円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，310円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 14，980円

票 数

単勝票数 計 252933 的中 � 36800（2番人気）
複勝票数 計 757663 的中 � 81157（2番人気）� 476989（1番人気）� 12777（7番人気）
枠連票数 計 152338 的中 （2－7） 58255（1番人気）
馬連票数 計 461991 的中 �� 89947（1番人気）
馬単票数 計 355988 的中 �� 21093（5番人気）
ワイド票数 計 243763 的中 �� 35770（1番人気）�� 3909（15番人気）�� 8166（9番人気）
3連複票数 計 658027 的中 ��� 13796（8番人気）
3連単票数 計1219992 的中 ��� 6013（40番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．3―11．8―11．8―12．0―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―34．7―46．5―58．3―1：10．3―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディライトフル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2014．3．2 阪神3着

2011．2．7生 牡3鹿 母 ラスティックフレイム 母母 Soviet Artic 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キングナポレオン号・メイショウマツシマ号
※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。



13029 5月3日 晴 良 （26京都3）第3日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時25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

714 デンコウヒノマル 牡3栗 56 福永 祐一田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 496－ 21：12．9 3．1�
611 ローレルベローチェ 牡3栗 56 藤田 伸二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 470－ 81：13．11� 31．5�
612 ジャコカッテ 牡3栗 56 C．ウィリアムズ 晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 492± 0 〃 クビ 2．7�

（豪）

510 ディアゴッホ 牡3栗 56 藤岡 佑介ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 506－ 2 〃 アタマ 14．5�
12 カ ッ サ イ 牡3鹿 56 浜中 俊 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 486± 01：13．52� 9．9	
11 トリックデック 牡3栗 56 和田 竜二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 21：13．71� 16．9

47 ハニードント 牝3栗 54 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 442－ 41：13．8クビ 17．4�
48 ヒカリセット 牡3青鹿56 森 一馬�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 460± 01：14．01� 39．3�
713 ノボキャビア 牝3栗 54 武 豊�LS.M 森 秀行 浦河 高昭牧場 460－ 61：14．32 8．9
816 エンドレスシャイン 牡3鹿 56 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 430－ 21：14．4� 33．2�
35 シゲルミマサカ 牝3青鹿54 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 426＋201：14．5クビ 50．6�
59 コパノハリー 牡3栗 56 G．モッセ 小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 440± 0 〃 クビ 85．3�

（仏）

24 テイエムロカビリー 牡3芦 56
53 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 470－ 41：14．71 62．1�

23 シゲルビッチュウ �3青鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 428＋ 21：14．8� 125．2�
815 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 438＋ 6 〃 ハナ 111．6�
36 タガノエークラス 牡3栗 56 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476± 01：15．22� 85．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，861，700円 複勝： 51，610，800円 枠連： 18，472，400円
馬連： 60，282，400円 馬単： 37，694，300円 ワイド： 35，011，300円
3連複： 88，670，100円 3連単： 137，752，200円 計： 458，355，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 760円 � 140円 枠 連（6－7） 340円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 7，100円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 180円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 29，460円

票 数

単勝票数 計 288617 的中 � 75507（2番人気）
複勝票数 計 516108 的中 � 145373（1番人気）� 10171（11番人気）� 112749（2番人気）
枠連票数 計 184724 的中 （6－7） 40242（1番人気）
馬連票数 計 602824 的中 �� 9594（16番人気）
馬単票数 計 376943 的中 �� 3920（26番人気）
ワイド票数 計 350113 的中 �� 5160（17番人気）�� 64115（1番人気）�� 4450（21番人気）
3連複票数 計 886701 的中 ��� 16762（7番人気）
3連単票数 計1377522 的中 ��� 3451（75番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―11．8―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．4―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウヒノマル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2014．1．19 京都7着

2011．5．24生 牡3栗 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン 5戦2勝 賞金 15，100，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 キネオキャノン号
※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。

13030 5月3日 晴 良 （26京都3）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時55分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：47．8
1：47．8

