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13073 5月16日 曇 不良 （27京都3）第7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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

45 テイエムジョウネツ 牝3黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 426＋ 41：52．3 4．1�
58 マ ケ ナ イ デ 牝3栗 54 北村 友一小林 祐介氏 崎山 博樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 460－ 21：53．15 40．9�
610 デ ィ ア デ ム 牝3黒鹿54 岩田 康誠小林竜太郎氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム B458＋ 61：53．52� 3．0�
34 シゲルギオンマツリ 牝3黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 462＋ 21：53．71� 48．5�
813 サントノーレ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 480＋101：53．8� 5．5�
11 バイオレットフィズ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 440＋ 21：53．9� 78．2�
712 モズアリュール 牝3栗 54 川田 将雅 	キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 452＋ 41：54．43 6．1

33 チェイスザチャンス 牝3鹿 54 柴田 未崎畑 清介氏 田所 秀孝 様似 髙村 伸一 482－ 21：54．5� 45．5�
46 ハネムーンイーサ 牝3黒鹿54 幸 英明藤井聡一郎氏 服部 利之 日高 下河辺牧場 482± 01：55．56 11．0�
814 ニホンピロアモーレ 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 468＋ 4 〃 クビ 242．5
57 アメリカンジュエル 牝3栗 54 水口 優也小野 博郷氏 崎山 博樹 日高 坂東ファーム 428－ 41：58．1大差 96．8�
711 キョウワルナ 牝3黒鹿54 国分 優作�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 444－ 81：58．84 170．7�
69 キ ト ラ 牝3鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 480－ 41：58．9クビ 13．6�
22 カネトシステータス 牝3鹿 54 菱田 裕二兼松 利男氏 沖 芳夫 新冠 新冠橋本牧場 494－ 21：59．21� 12．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，763，300円 複勝： 22，944，500円 枠連： 9，556，600円
馬連： 35，300，600円 馬単： 21，855，500円 ワイド： 20，196，300円
3連複： 51，502，400円 3連単： 73，994，200円 計： 249，113，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 760円 � 140円 枠 連（4－5） 6，670円

馬 連 �� 8，570円 馬 単 �� 15，970円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 300円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 8，710円 3 連 単 ��� 64，550円

票 数

単勝票数 計 137633 的中 � 26406（2番人気）
複勝票数 計 229445 的中 � 46629（2番人気）� 5017（8番人気）� 49359（1番人気）
枠連票数 計 95566 的中 （4－5） 1109（16番人気）
馬連票数 計 353006 的中 �� 3190（24番人気）
馬単票数 計 218555 的中 �� 1026（43番人気）
ワイド票数 計 201963 的中 �� 1908（25番人気）�� 20090（1番人気）�� 2050（24番人気）
3連複票数 計 515024 的中 ��� 4432（26番人気）
3連単票数 計 739942 的中 ��� 831（194番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．1―13．0―13．4―12．9―12．9―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―35．1―48．1―1：01．5―1：14．4―1：27．3―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F37．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムジョウネツ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．12．7 阪神11着

2012．5．13生 牝3黒鹿 母 モーニングタイド 母母 Eastern Dawn 8戦1勝 賞金 7，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメリカンジュエル号・キョウワルナ号・キトラ号・カネトシステータス号は，「タイムオーバーによる

出走制限」のため，平成27年6月16日まで平地競走に出走できない。

13074 5月16日 曇 不良 （27京都3）第7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

612� モ ー ニ ン 牡3栗 56 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire
Equines, LLC 522 ―1：23．4 2．5�

35 リリーヴィクトリー 牡3黒鹿56 北村 友一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 500＋ 41：24．35 31．2�
12 ヴェリタスキング 牡3黒鹿56 国分 優作松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 480－ 41：24．51� 12．0�
23 エイダイサンデー 牡3芦 56

54 △岩崎 翼�東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 428＋ 2 〃 ハナ 19．3�
48 コ ン コ ー ド 牡3鹿 56 藤岡 佑介林 正道氏 友道 康夫 浦河 酒井牧場 524± 01：24．71	 10．3�
59 メイショウサンゾウ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 508－181：25．02 4．6	
47 ストリークライト 牡3黒鹿56 岩田 康誠吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 512＋ 21：25．1クビ 16．7

