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13037 5月4日 晴 良 （26京都3）第4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

34 セフティーエムアイ 牡3鹿 56 酒井 学池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 460－ 21：54．4 43．1�
712 ヴ レ ク ー ル 牡3栗 56 A．シュタルケ �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 512 ― 〃 ハナ 6．6�

（独）

813 ダイシンロイ 牡3黒鹿56 北村 友一大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 4 〃 クビ 23．2�

610 メイショウシシマル 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 472＋ 21：54．5クビ 8．5�
69 ダノンロンシャン 牡3芦 56 福永 祐一�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 466＋ 21：54．71� 2．1	
46 サンライズフレンチ 牡3栗 56

53 ▲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 478－ 41：55．44 5．2


814 スリーマキシマム 牡3鹿 56 和田 竜二永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 482± 01：56．25 14．0�
11 ワンダーアジル 牡3青鹿56 武 豊山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 452＋ 21：56．3� 7．4�
711 ショウナンサンタ 牡3鹿 56 秋山真一郎�湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 460± 01：56．51� 50．7
45 クリノマンボオー 牡3鹿 56 田辺 裕信栗本 守氏 森田 直行 日高 春木 昭雄 452－181：56．81� 116．3�
58 ヤマカツヤタガラス 牡3栗 56 小林 徹弥山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 486－211：57．65 365．3�
57 ツルミユニコーン 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼�鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 478＋ 41：57．92 180．8�
22 テイエムステルス 牡3鹿 56 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 512＋ 42：00．7大差 142．5�
33 ワンダールミノーザ 牝3鹿 54 小坂 忠士山本 信行氏 森田 直行 新ひだか 城地 清満 400－ 22：02．19 390．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，703，300円 複勝： 51，618，900円 枠連： 11，640，600円
馬連： 49，203，000円 馬単： 34，964，700円 ワイド： 23，850，100円
3連複： 68，554，400円 3連単： 119，742，800円 計： 384，277，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，310円 複 勝 � 1，060円 � 390円 � 740円 枠 連（3－7） 10，020円

馬 連 �� 16，020円 馬 単 �� 42，310円

ワ イ ド �� 4，160円 �� 7，010円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 77，250円 3 連 単 ��� 736，420円

票 数

単勝票数 計 247033 的中 � 4523（8番人気）
複勝票数 計 516189 的中 � 12099（8番人気）� 37745（5番人気）� 18002（7番人気）
枠連票数 計 116406 的中 （3－7） 858（19番人気）
馬連票数 計 492030 的中 �� 2267（29番人気）
馬単票数 計 349647 的中 �� 610（64番人気）
ワイド票数 計 238501 的中 �� 1411（33番人気）�� 831（38番人気）�� 2080（27番人気）
3連複票数 計 685544 的中 ��� 655（98番人気）
3連単票数 計1197428 的中 ��� 120（674番人気）

ハロンタイム 12．4―12．1―12．8―12．6―13．0―12．7―13．1―13．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―37．3―49．9―1：02．9―1：15．6―1：28．7―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セフティーエムアイ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．2．16 京都14着

2011．3．9生 牡3鹿 母 オースミサツキ 母母 ル ナ パ ー ク 5戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムステルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月4日まで平地競

走に出走できない。
ワンダールミノーザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月4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。

13038 5月4日 晴 良 （26京都3）第4日 第2競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

816 ダンシングバトー 牝3芦 54 藤田 伸二山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 B450± 01：13．2 10．8�
48 ゼンノステルス 牡3芦 56 和田 竜二大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 462＋ 61：13．3� 2．5�
510 ストームシャドウ 牡3鹿 56 北村 宏司前田 幸治氏 安田 隆行 日高 オリオンファーム 532 ―1：13．51� 7．1�
714 ユウキファイン 牝3栗 54 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム B458± 01：14．24 8．3�
23 ドキドキマドンナ 牝3芦 54 太宰 啓介聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 456± 0 〃 アタマ 35．6�
612 ハードモンラッシェ 牡3青 56 畑端 省吾津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 474＋ 4 〃 クビ 166．3	
815 カツラッシュ 牡3黒鹿56 川田 将雅北側 雅勝氏 �島 一歩 新ひだか グランド牧場 502＋ 2 〃 ハナ 3．5

611 シ ゲ ル ウ ゴ 牡3青鹿56 国分 優作森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 石川 栄一 518＋ 81：14．41� 50．1�
59 ワンダーバリデス �3栗 56 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 新冠 タニグチ牧場 422－ 21：14．82	 70．9�
12 ハートビジュー 牝3鹿 54 武 豊村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 438＋ 21：14．9クビ 12．0
24 オーバーチュア 牡3鹿 56 福永 祐一窪田 康志氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B446－161：15．0	 24．8�
47 メモリービビッド 牡3鹿 56 横山 和生�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 434＋ 2 〃 クビ 266．8�
11 カネトシガーネット 牝3鹿 54 松山 弘平兼松 利男氏 五十嵐忠男 むかわ 上水牧場 434＋ 61：15．2� 138．2�
713 カリスマベガ 牝3栗 54