重
重

77 � フェリーチェレガロ 牝4黒鹿55 和田 竜二平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 476－ 81：53．7 2．3�
11 � シンワウォッカ 牝5鹿 55 藤田 伸二ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 490＋ 41：54．23 2．9�
89 � ウインマルゲリータ 牝4黒鹿55 幸 英明�ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 422－131：54．41 37．9�
33 � ホッコーアムール 牝4青 55 藤岡 佑介矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 442－ 61：54．5� 17．4�
66 サンレイフローラ 牝4鹿 55 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 440± 01：54．6� 5．2�
88 テイエムライオネス 牝4青鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 478± 01：55．34 16．3	
44 メイショウブリエ 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 420＋ 21：55．61� 59．9

22 ティボリハーモニー 牝4栗 55

52 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 496－ 8 〃 ハナ 28．3�

55 ポ ロ タ ン 牝4鹿 55 武 豊小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 432－ 21：55．92 12．0�
（9頭）

売 得 金
単勝： 22，865，400円 複勝： 46，511，300円 枠連： 8，282，800円
馬連： 42，712，100円 馬単： 32，941，400円 ワイド： 22，290，400円
3連複： 65，526，300円 3連単： 151，759，100円 計： 392，888，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 590円 枠 連（1－7） 270円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，180円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 10，080円

票 数

単勝票数 計 228654 的中 � 79387（1番人気）
複勝票数 計 465113 的中 � 168732（1番人気）� 127912（2番人気）� 9242（8番人気）
枠連票数 計 82828 的中 （1－7） 22906（1番人気）
馬連票数 計 427121 的中 �� 115235（1番人気）
馬単票数 計 329414 的中 �� 49285（1番人気）
ワイド票数 計 222904 的中 �� 52950（1番人気）�� 3632（17番人気）�� 3752（16番人気）
3連複票数 計 655263 的中 ��� 14502（11番人気）
3連単票数 計1517591 的中 ��� 11121（26番人気）

ハロンタイム 12．0―11．8―13．3―13．2―13．3―12．9―12．5―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．8―37．1―50．3―1：03．6―1：16．5―1：29．0―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フェリーチェレガロ 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 リファーズウィッシュ

2010．2．13生 牝4黒鹿 母 チャッターリップス 母母 チャッターボックス 8戦1勝 賞金 16，500，000円
初出走 JRA



13031 5月3日 晴 良 （26京都3）第3日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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
1：31．4
1：30．7

良
良

78 ベアトリッツ 牝4鹿 55 福永 祐一 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 428＋ 21：33．5 4．4�
810 ラッキーマンボ 牝4鹿 55 幸 英明 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 504＋ 61：33．92� 3．5�
33 マイネノンノ 牝4栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 438＋181：34．0クビ 25．8�
44 サンマルホーム 牡4栗 57 太宰 啓介相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B430－ 21：34．1	 19．1�
67 アウトシャイン 牝4黒鹿55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 464－ 61：34．2� 36．5	
22 グ ラ ー ネ 牡5鹿 57 浜中 俊 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 ハナ 3．1

55 プリンシペアスール 牡5鹿 57 C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 クビ 13．0�

（豪）

66 
 ダンツフォワード 牡5栗 57
54 ▲岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 442－ 41：34．3� 22．2�

811 ピュアソウル 牡5鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：34．51� 6．3
11 
 スリーダッシュ 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真永井商事� 加藤 敬二 浦河 村中牧場 456＋ 11：34．82 116．4�
79 フジノストロング �4栗 57 小林 徹弥藤井 五三氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 452－ 61：35．22� 204．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，230，600円 複勝： 39，043，600円 枠連： 12，571，900円
馬連： 54，409，000円 馬単： 36，045，400円 ワイド： 25，708，600円
3連複： 71，923，800円 3連単： 142，822，000円 計： 408，754，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 170円 � 410円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，330円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 19，160円