713 シゲルハナガサ 牝3栗 54 武 豊森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 434＋ 2 〃 クビ 6．7�
11 パッショナート 牝3芦 54 菱田 裕二�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 466＋101：25．73	 51．1�
714 シゲルタウエマツリ 牡3芦 56 藤田 伸二森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 488－ 2 〃 クビ 174．6
816 ケンブリッジナイン 牡3鹿 56 幸 英明中西 宏彰氏 藤沢 則雄 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 436＋ 61：25．91 9．4�
510 アイアンラミング 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 522＋ 21：26．75 341．3�
24 スパーディクス 牡3栗 56 酒井 学吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 440± 0 〃 ハナ 149．6�
36 オースミイヒラニ 牝3黒鹿54 和田 竜二�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 426 ―1：27．12	 58．6�
815� コスモエクシード 牡3鹿 56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 宮 徹 愛 Jeritza

Partnership 456－101：27．52	 356．3�
611 ダンシングアヘッド 牡3鹿 56 池添 謙一 �シルクレーシング 大久保龍志 平取 坂東牧場 486 ―1：31．7大差 120．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，404，300円 複勝： 36，749，400円 枠連： 13，046，900円
馬連： 48，026，900円 馬単： 24，589，600円 ワイド： 27，816，300円
3連複： 63，501，000円 3連単： 79，858，300円 計： 315，992，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 630円 � 260円 枠 連（3－6） 4，300円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 8，040円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 760円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 16，240円 3 連 単 ��� 60，620円

票 数

単勝票数 計 224043 的中 � 71150（1番人気）
複勝票数 計 367494 的中 � 74429（1番人気）� 11780（9番人気）� 35721（4番人気）
枠連票数 計 130469 的中 （3－6） 2347（19番人気）
馬連票数 計 480269 的中 �� 5902（25番人気）
馬単票数 計 245896 的中 �� 2292（36番人気）
ワイド票数 計 278163 的中 �� 3292（27番人気）�� 9827（7番人気）�� 2929（31番人気）
3連複票数 計 635010 的中 ��� 2931（56番人気）
3連単票数 計 798583 的中 ��� 955（231番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．3―47．4―59．7―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 ・（5，9）（7，12）（8，13）10（2，6，16）3（1，15，14）4＝11 4 ・（5，9）12（7，8，13）2（6，10，16）3（1，14）4，15＝11

勝馬の
紹 介

�モ ー ニ ン �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Distorted Humor 初出走

2012．4．14生 牡3栗 母 Giggly 母母 Chaste 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンシングアヘッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月16日まで平

地競走に出走できない。

第３回 京都競馬 第７日



13075 5月16日 曇 不良 （27京都3）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

47 サンマルメジャール 牝3鹿 54 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 446－ 21：11．6 32．1�
35 グラッブユアコート 牝3鹿 54 幸 英明�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 450± 01：11．7� 2．0�
816 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 456± 01：11．8クビ 6．7�
59 スナークエンジェル 牝3黒鹿54 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 436＋ 41：12．65 30．9�
510 ボルテックスセドナ 牝3黒鹿54 川島 信二�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 468－10 〃 クビ 85．8	
612 サマーサラファン 牝3芦 54 菱田 裕二セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 428－ 81：12．7� 241．5

24 アイファーハート 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 422－ 81：12．8クビ 121．4�
714 グローバルスター 牝3栗 54

52 △岩崎 翼内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 416＋ 2 〃 クビ 237．1�
815 スリーシスターズ 牝3黒鹿54 武 豊 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 502＋ 21：13．12 4．1
11 プリンセステンダリ 牝3芦 54 田中 健田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 430＋ 61：13．2クビ 271．7�
48 マンテンドリーム 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太小島 將之氏 柴田 光陽 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450 ― 〃 同着 212．7�

12 プリュクベル 牝3鹿 54 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480± 01：13．3� 4．7�

23 ナ ン シ ー 牝3栗 54 佐藤 友則薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 402－121：13．51� 174．3�
（笠松）

36 ハギノナトゥーラ 牝3鹿 54 北村 友一日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480± 01：14．03 17．9�

713 ム イ ビ エ ン 牝3鹿 54 竹之下智昭�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 464－121：14．21� 450．8�
611 ワンダーアンダレス 牝3黒鹿54 四位 洋文山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 永田 克之 436 ― 〃 ハナ 103．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，835，800円 複勝： 37，731，300円 枠連： 13，287，400円
馬連： 41，584，000円 馬単： 27，190，300円 ワイド： 23，743，700円
3連複： 58，778，400円 3連単： 88，466，400円 計： 310，617，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，210円 複 勝 � 400円 � 110円 � 220円 枠 連（3－4） 2，150円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 850円 �� 2，220円 �� 400円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 43，840円

票 数

単勝票数 計 198358 的中 � 4936（7番人気）
複勝票数 計 377313 的中 � 12692（6番人気）� 179773（1番人気）� 28981（4番人気）
枠連票数 計 132874 的中 （3－4） 4776（6番人気）
馬連票数 計 415840 的中 �� 15067（8番人気）
馬単票数 計 271903 的中 �� 2832（19番人気）
ワイド票数 計 237437 的中 �� 7015（8番人気）�� 2546（19番人気）�� 16444（4番人気）
3連複票数 計 587784 的中 ��� 9873（12番人気）
3連単票数 計 884664 的中 ��� 1463（110番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルメジャール �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．10．18 京都5着

2012．2．6生 牝3鹿 母 マサノメジャー 母母 ピサノメジャール 8戦1勝 賞金 8，000，000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 アグネスエピソード号・ノーブルコスマー号・ブループレリュード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13076 5月16日 曇 重 （27京都3）第7日 第4競走 ��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

24 ウインベントゥーラ 牡3鹿 56 和田 竜二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 21：22．2 6．2�
12 ビットレート 牝3栗 54 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460＋181：22．3� 2．0�
713 ハコダテローズ 牝3鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 426－ 41：22．4� 43．3�
816 デビュタント 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 448＋ 21：22．5� 6．7�
47 シェアザジョイフル 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 442＋161：22．6� 29．7	
510 バ ル ビ ー ナ 牝3鹿 54 武 幸四郎中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 484＋ 61：22．81� 10．3

611 ヴェネツィア 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 424 ―1：22．9� 82．0�
715 トウカイクローネ 牡3青鹿56 幸 英明内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 458－ 21：23．0� 14．2�
817 ノースファンタジー 牝3鹿 54 岩田 康誠吉澤 克己氏 橋口弘次郎 浦河 三嶋牧場 496± 01：23．21� 9．6
23 デルマグーリンダイ 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B458＋ 6 〃 クビ 278．6�
714 セ イ ブ ア ス 牡3鹿 56 佐藤 友則薪浦 亨氏 西村 真幸 日高 下川 茂広 488＋ 41：23．41 147．7�

（笠松）

48 マサノボーラー 牝3栗 54 酒井 学猪野毛雅人氏 日吉 正和 新ひだか 猪野毛牧場 450＋16 〃 クビ 269．3�
35 スリーアンゼラ 牝3栗 54 太宰 啓介永井商事� 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 442－ 41：23．61 45．2�
612 ジ ェ ッ ト 牡3黒鹿56 四位 洋文薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 474＋ 81：23．81� 114．0�
36 ブーケオブローズ 牝3栃栗54 田中 健岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 440－ 21：24．01� 19．7�
11 サンマルフェアリー 牝3黒鹿54 藤田 伸二相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 414＋ 41：25．27 210．8�
59 クイーンオブハート 牝3鹿 54 松山 弘平ユアストーリー 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 424± 01：25．94 154．8�
818 グランビスキュイ 	3鹿 56 森 一馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド B482 ―1：29．2大差 165．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，221，700円 複勝： 28，541，300円 枠連： 14，082，400円
馬連： 44，599，000円 馬単： 24，190，100円 ワイド： 25，437，900円
3連複： 55，499，200円 3連単： 75，736，400円 計： 290，308，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 130円 � 730円 枠 連（1－2） 540円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，520円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 26，820円