51 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 428＋121：15．3� 300．5�
36 アイファーソーニョ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 458± 0 〃 ハナ 245．7�
35 マヤステファニー 牝3栗 54 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 462± 01：16．79 271．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，914，100円 複勝： 43，836，200円 枠連： 12，861，000円
馬連： 49，896，000円 馬単： 32，414，500円 ワイド： 25，183，800円
3連複： 68，180，300円 3連単： 111，108，400円 計： 366，394，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 250円 � 120円 � 240円 枠 連（4－8） 310円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，550円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 26，930円

票 数

単勝票数 計 229141 的中 � 16720（5番人気）
複勝票数 計 438362 的中 � 35605（5番人気）� 142672（1番人気）� 38365（4番人気）
枠連票数 計 128610 的中 （4－8） 31406（1番人気）
馬連票数 計 498960 的中 �� 38804（3番人気）
馬単票数 計 324145 的中 �� 10124（8番人気）
ワイド票数 計 251838 的中 �� 16282（3番人気）�� 3654（17番人気）�� 12970（4番人気）
3連複票数 計 681803 的中 ��� 13880（11番人気）
3連単票数 計1111084 的中 ��� 3045（78番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．3―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―36．1―48．4―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンシングバトー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 グルームダンサー デビュー 2013．6．29 中京9着

2011．3．9生 牝3芦 母 ダンシングスナーク 母母 スナークバンダム 11戦1勝 賞金 6，750，000円

第３回 京都競馬 第４日



13039 5月4日 晴 良 （26京都3）第4日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時05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 テイエムサンビカ 牝3青鹿54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 466－ 62：01．7 12．6�
611 プレスアテンション 牡3栗 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520＋ 62：02．01� 9．2�
36 エ ル モ リ ヤ 牡3黒鹿56 福永 祐一国田 正忠氏 牧田 和弥 新ひだか 松本牧場 508－142：02．53 6．7�
47 キラノカリスマ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 418－ 82：02．6� 3．8�
612 セ フ ィ ー ロ 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 464－ 62：02．7� 3．8�

（豪）

817 ショウナンバッハ 牡3鹿 56 国分 優作国本 哲秀氏 矢作 芳人 日高 ヤナガワ牧場 450 ―2：02．91� 47．0	
23 メイショウオオナタ 牡3芦 56 石橋 脩松本 好雄氏 中村 均 日高 白井牧場 512 ― 〃 アタマ 11．1

715 トウケイアロー 牡3鹿 56 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 増本牧場 472＋ 42：03．0� 43．0�
714 リーサムケンケン 牡3鹿 56 武 豊平田 修氏 田所 秀孝 新ひだか 井高牧場 500－ 4 〃 アタマ 11．3�
816 メイショウラファー 牡3鹿 56 竹之下智昭松本 好氏 千田 輝彦 浦河 磯野牧場 464－ 42：03．1� 142．5�
713 メアリーアート 牝3鹿 54 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 前田牧場 406－ 2 〃 クビ 46．9�
818 オウケングレイ 牡3鹿 56 北村 宏司福井 明氏 牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 82：03．31� 158．2�
48 ファーレンハイト 牡3栗 56 横山 和生 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 496＋ 42：03．51� 131．2�
12 ミトノシンボリ 牡3青鹿56 吉田 豊ロイヤルパーク 坂口 正則 日高 浜本牧場 420－ 22：03．6� 43．5�
24 ニホンピロエアー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 442± 0 〃 クビ 237．9�
35 オ ミ キ 牡3鹿 56 古川 吉洋幅田 昌伸氏 宮 徹 平取 スガタ牧場 482＋ 62：04．13 12．7�
59 ヤマニンカリヨン 牡3鹿 56 武 幸四郎土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 B474＋ 22：05．48 168．0�
510 カ ガ イ シ ン 牡3鹿 56 和田 竜二香川 憲次氏 谷 潔 様似 猿倉牧場 452 ―2：07．1大差 61．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，301，100円 複勝： 35，545，200円 枠連： 16，897，000円
馬連： 49，194，800円 馬単： 28，739，500円 ワイド： 23，740，900円
3連複： 65，696，800円 3連単： 93，188，500円 計： 336，303，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 370円 � 300円 � 230円 枠 連（1－6） 1，550円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 11，910円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 1，360円 �� 970円

3 連 複 ��� 11，220円 3 連 単 ��� 84，490円

票 数

単勝票数 計 233011 的中 � 14667（7番人気）
複勝票数 計 355452 的中 � 23394（6番人気）� 31609（4番人気）� 44513（3番人気）
枠連票数 計 168970 的中 （1－6） 8055（8番人気）
馬連票数 計 491948 的中 �� 6326（20番人気）
馬単票数 計 287395 的中 �� 1782（42番人気）
ワイド票数 計 237409 的中 �� 3421（21番人気）�� 4306（16番人気）�� 6163（11番人気）
3連複票数 計 656968 的中 ��� 4324（38番人気）
3連単票数 計 931885 的中 ��� 814（262番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．3―12．2―12．9―13．5―12．5―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．2―48．4―1：01．3―1：14．8―1：27．3―1：38．9―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．4
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムサンビカ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Caerleon デビュー 2014．2．23 京都4着

2011．5．2生 牝3青鹿 母 オ ル ビ タ ル 母母 Asteroid Field 4戦1勝 賞金 5，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カガイシン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月4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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ディアメドゥーサ号・ヒロノアドバンス号
※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。

