
13133 5月31日 晴 良 （27京都3）第12日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50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

815 レンズフルパワー 牡3鹿 56 藤岡 康太田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 486－101：12．6 23．5�
36 カシノランド 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 464＋ 41：12．91� 10．7�
816 タイキラトナンジュ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 450－ 21：13．32� 5．2�

23 サーティグランド 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 490± 0 〃 ハナ 174．0�
510 ヤマイチシンバ 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿坂本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 競優牧場 504± 01：13．61� 15．5�
713 ホッコービフレスト 牡3鹿 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 470－ 21：13．81� 19．2	
59 ショウナンラージャ 牡3青鹿56 幸 英明国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 中原牧場 438＋ 81：14．22� 18．7

11 ド ラ グ ー ン 牡3鹿 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 41：14．3� 2．3�
12 ト キ ワ 牝3鹿 54 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 462＋ 61：14．51� 6．7�
47 キクノメドウ 牝3青鹿54 松山 弘平菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 442＋ 21：15．35 238．2
35 サンライズシーズン 牡3栗 56 �島 良太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 新冠 松本 信行 460＋201：15．51� 87．6�
48 メイショウボノム 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 464＋ 41：16．13� 7．0�
714 レ イ ト リ ー 牝3栗 54

51 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 西園 正都 浦河 川越ファーム 420 ―1：16．73� 208．7�

24 ノッツダルジェント 牝3青鹿54 北村 友一樋上 博昭氏 庄野 靖志 新ひだか タガミファーム 462 ―1：18．6大差 69．2�
611 ピークハント 牡3鹿 56 松田 大作村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 530 ―1：20．4大差 274．1�
612 アイファーマリー 牝3黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 396＋ 61：21．57 458．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，612，200円 複勝： 43，751，600円 枠連： 14，230，100円
馬連： 63，629，100円 馬単： 32，136，000円 ワイド： 32，378，200円
3連複： 81，121，700円 3連単： 114，581，700円 計： 405，440，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 700円 � 280円 � 270円 枠 連（3－8） 1，990円

馬 連 �� 12，010円 馬 単 �� 22，190円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 1，540円 �� 710円

3 連 複 ��� 13，300円 3 連 単 ��� 112，710円

票 数

単勝票数 計 236122 的中 � 8023（9番人気）
複勝票数 計 437516 的中 � 14303（9番人気）� 44167（4番人気）� 45174（3番人気）
枠連票数 計 142301 的中 （3－8） 5519（9番人気）
馬連票数 計 636291 的中 �� 4364（32番人気）
馬単票数 計 321360 的中 �� 1086（63番人気）
ワイド票数 計 323782 的中 �� 3124（28番人気）�� 5317（20番人気）�� 12324（7番人気）
3連複票数 計 811217 的中 ��� 4573（48番人気）
3連単票数 計1145817 的中 ��� 737（323番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―11．9―12．3―12．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．9
3 ・（15，16）（6，13）（9，10）（1，2）－（3，7）8，5，14－4＝12＝11 4 ・（15，16）13，6（1，9，10）－2－（3，7）－（8，5，14）＝4＝12－11

勝馬の
紹 介

レンズフルパワー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キャロルハウス デビュー 2014．9．28 阪神11着

2012．5．12生 牡3鹿 母 キャロルブラボー 母母 サーストンフラッグ 9戦1勝 賞金 7，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を9時51分に変更。
〔発走状況〕 ショウナンラージャ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レイトリー号・ノッツダルジェント号・ピークハント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年6月30日まで平地競走に出走できない。
アイファーマリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月31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 アグネスエピソード号・シゲルゴホウサイ号・ヤマニンプチローブ号

13134 5月31日 晴 良 （27京都3）第12日 第2競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走10時20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

47 ウイングジャパン 牡3栗 56 松山 弘平池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 488＋ 82：27．0 12．3�
11 サトノダイレンサ 牡3青鹿56 浜中 俊里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 クビ 7．8�
714 マーブルバトル 牡3黒鹿56 池添 謙一下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 488± 02：27．1� 13．5�
36 ジュンファイトクン 牡3栗 56 四位 洋文河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 ハナ 5．8�
24 シップーコウライ 牡3栗 56 幸 英明間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 466＋ 8 〃 ハナ 15．1�
48 ケルンダッシュ 牡3鹿 56 藤岡 康太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 482＋ 42：27．2クビ 2．3�
35 ピアノコンチェルト 牝3黒鹿54 柴田 未崎 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 414＋142：27．41 97．8