票 数

単勝票数 計 222217 的中 � 28265（2番人気）
複勝票数 計 285413 的中 � 39857（2番人気）� 79906（1番人気）� 6496（10番人気）
枠連票数 計 140824 的中 （1－2） 19912（2番人気）
馬連票数 計 445990 的中 �� 54479（1番人気）
馬単票数 計 241901 的中 �� 10536（4番人気）
ワイド票数 計 254379 的中 �� 34590（1番人気）�� 2254（28番人気）�� 4046（19番人気）
3連複票数 計 554992 的中 ��� 8160（17番人気）
3連単票数 計 757364 的中 ��� 2047（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―34．8―46．7―58．6―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインベントゥーラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．1．5 京都2着

2012．4．22生 牡3鹿 母 コスモフォーチュン 母母 グレースマリヤ 6戦1勝 賞金 8，700，000円
〔制裁〕 バルビーナ号の騎手武幸四郎は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6番・2番）

ウインベントゥーラ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）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランビスキュイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月16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） 1頭 カゼノカオリ号
（非抽選馬） 1頭 パイアタウン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



13077 5月16日 曇 重 （27京都3）第7日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時25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

59 アルパーシャン 牡3栗 56 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 454＋ 21：48．6 1．4�
510 マンハッタンキング 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 444－ 81：49．34 6．5�
24 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± 0 〃 クビ 9．5�
713 キングダッシュ 牡3栗 56 和田 竜二本間 茂氏 山内 研二 浦河 大道牧場 B490－ 81：49．51� 29．0�
12 ダイゴサクラ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム B464＋ 61：49．6クビ 50．3�
35 サダムジャポン 牡3黒鹿56 松山 弘平大西 定氏 松田 博資 新ひだか 神垣 道弘 426 ― 〃 アタマ 98．4	
23 ワークオブゴッド 牡3栗 56 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 478 ― 〃 アタマ 122．2

611 アグネスマクシム 牝3栗 54 川田 将雅渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 446－ 41：49．81	 10．7�
818 メイショウデコイ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 424± 0 〃 ハナ 383．5�
48 ユヴェーレン 牝3鹿 54 柴田 未崎 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 61：49．9� 35．3�
714 サ ク ヤ ヒ メ 牝3鹿 54 川島 信二磯波 勇氏 田中 章博 登別 登別上水牧場 428＋12 〃 アタマ 337．0�
36 プリミティブライフ 牝3栗 54 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 440－ 21：50．0クビ 284．2�
47 ア ゲ ハ 牡3黒鹿56 武 豊小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 434－ 61：50．21	 18．1�
715 メイショウヤマザト 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 462－10 〃 クビ 103．2�
816 ヒロノサンサン 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太サンエイ開発 高橋 康之 浦河 グラストレーニ
ングセンター 492 ―1：50．83� 324．1�

11 
 ドリームキラリ 牡3青 56 菱田 裕二セゾンレースホース 矢作 芳人 米 Colts Neck
Stables LLC 496 ―1：52．5大差 40．6�

612 ゴチソウサマ 牡3鹿 56 武 幸四郎中辻 明氏 宮 徹 新ひだか 坂本牧場 458 ―1：54．5大差 127．3�
817 オウケンワールド 牡3芦 56 佐藤 友則福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 496－ 41：59．5大差 226．6�

（笠松）

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，244，400円 複勝： 87，545，200円 枠連： 14，452，100円
馬連： 48，473，700円 馬単： 33，647，300円 ワイド： 25，897，200円
3連複： 59，673，600円 3連単： 113，733，500円 計： 405，667，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（5－5） 360円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 190円 �� 250円 �� 550円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 1，910円

票 数

単勝票数 計 222444 的中 � 121951（1番人気）
複勝票数 計 875452 的中 � 684356（1番人気）� 43085（2番人気）� 37231（3番人気）
枠連票数 計 144521 的中 （5－5） 30389（1番人気）
馬連票数 計 484737 的中 �� 96329（1番人気）
馬単票数 計 336473 的中 �� 51132（1番人気）
ワイド票数 計 258972 的中 �� 41450（1番人気）�� 26884（2番人気）�� 9753（6番人気）
3連複票数 計 596736 的中 ��� 51114（1番人気）
3連単票数 計1137335 的中 ��� 43018（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．0―47．2―59．5―1：12．1―1：25．0―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．5
3 2（17，18）－13，11（9，15）10（8，7）3（6，14）4，16，5＝（1，12） 4 2（17，18）（11，13）9（10，8，15，7）（3，6，14）（4，16）5＝1，12