13040 5月4日 晴 良 （26京都3）第4日 第4競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走11時35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

69 グッドセンス �3鹿 56 松山 弘平前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476－122：29．1 3．3�

711 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 454＋ 62：29．41� 18．3�
712 マッチボックス 牡3黒鹿56 武 豊薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 500＋ 82：29．5� 9．5�
57 エクストレミティー 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 クビ 2．2�

（豪）

46 メイケイハリケーン �3鹿 56 竹之下智昭名古屋競馬� 木原 一良 新冠 小泉牧場 466－ 42：29．71	 228．8�
814 シゲルヒダカ 牡3黒鹿56 藤田 伸二森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 502＋ 82：29．8クビ 48．6	
22 エリタージュゲラン 牡3鹿 56 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 448－ 4 〃 クビ 6．4

11 マイネルレヴェイユ 牡3栗 56 石橋 脩 �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 496± 02：30．22	 17．8�
33 キ ン メ ダ ル 牝3鹿 54 太宰 啓介 �ミキハウスHKサービス 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 470＋ 22：30．41 121．8�
813 マコトアラバルダ 牡3黒鹿56 酒井 学�ディアマント 
島 一歩 日高 碧雲牧場 472± 02：30．5	 17．1
45 ホープフルハート 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 476－ 62：30．81� 122．7�
34 ダンツセントール 牡3栗 56

53 ▲義 英真山元 哲二氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 438－ 62：31．65 194．0�
610 グッドバディー 牡3栗 56 田辺 裕信�まの 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 450＋ 12：31．81	 84．7�
58 ハギノアルソーレ 牡3栗 56 和田 竜二日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492± 02：32．33 225．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，351，400円 複勝： 36，203，100円 枠連： 11，267，400円
馬連： 46，904，300円 馬単： 35，284，800円 ワイド： 22，410，300円
3連複： 63，619，700円 3連単： 118，618，000円 計： 361，659，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 440円 � 370円 枠 連（6－7） 1，510円

馬 連 �� 4，020円 馬 単 �� 7，180円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 820円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 14，780円 3 連 単 ��� 69，810円

票 数

単勝票数 計 273514 的中 � 65508（2番人気）
複勝票数 計 362031 的中 � 65175（2番人気）� 18793（7番人気）� 23392（5番人気）
枠連票数 計 112674 的中 （6－7） 5516（7番人気）
馬連票数 計 469043 的中 �� 8620（13番人気）
馬単票数 計 352848 的中 �� 3627（22番人気）
ワイド票数 計 224103 的中 �� 4913（14番人気）�� 6958（8番人気）�� 2434（20番人気）
3連複票数 計 636197 的中 ��� 3177（37番人気）
3連単票数 計1186180 的中 ��� 1254（167番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．2―13．4―13．8―13．6―13．9―12．9―12．0―12．3―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．2―23．2―34．4―47．8―1：01．6―1：15．2―1：29．1―1：42．0―1：54．0―2：06．3―2：17．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グッドセンス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．10．13 京都6着

2011．2．22生 �3鹿 母 ジ ー ニ ア ス 母母 ブルーハワイ 2戦1勝 賞金 5，000，000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。



13041 5月4日 晴 良 （26京都3）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時25分 （ダート・右）

牝，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

58 カネトシビバーチェ 牝3鹿 54 武 豊兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 424＋ 21：25．0 15．4�
713 ザ マ ン ダ 牝3青鹿54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 41：25．53 7．8�
11 カレンコティヤール 牝3栗 54 和田 竜二鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 450＋ 41：25．71� 12．6�
815 ヒマラヤタカコ 牝3栗 54 横山 和生辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 452＋ 21：25．8� 15．8�
712 アイムユアドリーム 牝3栗 54 横山 典弘ユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 444－101：25．9クビ 27．3�
47 ヒ ナ ア ラ レ 牝3栗 54 北村 友一�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 462－ 8 〃 ハナ 5．9	
22 � レディカリビアン 牝3芦 54 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 B436＋ 8 〃 ハナ 20．5

34 サカジロヴィグラス 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 486－ 2 〃 アタマ 41．0�
59 グラナディラ 牝3鹿 54 川田 将雅水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 516± 0 〃 ハナ 5．0�
610 ハンマークラビア 牝3黒鹿54 池添 謙一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：26．0クビ 4．7
611 ヒデノヒロイン 牝3芦 54 太宰 啓介大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 426＋ 41：26．32 41．3�
46 ワンダーハイーニャ 牝3鹿 54 北村 宏司山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 452＋ 81：26．4� 90．7�
814 ヒカリヴェロニカ 牝3栗 54 田辺 裕信�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 B486－ 21：27．89 128．5�
35 ネイティヴコード 牝3鹿 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B492－ 41：28．12 8．4�
23 ミ ン デ ィ 牝3芦 54 A．シュタルケ 小林 秀樹氏 吉田 直弘 浦河 日優牧場 B440－ 4 （競走中止） 14．1�

（独）

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，640，800円 複勝： 56，543，800円 枠連： 17，540，000円
馬連： 67，715，600円 馬単： 36，756，500円 ワイド： 34，780，000円
3連複： 95，000，200円 3連単： 129，106，900円 計： 468，083，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 450円 � 400円 � 400円 枠 連（5－7） 1，390円