票 数

単勝票数 計 262306 的中 � 47985（3番人気）
複勝票数 計 390436 的中 � 68409（3番人気）� 71884（2番人気）� 18976（8番人気）
枠連票数 計 125719 的中 （7－8） 19047（2番人気）
馬連票数 計 544090 的中 �� 55581（3番人気）
馬単票数 計 360454 的中 �� 16021（6番人気）
ワイド票数 計 257086 的中 �� 22097（3番人気）�� 4464（17番人気）�� 4380（18番人気）
3連複票数 計 719238 的中 ��� 11906（16番人気）
3連単票数 計1428220 的中 ��� 5504（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．4―47．6―59．3―1：10．9―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベアトリッツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pistolet Bleu デビュー 2012．10．1 阪神4着

2010．3．2生 牝4鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka 14戦2勝 賞金 23，950，000円
※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。

13032 5月3日 曇 良 （26京都3）第3日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時55分 （ダート・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
1：09．1
1：08．7

重
重

35 ゴーイングパワー 牡5鹿 57 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 494－ 41：12．3 2．3�
12 � ヴィクタシア 牝5黒鹿55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B510－ 61：12．72	 3．8�
23 フレンチトースト 牝5鹿 55 浜中 俊水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 438＋ 21：12．91 12．7�
815 クリスワールド 牡6栗 57 太宰 啓介加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 498± 0 〃 クビ 164．6�
611 ジャマイカジョー 牡6黒鹿57 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 482＋ 61：13．0クビ 65．2�
48 レゼトワール 牝4鹿 55

52 ▲義 英真髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 478＋181：13．1	 46．6�
816 マ ン リ ー 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 514± 0 〃 クビ 148．4	
510
 アクアブルーウェイ 牡5栗 57 川島 信二佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 478－ 2 〃 アタマ 287．9

47 シゲルシュサ 牝6鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 4 〃 ハナ 9．6�
59 
 キクノグラード 牡5栗 57 国分 恭介菊池 五郎氏 中内田充正 浦河 惣田 英幸 490－ 41：13．2	 13．6�
714 キンシザイル 牡5鹿 57 藤岡 佑介若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 500＋ 81：13．51� 25．3
24 ラ シ ー ク 牝5鹿 55 北村 友一�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 472－181：13．6クビ 86．5�
36 ヴェアリアスムーン 牡5栗 57 小牧 太小林 秀樹氏 高橋 亮 新冠 三村 卓也 494－ 41：13．81� 20．1�
713 ミラクルルーマー 牡4芦 57 藤田 伸二阿部 雅英氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 528－ 81：13．9クビ 23．9�
11 � ウエストハーバー 牡6栗 57 C．ウィリアムズ 加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm 532± 01：14．0	 70．0�
（豪）

612� ロケットダッシュ 牡4鹿 57 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest
Farms LLC 478± 01：17．4大差 11．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，587，100円 複勝： 51，934，700円 枠連： 18，299，200円
馬連： 76，079，600円 馬単： 43，558，200円 ワイド： 37，582，300円
3連複： 104，293，300円 3連単： 163，817，300円 計： 525，151，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 140円 � 240円 枠 連（1－3） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 210円 �� 550円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 3，730円

票 数

単勝票数 計 295871 的中 � 103461（1番人気）
複勝票数 計 519347 的中 � 124474（1番人気）� 109189（2番人気）� 42693（5番人気）
枠連票数 計 182992 的中 （1－3） 30703（1番人気）
馬連票数 計 760796 的中 �� 116071（1番人気）
馬単票数 計 435582 的中 �� 40901（1番人気）
ワイド票数 計 375823 的中 �� 54592（1番人気）�� 15228（6番人気）�� 13794（7番人気）
3連複票数 計1042933 的中 ��� 56619（2番人気）
3連単票数 計1638173 的中 ��� 32448（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．9―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．3―46．2―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F38．0
3 5，15（16，7，12）4（2，14）（1，8）（3，9）11（10，13）－6 4 5，15（16，7）4（2，8，12）（14，3）（1，9）11，10，13，6

勝馬の
紹 介

ゴーイングパワー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．7．24 京都1着

2009．5．30生 牡5鹿 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 20戦2勝 賞金 53，599，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロケットダッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月3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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エイシンテキサス号・テイエムチカラ号
（非抽選馬） 3頭 サンライズネオ号・スズノオオタカ号・メイショウジビュス号
※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。