勝馬の
紹 介

アルパーシャン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．16 京都2着

2012．2．25生 牡3栗 母 パーシャンブルー 母母 スプリングコート 4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔発走状況〕 ドリームキラリ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 オウケンワールド号の騎手佐藤友則は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・10番）

マンハッタンキング号の騎手岩田康誠は，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：18番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴチソウサマ号・オウケンワールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月

16日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グランソルティス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13078 5月16日 曇 重 （27京都3）第7日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55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

48 タキオンレディー 牝3栗 54
51 ▲加藤 祥太�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 454＋121：11．1 15．9�

713� アンクルダイチ 牡3鹿 56 武 豊塚本 能交氏 高橋 亮 米
Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

478± 01：11．2� 3．6�
612 センターピース 牡3栗 56 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 464＋121：11．51	 5．8�
611 ミトノゴールド 牡3栗 56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 482± 0 〃 アタマ 37．7�
59 
 ウチデノコヅチ 牝3栗 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 小河 豊水 446± 0 〃 ハナ 17．5�
36 メジャーガラメキ 牝3栗 54 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 468－ 81：11．71� 16．8	
35 ファイアリシンゾウ 牡3青鹿 56

53 ▲城戸 義政 K.C．タン氏 中竹 和也 新ひだか 加野牧場 508－ 21：11．8クビ 53．9

47 バ リ キ 牡3栗 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 446＋ 4 〃 クビ 2．5�
816 セイジャッカル 牡3鹿 56 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 472＋ 21：12．01� 38．7�
714 セイユニコーン 牡3芦 56 藤岡 康太金田 成基氏 服部 利之 日高 いとう牧場 460－ 4 〃 クビ 90．7
11 ピックアンドポップ 牡3青鹿56 藤岡 佑介大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 468－121：12．1クビ 10．3�
510 アイファーサラオー 牡3鹿 56 小牧 太中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 482＋ 6 〃 アタマ 56．2�
24 ニホンピログレース 牝3鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 498± 01：12．52� 55．8�
12 レモンイエロー 牝3鹿 54 北村 友一青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 412－ 41：13．24 114．1�
815 イ ア ペ ト ス 牡3鹿 56 川島 信二�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 454－121：13．3	 120．7�
23 ゴマスリオトコ 牡3黒鹿 56

54 △岩崎 翼小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 496－ 41：13．83 187．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，213，700円 複勝： 38，367，100円 枠連： 15，274，900円
馬連： 58，252，400円 馬単： 30，231，600円 ワイド： 31，870，900円
3連複： 73，944，500円 3連単： 96，802，700円 計： 369，957，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 300円 � 170円 � 200円 枠 連（4－7） 410円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 9，170円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，020円 �� 500円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 53，240円

票 数

単勝票数 計 252137 的中 � 12678（5番人気）
複勝票数 計 383671 的中 � 28563（4番人気）� 65281（2番人気）� 50938（3番人気）
枠連票数 計 152749 的中 （4－7） 28535（1番人気）
馬連票数 計 582524 的中 �� 14972（10番人気）
馬単票数 計 302316 的中 �� 2471（29番人気）
ワイド票数 計 318709 的中 �� 7607（11番人気）�� 7829（10番人気）�� 17446（4番人気）
3連複票数 計 739445 的中 ��� 10236（16番人気）
3連単票数 計 968027 的中 ��� 1318（150番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―12．0―11．8―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タキオンレディー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．7．12 中京10着

2012．3．2生 牝3栗 母 キョウエイタキオン 母母 イエローウイング 9戦2勝 賞金 19，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グリューヴァイン号・サウスリュウセイ号・サンフレイム号



13079 5月16日 曇 稍重 （27京都3）第7日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時25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

22 ベステンダンク 牡3栗 56 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 482＋ 21：34．7 2．3�
67 タガノレグルス 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448＋ 6 〃 クビ 15．2�
55 ヴ ェ ネ ト 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 41：34．8� 2．0�
78 マイネルネーベル 牡3鹿 56 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 ビッグレッドファーム 446＋ 61：35．01� 15．1�
79 ヴェルステルキング 牡3鹿 56 和田 竜二佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：35．1	 17．4	
44 エイシンバッケン 牡3鹿 56 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 486＋ 61：35．31� 12．0