馬 連 �� 8，640円 馬 単 �� 21，450円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 2，540円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 35，540円 3 連 単 ��� 244，310円

票 数

単勝票数 計 306408 的中 � 15765（8番人気）
複勝票数 計 565438 的中 � 32972（7番人気）� 38301（5番人気）� 37969（6番人気）
枠連票数 計 175400 的中 （5－7） 9314（6番人気）
馬連票数 計 677156 的中 �� 5785（41番人気）
馬単票数 計 367565 的中 �� 1265（91番人気）
ワイド票数 計 347800 的中 �� 2997（48番人気）�� 3377（41番人気）�� 3897（35番人気）
3連複票数 計 950002 的中 ��� 1973（136番人気）
3連単票数 計1291069 的中 ��� 390（892番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．9―12．3―12．5―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．7―22．5―34．4―46．7―59．2―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシビバーチェ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．12．21 阪神4着

2011．4．7生 牝3鹿 母 ホームウォード 母母 Halo River 5戦2勝 賞金 15，320，000円
〔競走中止〕 ミンディ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症し，決勝線手前で転倒したため競走中止。
※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。

13042 5月4日 晴 良 （26京都3）第4日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55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
1：06．9
1：06．5

良
良

710 ハ ピ ネ ス 牝3黒鹿54 福永 祐一 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 482＋ 41：08．4 3．7�

22 クリノコマチ 牝3栗 54 浜中 俊栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 432－ 21：08．5� 4．6�
57 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 54 武 豊布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 434－ 21：08．71� 9．8�
11 シャインプレイン 牝3栗 54 横山 典弘�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 61：08．8クビ 4．8�
56 フェブノヘア 牝3栗 54 石橋 脩釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 430－ 61：09．01� 5．7�
813 ウェザーストーム 牡3栗 56 小林 徹弥釘田 秀一氏 川村 禎彦 新ひだか 藤沢牧場 482－ 41：09．1� 100．2	
68 ロードメビウス 牡3鹿 56 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 2 〃 ハナ 26．6

812 カシノタロン 牝3栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 428＋ 41：09．2	 313．8�
69 カ メ ッ ト 牡3栗 56 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 452＋ 41：09．3	 29．4�
45 ピクニックソング 牝3鹿 54

51 ▲義 英真山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 438－ 81：09．4� 73．9
33 ハッピーロングラン 牝3鹿 54 北村 宏司馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 418＋ 6 〃 アタマ 12．4�
44 タガノアップ 牝3鹿 54 太宰 啓介八木 良司氏 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 408－ 21：09．5クビ 25．5�
711 クールジョジョ 牝3黒鹿54 田辺 裕信川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 430＋ 41：09．82 14．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，430，900円 複勝： 43，004，900円 枠連： 14，515，800円
馬連： 58，704，800円 馬単： 35，575，100円 ワイド： 26，772，000円
3連複： 78，351，200円 3連単： 121，294，500円 計： 405，649，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 180円 � 300円 枠 連（2－7） 680円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 440円 �� 650円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 11，920円

票 数

単勝票数 計 274309 的中 � 58485（1番人気）
複勝票数 計 430049 的中 � 75586（1番人気）� 69956（2番人気）� 31166（7番人気）
枠連票数 計 145158 的中 （2－7） 15814（2番人気）
馬連票数 計 587048 的中 �� 44301（1番人気）
馬単票数 計 355751 的中 �� 15403（1番人気）
ワイド票数 計 267720 的中 �� 16103（3番人気）�� 10051（6番人気）�� 7606（13番人気）
3連複票数 計 783512 的中 ��� 23666（4番人気）
3連単票数 計1212945 的中 ��� 7511（15番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―10．9―11．3―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．2―45．5―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ピ ネ ス �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 King’s Best デビュー 2013．12．7 阪神4着

2011．3．12生 牝3黒鹿 母 フェリシタス 母母 Embassy 6戦2勝 賞金 18，050，000円
※クリノコマチ号・ロードメビウス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13043 5月4日 晴 良 （26京都3）第4日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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
1：09．1
1：08．7

重
重

812 マウンテンファスト 牡5鹿 57 国分 優作山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 472＋ 21：12．3 3．7�
44 � ミリオンヴォルツ 牡5鹿 57 北村 宏司林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 498＋161：12．51 8．3�
711 マーティンオート 牝4鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 470＋16 〃 クビ 11．0�
11 アスターサンダー 牡5栗 57 G．モッセ 加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 上村 清志 514－ 41：12．6クビ 3．6�

（仏）

813 スズカブリザード 牡8鹿 57
54 ▲義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 518－ 4 〃 クビ 33．3�

710 タイムアラウド 牡4鹿 57 古川 吉洋有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 81：12．81 29．2�

33 サンセットスカイ 牡4栗 57 武 豊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486± 0 〃 クビ 6．8	

68 テイエムシシオー 牡5黒鹿57 藤田 伸二竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 484＋ 61：12．9クビ 4．3