13033 5月3日 曇 良 （26京都3）第3日 第9競走 ��
��1，800�あ や め 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

22 � セ セ リ 牡3栗 56 武 豊冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca
Beatson Jr. 492－121：46．5 5．2�

55 ブルーフラッシュ 牡3芦 56 福永 祐一桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 436－ 8 〃 クビ 7．7�
88 パドルウィール 牡3芦 56 四位 洋文有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 41：46．6クビ 2．0�
89 フロリダパンサー 牡3青鹿56 C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B478－ 21：46．7� 6．9�

（豪）

66 トウキョウタフガイ 牡3鹿 56 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 462± 01：46．8	 5．8�
33 アグネスミニッツ 牡3栗 56 藤田 伸二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 24．8�
44 カバーストーリー 牡3栗 56 幸 英明前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 468－ 41：47．01
 22．8	
11 オトコギマサムネ 牡3鹿 56 北村 友一塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 464－ 81：47．21� 43．0

77 ダンツキャッチ 牡3鹿 56 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 492－ 61：47．94 105．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，079，000円 複勝： 72，237，400円 枠連： 14，873，000円
馬連： 82，338，400円 馬単： 53，736，700円 ワイド： 30，695，000円
3連複： 96，628，300円 3連単： 248，942，300円 計： 639，530，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 160円 � 110円 枠 連（2－5） 1，560円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 550円 �� 280円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 9，750円

票 数

単勝票数 計 400790 的中 � 60863（2番人気）
複勝票数 計 722374 的中 � 87859（5番人気）� 100809（3番人気）� 260045（1番人気）
枠連票数 計 148730 的中 （2－5） 7066（6番人気）
馬連票数 計 823384 的中 �� 42500（6番人気）
馬単票数 計 537367 的中 �� 12505（13番人気）
ワイド票数 計 306950 的中 �� 12253（9番人気）�� 28164（4番人気）�� 33055（2番人気）
3連複票数 計 966283 的中 ��� 64578（5番人気）
3連単票数 計2489423 的中 ��� 18851（34番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．5―12．0―12．5―12．3―11．8―10．9―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セ セ リ �

父 Curlin �


母父 Mining デビュー 2013．11．24 京都1着

2011．4．10生 牡3栗 母 Mine Inning 母母 Weed It Out 5戦2勝 賞金 17，017，000円
〔制裁〕 パドルウィール号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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。

13034 5月3日 曇 良 （26京都3）第3日 第10競走 ��
��2，000�

しもがも

下鴨ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

55 マ デ イ ラ 牡5栗 57 浜中 俊 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：59．2 10．0�
66 リメインサイレント 牝4鹿 55 幸 英明 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 488＋ 21：59．3� 9．9�
44 トラストワン 牡6黒鹿57 武 豊大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 500± 0 〃 クビ 25．3�
810 ヒロノプリンス 牡4鹿 57 G．モッセ サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 462＋ 41：59．4クビ 29．8�

（仏）

89 サフランディライト 牡6鹿 57 和田 竜二海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 484－ 4 〃 クビ 7．7	
11 ダノンフェニックス 牡6黒鹿57 C．ウィリアムズ �ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：59．5� 2．8


（豪）

77 ジェントルマン 牡6黒鹿57 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 490± 0 〃 クビ 6．9�
22 	 スミデロキャニオン 牡5鹿 57 川田 将雅吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456± 01：59．71
 3．8�
78 オールアズワン 牡6黒鹿57 国分 恭介宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 488± 02：00．01� 74．6
33 ヒルノドンカルロ 牡4青鹿57 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B516＋102：01．17 13．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，186，300円 複勝： 68，388，900円 枠連： 17，701，600円
馬連： 101，060，800円 馬単： 60，963，400円 ワイド： 41，047，500円
3連複： 127，498，500円 3連単： 261，023，700円 計： 719，870，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 400円 � 390円 � 670円 枠 連（5－6） 5，340円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 8，520円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 2，680円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 27，510円 3 連 単 ��� 159，470円