510 レ レ オ ー ネ 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 16．5�
23 コウザンジョウオー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼山下 良子氏 田所 秀孝 新冠 新冠伊藤牧場 432＋ 22：27．82� 130．8
713 クリノイーソー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 478＋ 2 〃 ハナ 29．9�
715 ロードプレステージ 牡3黒鹿56 �島 良太 	ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 438－ 4 〃 クビ 80．6�
611 ニシノクラレット 牝3栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 446＋ 22：28．12 153．9�
817 ミスズミラクル 牡3黒鹿56 大野 拓弥永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 478± 02：28．2� 186．5�
818 ディープアントス 牝3鹿 54 国分 優作北畑 忍氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 428＋ 4 〃 ハナ 38．0�
612 コウエイイプシロン 牡3栗 56 太宰 啓介伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 490－ 4 〃 ハナ 197．3�
12 	 ケースバイケース 牝3黒鹿54 藤岡 佑介谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 484－102：28．52 7．6�
816 トウカイヒロイン 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 470＋ 22：28．92� 164．2�
59 テイエムマテンロウ 
3芦 56 小坂 忠士竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 中川 隆 500± 02：30．07 269．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，877，100円 複勝： 46，063，500円 枠連： 17，909，500円
馬連： 70，958，900円 馬単： 32，775，700円 ワイド： 35，737，700円
3連複： 86，872，900円 3連単： 111，488，900円 計： 427，684，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 370円 � 260円 � 340円 枠 連（1－4） 470円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 14，590円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 1，770円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 22，370円 3 連 単 ��� 151，930円

票 数

単勝票数 計 258771 的中 � 16714（5番人気）
複勝票数 計 460635 的中 � 31032（6番人気）� 48660（3番人気）� 35377（4番人気）
枠連票数 計 179095 的中 （1－4） 29348（1番人気）
馬連票数 計 709589 的中 �� 9288（20番人気）
馬単票数 計 327757 的中 �� 1684（51番人気）
ワイド票数 計 357377 的中 �� 4852（22番人気）�� 5215（20番人気）�� 5639（18番人気）
3連複票数 計 868729 的中 ��� 2912（61番人気）
3連単票数 計1114889 的中 ��� 532（408番人気）

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

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―23．7―35．3―48．5―1：02．0―1：14．3―1：26．4―1：38．9―1：51．1―2：03．1―2：15．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウイングジャパン �
�
父 エイシンデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．10．26 東京7着

2012．6．2生 牡3栗 母 ド ゥ オ ナ ー 母母 オナーザミント 10戦1勝 賞金 9，300，000円
〔制裁〕 サトノダイレンサ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・7番）
※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。
（非抽選馬） 7頭 サイダーパンチ号・セルリアンセレーノ号・トミースマイル号・トモノサンドラ号・ヒロノサンサン号・

ヤマニントライブ号・リッチゴールド号

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

第３回 京都競馬 第12日



13135 5月31日 晴 良 （27京都3）第12日 第3競走 ��1，800�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
1：43．9
1：43．9

良
良

48 メモリーデシジョン �3栗 56 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 464－ 21：48．2 147．2�
35 ピースオブジャパン 牡3栗 56 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B476＋ 21：48．3� 2．3�
612 アドマイヤロワ 牡3鹿 56 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 472± 01：48．4� 11．1�
12 サダムエルドラド 牡3青鹿56 北村 友一大西 定氏 松田 博資 洞�湖 レイクヴィラファーム 502＋ 81：48．5� 23．6�
59 クロイツェル 牡3黒鹿56 池添 謙一 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484＋ 8 〃 ハナ 6．4	
818 レッドペルル 牝3鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 浦河 大北牧場 464± 0 〃 ハナ 14．1

11 アクアブルーハート 牝3黒鹿54 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 大北牧場 428± 0 〃 クビ 111．5�
715 ルートヴィヒコード 牡3鹿 56 藤田 伸二�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 01：48．71 4．6�
23 ア ズ リ ー ニ 牝3鹿 54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442± 01：48．8� 175．9
611 サンチェロキー 牡3栗 56 田中 博康加藤 信之氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 452± 01：48．9クビ 19．5�
36 ライゼリート 牝3青鹿54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 追分ファーム 396－ 61：49．0� 52．7�
24 キングダッシュ 牡3栗 56 幸 英明本間 茂氏 山内 研二 浦河 大道牧場 484－ 61：49．21	 17．3�
510 ア ジ ル 牡3鹿 56 太宰 啓介村上 稔氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 454＋ 2 〃 ハナ 132．8�
714 スターペスカンタ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣河野和香子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 502－ 6 〃 ハナ 25．2�
817 リ プ カ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 376± 0 〃 クビ 38．3�
47 テイエムマンゲツ 牝3栗 54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 452－101：49．3クビ 61．1�
816 ミラクルナイト 牡3芦 56 水口 優也小野 博郷氏 石橋 守 新冠 山岡ファーム 472± 01：49．51� 275．6�
713 クインズメンテ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真 �クイーンズ・ランチ 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 428－321：57．1大差 301．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，568，900円 複勝： 42，345，400円 枠連： 18，793，400円
馬連： 69，988，700円 馬単： 32，590，800円 ワイド： 34，971，700円
3連複： 82，480，100円 3連単： 109，397，600円 計： 417，136，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，720円 複 勝 � 1，430円 � 130円 � 250円 枠 連（3－4） 7，380円

馬 連 �� 30，860円 馬 単 �� 82，570円

ワ イ ド �� 7，900円 �� 20，170円 �� 560円

3 連 複 ��� 82，480円 3 連 単 ��� 922，240円

票 数

単勝票数 計 265689 的中 � 1443（15番人気）
複勝票数 計 423454 的中 � 5146（13番人気）� 116804（1番人気）� 39292（4番人気）
枠連票数 計 187934 的中 （3－4） 1973（21番人気）
馬連票数 計 699887 的中 �� 1871（52番人気）
馬単票数 計 325908 的中 �� 296（123番人気）
ワイド票数 計 349717 的中 �� 1092（56番人気）�� 425（91番人気）�� 17510（3番人気）
3連複票数 計 824801 的中 ��� 750（155番人気）
3連単票数 計1093976 的中 ��� 86（1282番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．5―48．3―1：00．8―1：13．3―1：25．1―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．9
3 ・（18，12）（8，15）（7，9）（3，14）（1，17）（5，6）（4，10）（2，16，11）＝13 4 ・（18，12）（8，15）（7，9）（3，17）（1，5，14）6（4，2，10，11）16＝13