22 ワンダーゴヴェルノ 牡6栗 57 水口 優也山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 448＋ 61：13．53	 43．9�
57 
 デンコウタフネス 牡5鹿 57 太宰 啓介田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 日進牧場 442± 01：13．6クビ 141．3�
69 ヴァルナビット 牡5栗 57 酒井 学田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 488＋ 81：13．7	 79．4
45 メイショウオハツ 牝5黒鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 508＋141：14．23 140．0�
56 
 アイファーストーク 牝5鹿 55

52 ▲岩崎 翼中島 稔氏 坪 憲章 浦河 野表 春雄 420－ 61：15．26 194．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，232，800円 複勝： 43，752，900円 枠連： 12，734，000円
馬連： 63，149，700円 馬単： 37，748，600円 ワイド： 26，249，400円
3連複： 81，378，300円 3連単： 133，387，700円 計： 424，633，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 250円 � 250円 枠 連（4－8） 1，710円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 630円 �� 590円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 19，210円

票 数

単勝票数 計 262328 的中 � 56020（2番人気）
複勝票数 計 437529 的中 � 99495（1番人気）� 40495（6番人気）� 40509（5番人気）
枠連票数 計 127340 的中 （4－8） 5517（9番人気）
馬連票数 計 631497 的中 �� 27363（9番人気）
馬単票数 計 377486 的中 �� 9658（10番人気）
ワイド票数 計 262494 的中 �� 10581（7番人気）�� 11365（5番人気）�� 4859（15番人気）
3連複票数 計 813783 的中 ��� 14000（13番人気）
3連単票数 計1333877 的中 ��� 5126（61番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―12．2―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．8―48．0―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．5
3 ・（1，5）（8，12）11，4，13，10，3（2，7，9）－6 4 1（5，8）12，11（4，10）13，3（2，9）7－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マウンテンファスト �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．9．10 阪神2着

2009．3．24生 牡5鹿 母 ハ イ ヌ ー ン 母母 グ ラ マ ー 23戦3勝 賞金 48，120，000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。

13044 5月4日 晴 良 （26京都3）第4日 第8競走 ��1，800�
ただす もり

糺 の 森 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

612 イリュミナンス 牝4鹿 55 武 豊中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 476－ 21：45．1 2．0�
510 ラシンティランテ 牝5栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462－ 21：45．31� 17．7�
24 アルアマーナ 牝5鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 428－ 61：45．62 84．0�
713 マイネアルナイル 牝5青鹿55 石橋 脩 �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 498＋ 8 〃 ハナ 17．8�
47 アサクサティアラ 牝4青鹿55 池添 謙一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 440＋ 8 〃 ハナ 3．8	
59 ショウナンバーキン 牝4青 55 蛯名 正義国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 470＋12 〃 アタマ 29．3

23 ピクシーホロウ 牝4鹿 55 横山 和生吉田 和美氏 大竹 正博 新冠 若林牧場 480＋ 21：45．92 42．8�
35 メモリーシャルマン 牝5鹿 55 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 506± 0 〃 アタマ 45．1�
714 アドマイヤイチバン 牝4青鹿55 四位 洋文近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 472＋ 2 〃 ハナ 237．6
815 ヤマニンシェリル 牝4栗 55 武 幸四郎土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 468＋ 61：46．0クビ 59．7�
48 フェニーチェ 牝5鹿 55 田辺 裕信広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 460－ 2 〃 クビ 19．7�
12 フェータルローズ 牝5栗 55 C．ウィリアムズ 兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 444＋ 21：46．21 17．3�

（豪）

11 � ア ラ ン ロ ド 牝6栗 55 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 452＋ 61：46．3� 239．7�
611� タンスチョキン 牝4鹿 55 藤田 伸二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 470－ 21：46．61	 222．8�
816 セトノフラッパー 牝4栗 55 和田 竜二難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 448＋ 8 〃 ハナ 17．9�
36 ダノンルージュ 牝4鹿 55 北村 宏司�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476＋121：46．7� 12．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，336，000円 複勝： 65，593，500円 枠連： 22，481，500円
馬連： 97，868，600円 馬単： 57，715，600円 ワイド： 43，398，900円
3連複： 125，530，900円 3連単： 209，461，200円 計： 663，386，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 370円 � 1，300円 枠 連（5－6） 930円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，650円 �� 8，300円

3 連 複 ��� 23，420円 3 連 単 ��� 79，730円

票 数

単勝票数 計 413360 的中 � 168863（1番人気）
複勝票数 計 655935 的中 � 198048（1番人気）� 38611（4番人気）� 9186（13番人気）
枠連票数 計 224815 的中 （5－6） 18001（2番人気）
馬連票数 計 978686 的中 �� 46059（5番人気）
馬単票数 計 577156 的中 �� 20277（6番人気）
ワイド票数 計 433989 的中 �� 15363（6番人気）�� 3954（27番人気）�� 1237（60番人気）
3連複票数 計1255309 的中 ��� 3956（69番人気）
3連単票数 計2094612 的中 ��� 1939（236番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―34．6―46．6―58．5―1：10．3―1：22．5―1：33．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イリュミナンス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．22 阪神1着

2010．2．27生 牝4鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 11戦3勝 賞金 55，122，000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。