票 数

単勝票数 計 421863 的中 � 33467（6番人気）
複勝票数 計 683889 的中 � 46857（6番人気）� 48741（5番人気）� 25414（8番人気）
枠連票数 計 177016 的中 （5－6） 2447（23番人気）
馬連票数 計1010608 的中 �� 17180（19番人気）
馬単票数 計 609634 的中 �� 5281（36番人気）
ワイド票数 計 410475 的中 �� 7505（18番人気）�� 3742（32番人気）�� 3145（36番人気）
3連複票数 計1274985 的中 ��� 3421（76番人気）
3連単票数 計2610237 的中 ��� 1208（395番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．2―11．5―11．6―12．5―12．1―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―36．9―48．4―1：00．0―1：12．5―1：24．6―1：36．1―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ デ イ ラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．30 京都1着

2009．4．8生 牡5栗 母 マチカネエンジイロ 母母 マチカネササメユキ 22戦4勝 賞金 63，133，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



13035 5月3日 曇 良 （26京都3）第3日 第11競走 ��
��1，200�

てんのうざん

天王山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100
万円毎1�増

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 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

815 ナガラオリオン 牡5鹿 56 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 462± 01：11．0 4．4�
611� サウンドガガ 牝5黒鹿55 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

494± 0 〃 クビ 4．3�
35 エーシンビートロン 牡8黒鹿56 武 幸四郎�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 490± 01：11．63	 22．1�
59 ドレッドノート 
6栗 56 浜中 俊�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 466－ 61：11．7	 35．0�
11 シセイオウジ 牡7栗 56 C．ウィリアムズ 猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 460－ 4 〃 アタマ 19．1	

（豪）

12 マルカバッケン 牡7鹿 58 池添 謙一河長産業� 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 アタマ 23．8

48 � シゲルソウサイ 牡6鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 512－ 61：11．8	 37．7�
24 � ダノンレジェンド 牡4黒鹿56 和田 竜二�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck

Stables, LLC 450± 0 〃 アタマ 6．8�
510 サ マ リ ー ズ 牝4鹿 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋121：11．9	 53．9
713 ハーロンベイ 牝4黒鹿54 川田 将雅 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 444＋ 2 〃 クビ 3．9�
23 � ファリダット 牡9青鹿57 小牧 太前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management 490＋121：12．0クビ 53．1�
816 ブラボースキー 牡6栗 56 小林 徹弥松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 488－ 61：12．21 235．9�
612 ウインラーニッド 牡6黒鹿56 福永 祐一�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 504－ 2 〃 クビ 9．3�
36 ネオザウイナー 牡6青鹿56 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 41：12．3クビ 133．4�
47 � エーシンレンジャー 牡4栗 56 北村 友一�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney 500－ 21：12．4	 26．1�
714 ニシオドリーム 牡6黒鹿56 太宰 啓介西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 504＋241：12．82	 165．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，865，900円 複勝： 116，383，000円 枠連： 56，517，200円
馬連： 252，201，400円 馬単： 119，551，300円 ワイド： 87，574，300円
3連複： 335，532，400円 3連単： 570，502，500円 計： 1，602，128，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 190円 � 400円 枠 連（6－8） 800円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，080円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 26，520円

票 数

単勝票数 計 638659 的中 � 115004（3番人気）
複勝票数 計1163830 的中 � 209341（2番人気）� 171525（3番人気）� 61137（6番人気）
枠連票数 計 565172 的中 （6－8） 52220（2番人気）
馬連票数 計2522014 的中 �� 147777（3番人気）
馬単票数 計1195513 的中 �� 36273（5番人気）
ワイド票数 計 875743 的中 �� 44220（3番人気）�� 19572（11番人気）�� 17211（14番人気）
3連複票数 計3355324 的中 ��� 43322（15番人気）
3連単票数 計5705025 的中 ��� 15878（58番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．5―11．9―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．8―46．7―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 ・（10，11）14，2（5，12）（1，13）（6，16）4（3，8）（7，15）9 4 ・（10，11）（2，14）（1，5，12）（6，13，16）3，15，8（7，9）4

勝馬の
紹 介

ナガラオリオン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 トワイニング デビュー 2011．10．23 京都1着