勝馬の
紹 介

メモリーデシジョン �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2014．11．30 京都5着

2012．3．20生 �3栗 母 メモリーフローラ 母母 バ ラ ワ キ 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クインズメンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月30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。
（非当選馬） 3頭 エイシンシャンプー号・エドノジョンソン号・リミットレス号

13136 5月31日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27京都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

11 メイショウゼロセン 牡4黒鹿59 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 494－ 63：16．0 5．0�
711 ファイアーシチー 牡4青鹿59 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 464－ 43：17．06 10．8�
34 サ チ ゴ ロ ウ 牡5栗 60 佐久間寛志小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 492－ 23：17．74 10．2�
610 メイショウライウン 牡4鹿 59 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 454± 03：18．33� 10．0�
813 マイネルドメニカ 牡6栗 60 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌和 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 23：18．93� 25．7�
712 ホ ト ト ヤ エ 牝4黒鹿57 五十嵐雄祐井上 一郎氏 浅野洋一郎 新冠 パカパカ

ファーム 482－ 23：19．96 19．4	
46 � アスターコリント �6黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 540＋ 43：20．0	 40．8

45 クリノキングムーン 牡4黒鹿59 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 432＋ 63：20．31	 4．1�
22 オリエンタルサン 牡5鹿 60 高野 和馬下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 458－ 43：20．61	 27．5�
33 サクラアルディート 牡7鹿 60 中村 将之�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 496＋ 43：22．19 4．6
58 キョウワアーサー 牡5栗 60 黒岩 悠�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 466＋ 63：24．8大差 142．3�
57 エ ス ペ リ ア 牡6栗 60 北沢 伸也佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 478＋10 （競走中止） 15．7�
69 マサノジュエリー 牝4鹿 57 難波 剛健猪野毛雅人氏 加藤 敬二 浦河 馬道 繁樹 482＋10 （競走中止） 71．4�
814 シゲルハリマ 牡4栗 59 植野 貴也森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 508＋ 8 （競走中止） 14．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，473，500円 複勝： 23，399，000円 枠連： 16，782，800円
馬連： 50，935，900円 馬単： 24，529，100円 ワイド： 24，293，400円
3連複： 66，035，800円 3連単： 82，701，400円 計： 307，150，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 240円 � 300円 枠 連（1－7） 1，630円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，010円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 27，860円

票 数

単勝票数 計 184735 的中 � 29551（3番人気）
複勝票数 計 233990 的中 � 38944（2番人気）� 24172（4番人気）� 18200（6番人気）
枠連票数 計 167828 的中 （1－7） 7952（8番人気）
馬連票数 計 509359 的中 �� 19772（4番人気）
馬単票数 計 245291 的中 �� 4848（7番人気）
ワイド票数 計 242934 的中 �� 7214（5番人気）�� 6176（9番人気）�� 5471（13番人気）
3連複票数 計 660358 的中 ��� 7287（19番人気）
3連単票数 計 827014 的中 ��� 2152（47番人気）
上り 1マイル 1：48．5 4F 53．7－3F 40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウゼロセン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2013．11．9 京都5着

2011．4．9生 牡4黒鹿 母 ステイトリースター 母母 Stylish Star 障害：3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 アスターコリント号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 マサノジュエリー号は，1周目7号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

シゲルハリマ号は，2周目6号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
エスペリア号は，2周目6号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「シゲルハリマ」号に触れ，疾病〔右肩跛行〕を発症したた

め競走中止。
〔制裁〕 シゲルハリマ号の騎手植野貴也は，1周目3号障害を内側に斜飛したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番・9番・7

番・5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。
（非抽選馬） 1頭 テーオーレジェンド号



13137 5月31日 晴 良 （27京都3）第12日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時10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

815� ジェルブドール 牡3栗 56 浜中 俊山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Woodford
Thoroughbreds 494－121：25．2 1．3�

22 ビーチパラソル 牝3芦 54
53 ☆岩崎 翼谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 472＋ 61：25．41 20．4�

610 ゴーントレット 牡3黒鹿56 四位 洋文寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：25．5� 13．4�
814 サンレイルージュ 牝3鹿 54 	島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 448＋ 4 〃 アタマ 83．9�
58 オンワードバース 牡3鹿 56 藤田 伸二樫山 章子氏 柴田 政見 新冠 高橋 忍 436± 01：25．71 48．7�
59 タガノヴェルリー 牝3鹿 54 武 幸四郎八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B430± 0 〃 アタマ 16．9�
611 ナムラカグヤヒメ 牝3鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 434± 01：26．02 24．9	
712 メイショウオオラカ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 436＋ 61：26．21
 227．9