13045 5月4日 晴 良 （26京都3）第4日 第9競走 ��
��1，400�

た か が み ね

鷹 ケ 峰 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

611 ダンスディレクター 牡4鹿 57 浜中 俊太田 美實氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 434－ 41：20．4 2．3�
22 マ カ ハ 牡5鹿 57 武 豊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B468＋ 4 〃 クビ 4．2�
712 ロ ノ 牡5黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 466± 0 〃 アタマ 9．7�
11 タマモトッププレイ 牡5黒鹿57 池添 謙一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 502± 01：20．5� 22．7�
815 ダンツミュータント 牡5青鹿57 横山 典弘山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 442－ 21：20．71	 40．2�
59 スリーアルテミス 牝6鹿 55 C．ウィリアムズ 永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 474＋ 21：20．8� 115．2	

（豪）

713 タガノルミナーレ 牝5黒鹿55 松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470－ 2 〃 クビ 37．3


47 
 エーシンルミナス 牝5鹿 55 北村 友一�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 466＋ 4 〃 アタマ 76．4�
35 ケイアイユニコーン 牡5栗 57 太宰 啓介亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 480± 0 〃 ハナ 22．2�
610 シンジュボシ 牝4栗 55 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 494＋141：20．9� 6．3
46 ジンセイハオマツリ 牡4黒鹿57 福永 祐一小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 486－ 61：21．0� 18．4�
58 カイシュウタビビト 牡5芦 57 和田 竜二飯村 孝男氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 520＋ 21：21．1� 107．0�
34 ヒルノクオリア 牡4鹿 57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 470＋ 21：21．42 18．2�
814 ケイアイヴァーゲ 牡4鹿 57 藤田 伸二亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 440－ 61：21．61	 27．3�

（14頭）
23 クリノチョモランマ 牡4青鹿57 北村 宏司栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 516＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 44，157，100円 複勝： 73，803，200円 枠連： 30，550，500円
馬連： 102，110，900円 馬単： 55，642，300円 ワイド： 44，123，100円
3連複： 127，546，900円 3連単： 204，165，100円 計： 682，099，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 150円 � 200円 枠 連（2－6） 330円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 260円 �� 510円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 6，020円

票 数

単勝票数 差引計 441571（返還計 12341） 的中 � 154506（1番人気）
複勝票数 差引計 738032（返還計 22064） 的中 � 175307（1番人気）� 141167（2番人気）� 78184（4番人気）
枠連票数 差引計 305505（返還計 2669） 的中 （2－6） 68363（1番人気）
馬連票数 差引計1021109（返還計 75630） 的中 �� 132724（1番人気）
馬単票数 差引計 556423（返還計 40064） 的中 �� 44978（1番人気）
ワイド票数 差引計 441231（返還計 35148） 的中 �� 49067（1番人気）�� 20132（4番人気）�� 16900（5番人気）
3連複票数 差引計1275469（返還計175211） 的中 ��� 50931（2番人気）
3連単票数 差引計2041651（返還計263123） 的中 ��� 25065（4番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―11．3―11．5―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―34．8―46．1―57．6―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンスディレクター �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．8 阪神1着

2010．3．20生 牡4鹿 母 マザーリーフ 母母 スカラシップ 6戦3勝 賞金 32，464，000円
〔競走除外〕 クリノチョモランマ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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。

13046 5月4日 晴 良 （26京都3）第4日 第10競走 ��
��1，400�

た ん ご

端午ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

815 メイショウパワーズ 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 470± 01：24．1 13．3�
714 コーリンベリー 牝3栗 55 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 456－ 4 〃 クビ 3．7�
510 ダイリュウキセキ 牝3黒鹿54 小林 徹弥大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 436＋ 41：24．63 47．7�
36 ク ー ゲ ル 牡3栗 56 武 豊幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 504－ 2 〃 アタマ 4．2�
59 � ニシケンモノノフ 牡3栗 57 田辺 裕信西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 494＋ 41：24．81	 25．3�
48 
 ナンチンノン 牡3栗 56 C．ウィリアムズ 加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 494± 01：24．9クビ 11．6�
（豪）

816 メイショウオセアン 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好	氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 538＋ 61：25．32	 12．4

12 ビートゴーズオン 牝3栗 54 石橋 脩 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 01：25．4� 43．7�
611
 サリレモンド 牡3栗 56 和田 竜二ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

500＋ 81：25．5	 136．1�
713 フクノドリーム 牝3栗 55 横山 和生福島 実氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 470－ 2 〃 クビ 8．3�
11 
 シ ャ ラ ク 牡3鹿 56 蛯名 正義林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 504＋ 21：26．03 16．7�
47 ケルヴィンサイド 牡3鹿 56 北村 友一 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 518－ 21：26．1	 47．7�
24 ア レ ッ ト 牡3青 56 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 494－ 21：26．31	 68．7�
35 フローズンロープ 牡3黒鹿56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス 角居 勝彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 81：26．93	 6．1�

612 グランシェリー 牝3芦 54 秋山真一郎間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 480－ 21：27．0クビ 25．8�

（15頭）
23 ビタミンエース 牡3鹿 56 古川 吉洋村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 57，599，800円 複勝： 86，639，600円 枠連： 48，241，200円
馬連： 165，910，200円 馬単： 83，656，300円 ワイド： 63，718，800円
3連複： 214，068，400円 3連単： 335，356，900円 計： 1，055，191，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 330円 � 190円 � 900円 枠 連（7－8） 750円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 810円 �� 4，020円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 19，390円 3 連 単 ��� 104，480円