2009．4．2生 牡5鹿 母 オオシマセリーヌ 母母 オオシマエリーヌ 19戦6勝 賞金 111，234，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フィールドシャイン号
（非抽選馬） 6頭 インペリアルマーチ号・デュアルスウォード号・ヘニーハウンド号・メモリアルイヤー号・レジェトウショウ号・

ローガンサファイア号
※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。

13036 5月3日 晴 良 （26京都3）第3日 第12競走 ��
��1，900�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 10，200，000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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

48 タガノビリーヴィン 牡4黒鹿57 C．ウィリアムズ 八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 486－ 41：59．9 4．4�
（豪）

510 エイコーンパス 牡5栗 57 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 82：00．11� 5．5�

611 エアラギオール 牡6黒鹿57 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504＋ 62：00．31	 4．9�
24 ハギノタイクーン 牡5鹿 57 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 528－122：00．4クビ 47．0�
36 マイネルハルカゼ 牡4鹿 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 484－ 6 〃 クビ 9．4�
714 アドマイヤキンカク 牡4鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438－ 42：00．82� 4．1	
612 トゥヴァビエン 牡4黒鹿57 北村 友一玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 530－ 42：00．9クビ 54．9

11 アーサーバローズ 牡5栗 57 松山 弘平猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 480± 0 〃 アタマ 48．1�
47 メイショウキラリ 牝5鹿 55 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 488＋ 42：01．0
 12．6�
713 シルクコスモス �7栗 57 小牧 太有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 448－ 22：01．21	 102．9
816 エーシンヘディング 牡4鹿 57 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 470－ 22：01．3
 25．5�
35 トゥルーフレンド 牡5鹿 57 国分 恭介武田 茂男氏 加藤 敬二 むかわ ヤマイチ牧場 488＋ 62：01．4� 138．6�
59 ヴァルディヴィア 牡6鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 42：02．03� 47．2�
12 プラチナグロース �4芦 57 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 476－ 62：02．2
 15．5�
815 トップミノル 牡7青鹿 57

54 ▲義 英真吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488＋10 〃 クビ 315．5�
23 イントレピッド 牡4鹿 57 太宰 啓介会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 464± 02：02．4
 131．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，915，500円 複勝： 83，292，300円 枠連： 30，671，700円
馬連： 137，025，200円 馬単： 64，685，000円 ワイド： 50，946，400円
3連複： 160，113，100円 3連単： 266，082，900円 計： 841，732，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 150円 � 150円 枠 連（4－5） 850円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 390円 �� 380円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 7，400円

票 数

単勝票数 計 489155 的中 � 89288（2番人気）
複勝票数 計 832923 的中 � 135487（3番人気）� 154604（1番人気）� 147702（2番人気）
枠連票数 計 306717 的中 （4－5） 26792（2番人気）
馬連票数 計1370252 的中 �� 97718（1番人気）
馬単票数 計 646850 的中 �� 22525（2番人気）
ワイド票数 計 509464 的中 �� 32069（3番人気）�� 32974（2番人気）�� 35141（1番人気）
3連複票数 計1601131 的中 ��� 85560（1番人気）
3連単票数 計2660829 的中 ��� 26571（2番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．9―12．8―13．2―13．2―12．3―12．6―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．1―30．0―42．8―56．0―1：09．2―1：21．5―1：34．1―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノビリーヴィン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2012．7．7 中京中止

2010．2．20生 牡4黒鹿 母 タバスコムスメ 母母 ビンジンスキー 16戦3勝 賞金 40，820，000円
※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。
（非当選馬） 3頭 サーランスロット号・スーパーオービット号・タガノプリンス号
※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。



（26京都3）第3日 5月3日 （祝日） 晴一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

210，030，000円
2，080，000円
5，550，000円
1，410，000円
19，260，000円
66，533，500円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
394，301，100円
742，071，700円
231，972，600円
991，374，700円
576，750，900円
429，544，300円
1，322，115，800円
2，384，236，400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 7，072，367，500円

総入場人員 29，107名 （有料入場人員 26，672名）
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