34 � アンクルダイチ 牡3鹿 56 藤岡 康太塚本 能交氏 高橋 亮 米

Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

480＋ 21：26．3� 5．1�
47 ファイアリシンゾウ 牡3青鹿 56

53 ▲義 英真 K.C．タン氏 中竹 和也 新ひだか 加野牧場 512＋ 41：26．72� 52．2�
35 � タイセイスウォード 牡3芦 56 古川 吉洋田中 成奉氏 森田 直行 むかわ 上水牧場 464± 0 〃 クビ 113．6
46 ウェディングラン 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 424＋ 41：26．91 170．8�
23 サウスリュウセイ 牡3鹿 56 津村 明秀南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 460－ 41：27．32� 88．2�
11 マコトダッソー 牡3栗 56 川須 栄彦�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 478－121：27．51
 179．9�
713 シゲルアオイマツリ 牡3黒鹿56 国分 恭介森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 458± 01：27．82 36．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，213，400円 複勝： 106，016，000円 枠連： 21，231，400円
馬連： 95，717，200円 馬単： 56，369，700円 ワイド： 44，604，900円
3連複： 107，750，600円 3連単： 221，308，600円 計： 690，211，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 280円 � 240円 枠 連（2－8） 1，040円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 500円 �� 430円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計 372134 的中 � 213709（1番人気）
複勝票数 計1060160 的中 � 745780（1番人気）� 32018（5番人気）� 38447（4番人気）
枠連票数 計 212314 的中 （2－8） 15683（4番人気）
馬連票数 計 957172 的中 �� 62642（4番人気）
馬単票数 計 563697 的中 �� 27840（6番人気）
ワイド票数 計 446049 的中 �� 23376（4番人気）�� 27713（3番人気）�� 6828（18番人気）
3連複票数 計1077506 的中 ��� 27533（9番人気）
3連単票数 計2213086 的中 ��� 19606（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．5―46．6―59．4―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジェルブドール �
�
父 Congrats �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2014．12．7 中京1着

2012．2．17生 牡3栗 母 G City Gal 母母 Credenza 6戦2勝 賞金 24，214，000円
〔制裁〕 ビーチパラソル号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・9番）
※出走取消馬 ショウサンカーズ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ウーマン号・オールオブユー号・サンビショップ号・スレッジハンマー号・スーサンジョイ号・セルリアンコスモ号・

ダノンブライト号・ラブミークン号

13138 5月31日 晴 良 （27京都3）第12日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走12時45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
1：06．7
1：06．5

良
良

712 トウカイセンス 牝4鹿 55 藤岡 佑介内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 448＋ 41：08．2 14．9�
59 バトルムーングロウ 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 488＋ 6 〃 クビ 24．8�
814 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 57 川島 信二加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 476－ 61：08．3クビ 11．1�
610 トシストロング 牡4鹿 57 浜中 俊上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 480± 01：08．4� 3．9�
47 ジンセイハオマツリ 牡5黒鹿57 太宰 啓介小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 496－ 4 〃 アタマ 5．8�
23 サフランスカイ 牡4鹿 57 四位 洋文海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 462± 0 〃 ハナ 5．7�
46 ケントヒーロー 牡5栗 57

54 ▲加藤 祥太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 478－ 41：08．5クビ 12．3	
815 タガノレベッカ 牝4栗 55 松田 大作八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 2 〃 クビ 65．5

58 デンコウウノ 牡4鹿 57 	島 良太田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 480－ 61：08．6
 133．4�
11 ラ イ ザ ン 牡4青鹿57 藤岡 康太林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458＋101：08．81� 21．9�
713 オベーション 牝4鹿 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 坂本牧場 452＋ 2 〃 ハナ 13．0
34 � セルリアンシュロス 牡4青鹿57 国分 恭介�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 492－ 21：08．9
 7．1�
611� マリナーズコンパス 牝5鹿 55 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 440＋161：09．11� 169．3�
35 アグネスキズナ 5栗 57

54 ▲城戸 義政渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 488＋ 2 〃 ハナ 43．9�
22 サチノリーダース 牡5青鹿57 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 新冠 競優牧場 462＋ 81：09．2クビ 16．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，751，000円 複勝： 46，075，100円 枠連： 17，590，200円
馬連： 83，302，200円 馬単： 33，540，600円 ワイド： 37，902，200円
3連複： 99，871，900円 3連単： 123，140，400円 計： 469，173，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 510円 � 810円 � 480円 枠 連（5－7） 7，690円

馬 連 �� 28，320円 馬 単 �� 42，780円

ワ イ ド �� 7，320円 �� 3，980円 �� 4，200円

3 連 複 ��� 83，500円 3 連 単 ��� 633，160円

票 数

単勝票数 計 277510 的中 � 14822（8番人気）
複勝票数 計 460751 的中 � 24129（8番人気）� 14359（10番人気）� 26231（7番人気）
枠連票数 計 175902 的中 （5－7） 1771（27番人気）
馬連票数 計 833022 的中 �� 2426（61番人気）
馬単票数 計 335406 的中 �� 588（119番人気）
ワイド票数 計 379022 的中 �� 1329（61番人気）�� 2464（46番人気）�� 2332（49番人気）
3連複票数 計 998719 的中 ��� 897（198番人気）
3連単票数 計1231404 的中 ��� 141（1280番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．1―11．2―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―33．9―45．1―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイセンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．2．9 京都7着