票 数

単勝票数 計 575998 的中 � 34281（7番人気）
複勝票数 計 866396 的中 � 68441（4番人気）� 146133（1番人気）� 20575（12番人気）
枠連票数 計 482412 的中 （7－8） 47735（3番人気）
馬連票数 計1659102 的中 �� 58600（6番人気）
馬単票数 計 836563 的中 �� 10727（23番人気）
ワイド票数 計 637188 的中 �� 20298（5番人気）�� 3787（51番人気）�� 6214（31番人気）
3連複票数 計2140684 的中 ��� 8150（70番人気）
3連単票数 計3353569 的中 ��� 2369（357番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―12．3―12．5―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．7―34．2―46．5―59．0―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウパワーズ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2013．11．23 京都5着

2011．3．27生 牡3栗 母 マイラッキー 母母 エレクションスター 8戦3勝 賞金 40，342，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 ビタミンエース号は，疾病〔右肩跛行〕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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 オメガヴェンデッタ号・オートロンシャン号・セトアロー号・ダウトレス号・ノースショアビーチ号・

ペガサスジュニア号・ベストルーラー号・メイショウコルノ号・ロスヴァイセ号・ローブデソワ号
（非抽選馬） 1頭 アースコネクター号
※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。

２レース目



13047 5月4日 晴 良 （26京都3）第4日 第11競走 ��
��3，200�第149回天 皇 賞 （ 春 ）（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，58�，牝馬2�減

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 132，000，000円 53，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，200，000円
付 加 賞 3，780，000円 1，080，000円 540，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

3：13．4
3：13．4
3：13．4

良
良
良

47 フェノーメノ 牡5青鹿58 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム 498＋103：15．1 11．5�
612 ウインバリアシオン 牡6鹿 58 武 幸四郎�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 526± 0 〃 クビ 6．5�
36 ホッコーブレーヴ 牡6鹿 58 田辺 裕信矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 478－ 2 〃 ハナ 101．5�
714 キ ズ ナ 牡4青鹿58 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 63：15．2� 1．7�
59 タニノエポレット 牡7鹿 58 和田 竜二谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 506－ 23：15．41� 169．4	
510 フェイムゲーム 牡4青鹿58 北村 宏司 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452± 03：15．5� 91．7

48 ゴールドシップ 牡5芦 58 C．ウィリアムズ 小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 B506－ 23：15．6クビ 4．3�

（豪）

23 サトノノブレス 牡4黒鹿58 浜中 俊里見 治氏 池江 泰寿 洞	湖 メジロ牧場 508－ 4 〃 アタマ 36．9�
611 ラストインパクト 牡4青鹿58 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 23：15．7� 53．5
24 サイレントメロディ 牡7青 58 池添 謙一 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B492－143：16．12� 283．1�
12 アドマイヤフライト 牡5鹿 58 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 534＋ 4 〃 クビ 58．3�
713 オーシャンブルー 牡6鹿 58 藤田 伸二青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム B444－ 23：16．2クビ 179．2�
715 アドマイヤラクティ 牡6鹿 58 四位 洋文近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 クビ 88．5�
35 
 レッドカドー �8栗 58 G．モッセ R.J．アカーリ氏 E．ダンロップ 英 Foursome

Thoroughbreds 486 〃 アタマ 87．2�
（Red Cadeaux（GB）） （英） （仏）

817 ヒットザターゲット 牡6栗 58 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 520＋ 23：16．62� 206．5�
816 ジャガーメイル 牡10鹿 58 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B482－ 63：17．02� 279．2�
818 デスペラード 牡6鹿 58 横山 典弘市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 486－ 63：17．31� 27．4�
11 アスカクリチャン 牡7鹿 58 秋山真一郎栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 496± 03：18．89 201．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 1，011，172，700円 複勝： 911，104，300円 枠連： 616，664，500円 馬連： 2，404，580，400円 馬単： 1，623，217，500円
ワイド： 819，121，100円 3連複： 3，341，331，100円 3連単： 8，531，088，400円 5重勝： 717，970，700円 計： 19，976，250，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 310円 � 220円 � 1，470円 枠 連（4－6） 780円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 740円 �� 7，050円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 38，790円 3 連 単 ��� 211，180円

5 重 勝
対象競走：東京10R／京都10R／新潟11R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 3，230，870円

票 数

単勝票数 計10111727 的中 � 698082（4番人気）
複勝票数 計9111043 的中 � 814052（4番人気）� 1279669（3番人気）� 132961（11番人気）
枠連票数 計6166645 的中 （4－6） 589430（3番人気）
馬連票数 計24045804 的中 �� 854767（6番人気）
馬単票数 計16232175 的中 �� 211549（17番人気）
ワイド票数 計8191211 的中 �� 292175（6番人気）�� 27543（50番人気）�� 60957（28番人気）
3連複票数 計33413311 的中 ��� 63573（87番人気）
3連単票数 計85310884 的中 ��� 29814（401番人気）
5重勝票数 計7179707 的中 ����� 164