66 アイファーサンディ 牡3鹿 56 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 454＋ 8 〃 クビ 33．3�
11 フォースター 牡3栗 56 水口 優也中西 功氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 456± 01：35．93� 219．8�
810
 ネイチャークルーズ 牝3栗 54 佐藤 友則�ホースケア 山中 輝久 日高 下河辺牧場 454± 01：36．0クビ 289．7

（笠松） （笠松）

33 � ウ ー マ ン 牝3青鹿 54
51 ▲加藤 祥太栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 加藤牧場 458＋121：36．42� 137．7�

811 パドパピヨン 牝3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース�島 一歩 千歳 社台ファーム 432± 01：36．5クビ 50．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 22，669，500円 複勝： 42，197，800円 枠連： 12，043，700円
馬連： 51，103，300円 馬単： 35，766，200円 ワイド： 22，625，000円
3連複： 59，444，800円 3連単： 165，363，100円 計： 411，213，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 220円 � 110円 枠 連（2－6） 2，000円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 540円 �� 120円 �� 550円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 7，670円

票 数

単勝票数 計 226695 的中 � 78221（2番人気）
複勝票数 計 421978 的中 � 147827（2番人気）� 15124（6番人気）� 178371（1番人気）
枠連票数 計 120437 的中 （2－6） 4664（7番人気）
馬連票数 計 511033 的中 �� 16722（9番人気）
馬単票数 計 357662 的中 �� 7389（12番人気）
ワイド票数 計 226250 的中 �� 7492（8番人気）�� 74608（1番人気）�� 7411（9番人気）
3連複票数 計 594448 的中 ��� 49683（4番人気）
3連単票数 計1653631 的中 ��� 15621（21番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．6―12．0―12．0―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．5―47．5―59．5―1：11．2―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベステンダンク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．9．21 阪神9着

2012．3．4生 牡3栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 8戦2勝 賞金 19，686，000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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13080 5月16日 曇 重 （27京都3）第7日 第8競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

711 アグネスユニコーン 牡4黒鹿 57
54 ▲加藤 祥太渡辺公美子氏 村山 明 千歳 社台ファーム B492－ 61：57．3 4．6�

44 ティマイドリーム 牡5鹿 57 佐藤 友則田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 498＋ 81：58．15 6．7�
（笠松）

22 � スカイウエイ 牡6鹿 57 四位 洋文玉井 宏和氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 530＋ 6 〃 ハナ 29．4�
11 ダノンアンビシャス 牡4黒鹿57 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478＋ 81：58．2� 5．1�
57 ハギノセゾン 牝4青鹿55 藤岡 康太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 464＋ 61：58．3	 167．9�
69 メイショウシシマル 牡4鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 484＋ 2 〃 ハナ 5．7	
813� ダイシンロイ 牡4黒鹿57 小牧 太大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 61：58．72	 4．3

710 ティーエスネオ 牡4芦 57 国分 優作田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 528＋ 41：58．8クビ 18．9�
45 ゲームフェイス 牡5芦 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 564＋ 4 〃 ハナ 33．9�
56 コピーライター 
5鹿 57 水口 優也グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 514＋ 41：59．65 17．6
33 ウォーターワルツ 牝4栗 55 松山 弘平山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 504＋ 4 〃 クビ 57．0�
68 ムテキザセカンド 牡5栗 57 菱田 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 494± 02：00．55 35．1�
812� トーコーヴィオラ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 468－ 62：01．13	 15．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，707，700円 複勝： 30，365，700円 枠連： 14，062，200円
馬連： 57，406，700円 馬単： 26，352，300円 ワイド： 26，746，500円
3連複： 67，868，900円 3連単： 98，093，000円 計： 340，603，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 210円 � 310円 枠 連（4－7） 970円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，630円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 13，100円 3 連 単 ��� 55，300円