2011．5．9生 牝4鹿 母 トウカイファイン 母母 トウカイステラ 13戦2勝 賞金 17，520，000円
〔その他〕 サチノリーダース号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サチノリーダース号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年7月31日まで出走できない。
※出走取消馬 ロードストーム号（疾病〔感冒〕のため）
※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。
（非抽選馬） 4頭 アブニール号・キュークッキング号・キングナポレオン号・マッドアバウトユー号



13139 5月31日 晴 良 （27京都3）第12日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時20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

611 テーオービックバン 牡4栗 57
54 ▲城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496＋ 21：45．7 3．4�
715 エーシンマイェスタ 牡5黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 532－ 21：45．8� 10．7�
714 マイネリベルタス 牝4鹿 55 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 4 〃 ハナ 18．9�
23 マラムデール 牝4栗 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：45．9クビ 22．1�
11 ティーエスネオ 牡4芦 57 大野 拓弥田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 526－ 21：46．11� 27．1	
35 エ イ ン セ ル 牝5鹿 55 松田 大作吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 クビ 4．2

36 ピエールドリュヌ 牝4黒鹿55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 480＋221：46．2クビ 10．8�
48 ウイントゥモロー 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 504＋ 2 〃 クビ 29．3�
816 ブレイクアウト 牡4青鹿57 古川 吉洋安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 482＋ 81：46．3クビ 37．0
818 ダブルイーグル 牡7鹿 57

54 ▲加藤 祥太田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 480－ 6 〃 クビ 117．8�
24 グ ラ ー ネ 牡6鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：46．51 20．9�
12 ガーリッシュハート 牝4鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 462＋ 6 〃 クビ 16．8�
510 パープルパルピナ 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 494± 01：46．6クビ 67．0�
59 ディレットリーチェ 牝5栗 55 川須 栄彦飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 518＋10 〃 クビ 63．1�
713 アイスブレイク 牝4青鹿55 藤岡 佑介安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 478＋161：46．81� 46．6�
47 カレンヴィットリア 牡4黒鹿57 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B500± 01：47．11� 5．9�
612 ハギノセゾン 牝4青鹿55 四位 洋文安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 466＋ 2 〃 アタマ 139．7�

（17頭）
817 トップアート 牡4鹿 57 浜中 俊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B432－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，590，400円 複勝： 40，011，700円 枠連： 28，231，100円
馬連： 61，195，000円 馬単： 25，622，000円 ワイド： 34，035，000円
3連複： 61，903，200円 3連単： 76，247，800円 計： 351，836，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 280円 � 400円 枠 連（6－7） 1，200円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，200円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 39，260円

票 数

単勝票数 差引計 245904（返還計 50979） 的中 � 56899（1番人気）
複勝票数 差引計 400117（返還計 55180） 的中 � 71774（1番人気）� 35471（4番人気）� 21979（6番人気）
枠連票数 計 282311 的中 （6－7） 18110（5番人気）
馬連票数 差引計 611950（返還計265189） 的中 �� 20019（5番人気）
馬単票数 差引計 256220（返還計112763） 的中 �� 4840（8番人気）
ワイド票数 差引計 340350（返還計 91491） 的中 �� 11440（4番人気）�� 7263（9番人気）�� 3715（24番人気）
3連複票数 差引計 619032（返還計366395） 的中 ��� 4907（20番人気）
3連単票数 差引計 762478（返還計496713） 的中 ��� 1408（77番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―12．2―12．2―12．1―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．1―34．4―46．6―58．8―1：10．9―1：22．5―1：33．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオービックバン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 東京8着

2011．1．30生 牡4栗 母 ゴットザビート 母母 サーティエイトゴーゴー 17戦2勝 賞金 24，600，000円
〔競走除外〕 トップアート号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 カレンヴィットリア号の調教師平田修は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キンコバン号

13140 5月31日 晴 良 （27京都3）第12日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時55分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

68 � アウォーディー 牡5鹿 57 藤岡 佑介前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Management B508＋ 21：58．5 6．1�

710 スペキュレイター 牡5鹿 57 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 500＋12 〃 クビ 34．1�
56 フ ァ シ ー ノ 牡4鹿 57 北村 友一 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 476＋ 41：58．6	 3．2�
22 コ ル サ ー レ 牡4黒鹿57 松田 大作 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 488± 01：59．02	 6．0�
812 マイティースコール 牡7栗 57 
島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：59．21	 25．3�
711 トウキョウタフガイ 牡4鹿 57 松山 弘平市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 478± 01：59．41� 8．2	
813 パドルウィール 牡4芦 57 浜中 俊 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 2 〃 ハナ 3．8

33 スリーロブロイ 牡6鹿 57 水口 優也永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 448－ 41：59．61 129．7�
44 � ノ ブ ペ イ ジ 牡4鹿 57 藤田 伸二前田 亘輝氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 450＋10 〃 アタマ 121．2
45 � ザトゥルーエアー 牡4鹿 57 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 456± 01：59．81 11．8�
57 キンショータイム 牡5栗 57