ハロンタイム 12．8―12．0―12．1―12．4―12．4―12．1―11．3―12．5―12．9―12．9―12．9―12．3―11．7―12．0―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．8―36．9―49．3―1：01．7―1：13．8―1：25．1―1：37．6―1：50．5―2：03．4―2：16．3―2：28．6

2，600� 2，800� 3，000�
―2：40．3―2：52．3―3：03．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．5―3F34．8
1
�

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

フェノーメノ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Danehill デビュー 2011．10．30 東京1着

2009．4．20生 牡5青鹿 母 ディラローシェ 母母 Sea Port 14戦7勝 賞金 629，108，000円
〔騎手変更〕 ウインバリアシオン号の騎手A．シュタルケは，第5競走での落馬負傷のため武幸四郎に変更。
〔制裁〕 フェノーメノ号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。
（非抽選馬） 3頭 サイモントルナーレ号・タマモベストプレイ号・バンデ号
※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。

13048 5月4日 晴 良 （26京都3）第4日 第12競走 ��
��1，400�

たかせがわ

高瀬川ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．4．27以降26．4．27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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

12 エンジョイタイム 牡6鹿 53 太宰 啓介前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 480－ 61：24．9 150．4�
47 ブロードソード 牡4黒鹿56 浜中 俊 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 496－ 41：25．11 2．7�
611� モエレジュンキン 牡7鹿 54 和田 竜二鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 474－ 8 〃 クビ 113．0�
24 ヤマノサファイア 牡6栗 55 義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 440＋ 21：25．2クビ 35．2�
815 ケンエンブレム 牡6鹿 54 横山 和生中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 468－ 4 〃 クビ 164．2�
713 アメージングタクト 牡4鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 01：25．3� 4．9	
11 ミヤジエルビス 牡4青鹿55 福永 祐一曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 494＋ 6 〃 ハナ 10．2

48 アマノレインジャー 牡6栗 55 北村 友一中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 504＋ 81：25．51	 36．1�
36 シゲルスダチ 牡5芦 56 酒井 学森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 436－ 4 〃 ハナ 34．2�
612� セ イ ラ 牝5栗 52 藤田 伸二萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 458＋ 4 〃 ハナ 9．6
59 スズカロジック 牡6栗 55 北村 宏司永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 494－ 21：25．71	 24．4�
510 クランチタイム 牡6鹿 55 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 506± 0 〃 アタマ 113．7�
816 タガノミューチャン 牝4鹿 52 吉田 豊八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508± 0 〃 アタマ 12．0�
35 キクノフレヴァン 牡8鹿 54 松山 弘平菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 482－ 41：26．12
 122．7�
23 ソ ラ ニ ー 牡4黒鹿55 武 豊井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 488± 01：26．2
 4．8�
714 ケージーヨシツネ 牡6鹿 54 C．ウィリアムズ 川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 458－101：27．37 47．4�

（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，909，500円 複勝： 125，832，700円 枠連： 55，002，300円
馬連： 221，200，100円 馬単： 128，972，700円 ワイド： 98，469，700円
3連複： 304，555，300円 3連単： 550，297，800円 計： 1，573，240，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，040円 複 勝 � 3，210円 � 150円 � 1，290円 枠 連（1－4） 1，030円

馬 連 �� 18，860円 馬 単 �� 70，410円

ワ イ ド �� 7，400円 �� 38，000円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 259，550円 3 連 単 ��� 2，603，340円

票 数

単勝票数 計 889095 的中 � 4660（15番人気）
複勝票数 計1258327 的中 � 7791（16番人気）� 322804（1番人気）� 20127（12番人気）
枠連票数 計 550023 的中 （1－4） 39581（4番人気）
馬連票数 計2212001 的中 �� 8659（44番人気）
馬単票数 計1289727 的中 �� 1352（121番人気）
ワイド票数 計 984697 的中 �� 3270（59番人気）�� 631（115番人気）�� 7982（28番人気）
3連複票数 計3045553 的中 ��� 866（317番人気）
3連単票数 計5502978 的中 ��� 156（2188番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．9―47．2―59．9―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 ・（3，14）16（6，7）（5，9）11－（1，8，10）（12，13，15）－（4，2） 4 ・（3，14）16（9，7）（5，6）11（1，8）10（12，13）15（4，2）

勝馬の
紹 介

エンジョイタイム �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2010．9．5 小倉7着

2008．4．27生 牡6鹿 母 ゲッチュアドリーム 母母 Overact 24戦5勝 賞金 57，891，000円
〔騎手変更〕 シゲルスダチ号の騎手A．シュタルケは，第5競走での落馬負傷のため酒井学に変更。
〔発走状況〕 スズカロジック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ブロードソード号の騎手浜中俊は，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。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スズカロジック号は，平成26年5月5日から平成26年6月3日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オースミイージー号・デルマイザナミ号・フミノメモリー号・ヘアーオブザドッグ号
※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。

５レース目



（26京都3）第4日 5月4日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

455，540，000円
5，960，000円
7，450，000円
42，500，000円
71，579，000円
5，398，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
1，425，749，500円
1，573，478，300円
870，395，800円
3，376，438，400円
2，190，688，100円
1，251，818，100円
4，633，813，500円
10，656，816，200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 26，697，168，600円

総入場人員 81，849名 （有料入場人員 77，699名）
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