54 ▲加藤 祥太礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 490＋ 8 〃 アタマ 121．3�
11 マハロチケット 牡4鹿 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 480＋121：59．9	 30．0�
69 フォルシャー 牡4栗 57 川須 栄彦 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 470－ 22：00．64 41．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，064，500円 複勝： 55，092，700円 枠連： 19，962，200円
馬連： 106，546，100円 馬単： 45，708，700円 ワイド： 43，483，100円
3連複： 112，000，500円 3連単： 175，942，000円 計： 592，799，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 830円 � 140円 枠 連（6－7） 2，150円

馬 連 �� 13，690円 馬 単 �� 16，570円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 360円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 10，090円 3 連 単 ��� 81，290円

票 数

単勝票数 計 340645 的中 � 44067（4番人気）
複勝票数 計 550927 的中 � 78650（4番人気）� 11487（10番人気）� 134531（1番人気）
枠連票数 計 199622 的中 （6－7） 7188（10番人気）
馬連票数 計1065461 的中 �� 6417（34番人気）
馬単票数 計 457087 的中 �� 2068（48番人気）
ワイド票数 計 434831 的中 �� 3271（35番人気）�� 35233（2番人気）�� 5494（22番人気）
3連複票数 計1120005 的中 ��� 8322（34番人気）
3連単票数 計1759420 的中 ��� 1569（235番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．1―47．4―59．2―1：11．3―1：22．9―1：34．2―1：46．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アウォーディー �
�
父 Jungle Pocket �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2012．12．24 阪神4着

2010．5．10生 牡5鹿 母 Heavenly Romance 母母 First Act 25戦4勝 賞金 97，378，000円
※アウォーディー号・ザトゥルーエアー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13141 5月31日 晴 良 （27京都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；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

612 メイショウソラーレ 牡5鹿 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 486＋ 61：52．5 4．9�
510 ショウナンアポロン 牡5鹿 57 藤田 伸二国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B498－ 2 〃 アタマ 3．1�
36 セイスコーピオン 牡5栗 57 藤岡 康太金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 492± 01：52．92	 6．5�
47 チェスナットバロン 牡6栗 57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 566－ 2 〃 クビ 7．0�
815 コウユーヒーロー 牡8青 57 北村 友一加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 538＋101：53．43 95．6�
11 スズカヴィグラス 牡6鹿 57 大野 拓弥永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B498－ 41：53．82	 19．6	
714 ドラゴンフォルテ 牡6鹿 57 四位 洋文窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 482－ 2 〃 クビ 65．9

713
 エーシンマックス 牡5栗 57 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 506± 01：54．01 52．0�
59 ルファルシオン 牡4芦 57 松山 弘平 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 504± 01：54．21	 12．2�
12 ブルータンザナイト 牡6青鹿57 高倉 稜桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 554± 01：54．3クビ 136．1
48 タイガーシード 牡6黒鹿57 国分 恭介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 506＋ 21：54．61� 191．0�
23 マイネルハルカゼ 牡5鹿 57 柴田 未崎 �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 492± 01：55．02	 38．1�
816� フェリーチェレガロ 牝5黒鹿55 川須 栄彦平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 482＋ 61：55．1� 20．2�
611 ヒミノオオタカ 牡5鹿 57 小坂 忠士佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 490± 01：55．52	 285．7�
35 セブンフォース 牡5栗 57 浜中 俊前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 554＋ 61：55．6	 6．5�
24 マイネルマーク 牡7青鹿57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B478－ 81：56．55 58．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，577，700円 複勝： 63，470，200円 枠連： 34，733，100円
馬連： 161，624，400円 馬単： 61，265，400円 ワイド： 62，308，800円
3連複： 172，845，900円 3連単： 248，281，500円 計： 844，107，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 130円 � 170円 枠 連（5－6） 570円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 290円 �� 470円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 5，630円

票 数

単勝票数 計 395777 的中 � 63754（2番人気）
複勝票数 計 634702 的中 � 101894（2番人気）� 141716（1番人気）� 86792（3番人気）
枠連票数 計 347331 的中 （5－6） 47057（2番人気）
馬連票数 計1616244 的中 �� 171372（1番人気）
馬単票数 計 612654 的中 �� 26987（3番人気）
ワイド票数 計 623088 的中 �� 58708（1番人気）�� 31763（3番人気）�� 38682（2番人気）
3連複票数 計1728459 的中 ��� 108633（1番人気）
3連単票数 計2482815 的中 ��� 31962（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．7―12．8―12．9―12．4―12．2―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―36．9―49．7―1：02．6―1：15．0―1：27．2―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウソラーレ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．1．27 京都9着

2010．4．23生 牡5鹿 母 メイショウシスタス 母母 ブラッシングロマン 34戦5勝 賞金 91，443，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
※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 イントレピッド号・ハギノタイクーン号・メイショウスミトモ号

13142 5月31日 晴 良 （27京都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，26．5．31以降27．5．24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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：19．3
1：19．0

良
良

48 ウ リ ウ リ 牝5青 55 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 41：19．0レコード 1．7�

11 ホウライアキコ 牝4鹿 53 津村 明秀小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 460＋ 41：19．21� 6．6�
12 ダノンプログラマー �9青鹿54 北村 友一�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 468－ 21：19．3	 46．7�
36 ウイングザムーン 牝6鹿 55 藤田 伸二�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 498－ 41：19．4
 10．5�
510 プリムラブルガリス 牡5鹿 55 四位 洋文吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 クビ 12．5	
59 ドレッドノート �7栗 54 太宰 啓介�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 478＋ 41：19．5	 88．5

23 ニ ン ジ ャ 牡6鹿 54 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 470± 01：19．6
 10．7�
47 メイショウヤタロウ 牡7鹿 54 高田 潤松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 494± 01：19．7クビ 18．3�
612 ナリタスーパーワン 牡6鹿 55 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 01：19．91 31．9
24 タマモトッププレイ 牡6黒鹿54 川島 信二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 494± 0 〃 クビ 28．8�
816� ランリョウオー �8黒鹿54 松田 大作吉田 和美氏 橋田 満 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

484＋ 4 〃 アタマ 32．7�
713 リヴェレンテ 牡7青鹿54 幸 英明 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 504± 01：20．0
 51．4�
817 サクラアドニス 牡7黒鹿55 松山 弘平�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 470＋ 41：20．21� 24．6�
611 レオアクティブ 牡6栗 55 大野 拓弥�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 448－141：20．83
 128．4�
35 レオンビスティー 牡6鹿 53 加藤 祥太備前島敏子氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 492＋ 81：20．9
 156．4�
815 サウンドリアーナ 牝5黒鹿52 高倉 稜増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 B486－ 4 〃 クビ 140．8�
714 シャイニーホーク 牡7栗 54 川須 栄彦小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 528－ 41：26．3大差 137．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 62，772，800円 複勝： 83，471，600円 枠連： 44，545，900円
馬連： 231，108，400円 馬単： 111，977，200円 ワイド： 86，724，500円
3連複： 270，895，600円 3連単： 479，165，400円 計： 1，370，661，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 700円 枠 連（1－4） 630円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，490円 �� 3，930円

3 連 複 ��� 9，860円 3 連 単 ��� 28，010円

票 数

単勝票数 計 627728 的中 � 281556（1番人気）
複勝票数 計 834716 的中 � 299269（1番人気）� 78115（3番人気）� 18766（12番人気）
枠連票数 計 445459 的中 （1－4） 53993（2番人気）
馬連票数 計2311084 的中 �� 236994（1番人気）
馬単票数 計1119772 的中 �� 77966（2番人気）
ワイド票数 計 867245 的中 �� 60083（2番人気）�� 14352（15番人気）�� 5275（41番人気）
3連複票数 計2708956 的中 ��� 20603（31番人気）
3連単票数 計4791654 的中 ��� 12402（81番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．0―11．0―10．9―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．0―45．0―55．9―1：07．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．0
3 1，17－9，5（3，15）8（12，14）2，6，16，7（10，13）（4，11） 4 ・（1，17）－9，3，5（8，15）12（2，6）16（14，7）（10，13）－（4，11）

勝馬の
紹 介

ウ リ ウ リ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．10．13 京都2着

2010．2．11生 牝5青 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 20戦5勝 賞金 162，761，000円
〔その他〕 シャイニーホーク号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

２レース目 ４レース目



13143 5月31日 晴 良 （27京都3）第12日 第11競走 ��
��1，600�

し ら ふ じ

白 藤 賞
発走16時05分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

711 ダノンシーザー 牡3鹿 56 藤岡 康太�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 456－101：34．1 17．3�
813 ネオスターダム 牡3黒鹿56 松山 弘平一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472－ 21：34．2� 2．7�
11 テルメディカラカラ 牝3黒鹿54 藤田 伸二小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 448＋ 81：34．41� 14．8�
57 ル ア ン ジ ュ 牝3青 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 464－14 〃 クビ 32．6�
58 	 ストーンウェア 牡3鹿 56 幸 英明吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 456± 01：34．5クビ 5．9�
46 ロイヤルストリート 牝3鹿 54 浜中 俊下河	行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 416＋ 21：34．6
 4．4

814 ブランドベルグ 牡3青鹿56 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 474－ 21：34．7
 10．1�
22 ウェーブキング 牡3鹿 56 北村 友一万波 健二氏 松田 博資 浦河 杵臼牧場 510＋20 〃 クビ 18．4�
33 サーサルヴァトーレ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－ 81：34．91 11．5�
69 アイオシルケン 牡3黒鹿56 岩崎 翼石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 462－ 81：35．11� 78．4�
712 マイネルレハイム 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 41：35．31
 43．7�
45 ラ ン ウ ェ イ 牝3鹿 54 四位 洋文井高 義光氏 小崎 憲 新ひだか 井高牧場 464＋ 21：35．62 18．8�
34 � ウ ー マ ン 牝3青鹿54 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 加藤牧場 448－101：36．02
 182．3�
610 タマモクラリティー 牝3鹿 54 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 430± 01：37．06 169．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，249，500円 複勝： 69，579，000円 枠連： 39，010，000円
馬連： 184，598，100円 馬単： 76，913，700円 ワイド： 67，398，200円
3連複： 196，872，100円 3連単： 326，304，700円 計： 1，012，925，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 380円 � 150円 � 400円 枠 連（7－8） 1，210円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 5，770円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，620円 �� 850円

3 連 複 ��� 10，200円 3 連 単 ��� 68，990円

票 数

単勝票数 計 522495 的中 � 24091（7番人気）
複勝票数 計 695790 的中 � 39422（7番人気）� 163612（1番人気）� 37816（8番人気）
枠連票数 計 390100 的中 （7－8） 24810（4番人気）
馬連票数 計1845981 的中 �� 60007（7番人気）
馬単票数 計 769137 的中 �� 9989（21番人気）
ワイド票数 計 673982 的中 �� 21522（6番人気）�� 6340（35番人気）�� 20790（7番人気）
3連複票数 計1968721 的中 ��� 14475（33番人気）
3連単票数 計3263047 的中 ��� 3429（231番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―36．1―48．7―1：00．7―1：12．0―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．4
3 ・（11，13）（6，7）（2，8）（1，4，14，12）（3，9）10，5 4 ・（11，13）（6，7）（2，8）1（14，12）4（3，9）5，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンシーザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2014．12．7 中京4着

2012．2．15生 牡3鹿 母 アイアムアドーター 母母 アイアムザウィナー 6戦2勝 賞金 19，843，000円
※ウーマン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13144 5月31日 晴 良 （27京都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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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

23 グッドマイスター 牡6鹿 57 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 474－ 61：52．6 6．0�
11 ディアブルーダー �4鹿 57 浜中 俊髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 514－ 81：52．92 4．1�
612 メイショウブーケ 牝4栗 55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B472＋12 〃 ハナ 38．2�
59 アグネスユニコーン 牡4黒鹿57 藤岡 康太渡辺公美子氏 村山 明 千歳 社台ファーム B498＋ 61：53．11	 21．3�
816 スズカウラノス 牡6鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 464＋ 41：53．95 14．0�
47 ポイントブランク 牡5栗 57 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 554＋181：54．11 8．6	
24 セルリアンサーロス 牡5栗 57 国分 恭介�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 522＋ 41：54．2
 122．0

12 スズカルパン 牡6鹿 57 岩崎 翼永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 462＋ 21：54．51
 5．0�
611 コスモマイギフト 牡6黒鹿57 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B490－ 41：54．92� 174．5�
714 サ ン レ ー ン 牝5鹿 55 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋101：55．0クビ 9．4
35 アスターフレンチ 牡5栗 57 津村 明秀加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 498－ 4 〃 クビ 44．2�
815 エーペックス 牡6青鹿57 小坂 忠士�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 506－ 61：56．17 136．4�
713 ハッピーエム 牝4鹿 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松下 武士 日高 原田牧場 432－ 4 〃 クビ 69．7�
48 エンキンドル 牡4青 57 藤岡 佑介 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 558－ 61：56．73� 7．1�
510 グレンガイル 牡4鹿 57 四位 洋文 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 488－ 21：57．02 25．1�
36 タイセイバスター 牡5鹿 57 太宰 啓介田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 510＋142：03．3大差 22．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，797，600円 複勝： 66，629，000円 枠連： 43，922，400円
馬連： 179，377，600円 馬単： 66，914，700円 ワイド： 66，028，200円
3連複： 208，079，600円 3連単： 321，589，600円 計： 998，338，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 200円 � 910円 枠 連（1－2） 650円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 600円 �� 3，720円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 22，350円 3 連 単 ��� 102，840円

票 数

単勝票数 計 457976 的中 � 60648（3番人気）
複勝票数 計 666290 的中 � 73018（4番人気）� 104287（2番人気）� 15192（12番人気）
枠連票数 計 439224 的中 （1－2） 52168（2番人気）
馬連票数 計1793776 的中 �� 100325（2番人気）
馬単票数 計 669147 的中 �� 17387（4番人気）
ワイド票数 計 660282 的中 �� 30266（2番人気）�� 4392（46番人気）�� 4906（41番人気）
3連複票数 計2080796 的中 ��� 6981（77番人気）
3連単票数 計3215896 的中 ��� 2267（334番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―13．0―12．6―12．3―12．6―12．7―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―36．7―49．3―1：01．6―1：14．2―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
14（1，6）（2，13）（3，5）7（15，8）9，16，10，12，4，11・（14，1）（3，6）（2，13，8）（7，5）（9，10）16（15，4）12－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッドマイスター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Nureyev デビュー 2011．11．6 新潟3着

2009．2．3生 牡6鹿 母 セニョラージェ 母母 Suavite 22戦4勝 賞金 93，160，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイバスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月30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。
（非抽選馬） 5頭 サンライズワールド号・ジャマイカジョー号・ニホンピロバロン号・マルカロゼッタ号・メイショウソレイユ号



（27京都3）第12日 5月31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 189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

228，240，000円
2，080，000円
4，560，000円
2，060，000円
20，940，000円
76，119，500円
5，728，800円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
418，548，600円
685，904，800円
316，942，100円
1，358，981，600円
600，343，600円
569，865，900円
1，546，729，900円
2，390，149，600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 7，887，466，100円

総入場人員 31，642名 （有料入場人員 29，932名）



平成27年度 第3回京都競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，057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

3，053，080，000円
22，880，000円
80，220，000円
25，570，000円
279，470，000円
825，536，000円
57，010，600円
19，747，200円

勝馬投票券売得金
5，762，596，900円
8，584，676，900円
3，903，065，000円
16，376，615，800円
8，099，289，100円
7，147，463，100円
21，015，507，200円
35，537，808，000円
722，520，800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 107，149，542，800円

総入場延人員 311，932名 （有料入場延人員 294，757名）
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