票 数

単勝票数 計 197077 的中 � 33903（2番人気）
複勝票数 計 303657 的中 � 53097（1番人気）� 39000（5番人気）� 21272（6番人気）
枠連票数 計 140622 的中 （4－7） 11125（3番人気）
馬連票数 計 574067 的中 �� 40504（2番人気）
馬単票数 計 263523 的中 �� 8933（3番人気）
ワイド票数 計 267465 的中 �� 15541（2番人気）�� 4085（18番人気）�� 2340（40番人気）
3連複票数 計 678689 的中 ��� 3884（46番人気）
3連単票数 計 980930 的中 ��� 1286（168番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．7―17．6―29．6―42．4―54．1―1：06．5―1：19．4―1：32．2―1：44．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスユニコーン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2013．9．1 小倉9着

2011．4．4生 牡4黒鹿 母 アグネスモリガン 母母 アグネスアテーナー 17戦2勝 賞金 24，600，000円
※ウォーターワルツ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



13081 5月16日 曇 稍重 （27京都3）第7日 第9競走 ��
��2，400�

し ら か わ

白 川 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，26．5．17以降27．5．10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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

810 ダノンマックイン 牡7黒鹿55 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 484－ 22：28．5 8．6�
22 キングブレイク 牡6栗 56 藤岡 康太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 518＋ 6 〃 クビ 17．8�
55 レッドルーラー 牡5鹿 56 幸 英明 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486－ 22：28．6クビ 4．2�
89 リターントゥジェム 牡4黒鹿55 菱田 裕二西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 486－ 8 〃 クビ 4．3�
78 ウインレーベン 牡4青鹿54 藤田 伸二�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 454＋ 82：28．7� 8．4�
11 フォントルロイ 牡6鹿 54 岩田 康誠大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 506± 02：28．8クビ 3．8	
33 マイネルテンクウ 牡6鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 528－ 22：28．9� 12．8

66 ニホンピロバロン 牡5栗 53 加藤 祥太小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 492＋ 82：29．32� 26．1�
44 タカノハーバー 牡5青鹿54 田中 博康山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム 478－ 42：29．61� 9．0�
77 メイショウビリーヴ 	6黒鹿51 畑端 省吾松本 和子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 454± 02：29．91� 105．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，778，700円 複勝： 35，101，900円 枠連： 16，663，800円
馬連： 73，268，000円 馬単： 37，915，600円 ワイド： 32，045，400円
3連複： 85，580，700円 3連単： 146，266，700円 計： 451，620，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 230円 � 470円 � 190円 枠 連（2－8） 2，500円

馬 連 �� 5，960円 馬 単 �� 11，630円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 780円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 10，940円 3 連 単 ��� 78，840円

票 数

単勝票数 計 247787 的中 � 22786（5番人気）
複勝票数 計 351019 的中 � 41729（4番人気）� 16090（8番人気）� 56822（3番人気）
枠連票数 計 166638 的中 （2－8） 5148（12番人気）
馬連票数 計 732680 的中 �� 9515（25番人気）
馬単票数 計 379156 的中 �� 2444（51番人気）
ワイド票数 計 320454 的中 �� 6183（21番人気）�� 10818（11番人気）�� 5403（25番人気）
3連複票数 計 855807 的中 ��� 5863（50番人気）
3連単票数 計1462667 的中 ��� 1345（316番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―11．8―12．6―12．9―13．0―13．6―13．1―12．3―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．4―36．2―48．8―1：01．7―1：14．7―1：28．3―1：41．4―1：53．7―2：05．3―2：16．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンマックイン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2010．11．21 京都7着

2008．3．1生 牡7黒鹿 母 ハリウッドレビュー 母母 ダンサーズシューズ 38戦4勝 賞金 99，453，000円

13082 5月16日 曇 稍重 （27京都3）第7日 第10競走 ��
��1，200�

ひ こ ね

彦根ステークス
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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

710 ティーハーフ 牡5栗 57 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460＋ 21：09．0 2．4�

57 プレイズエターナル 牡5黒鹿57 北村 友一 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 B494＋ 61：09．1� 14．0�

11 	 フォーチュンスター 
6鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 520＋ 21：09．2� 8．6�
68 � マイネルエテルネル 牡5栗 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 492＋ 4 〃 ハナ 6．1�

45 アットウィル 牡5栗 57 藤岡 康太宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 486± 0 〃 クビ 4．3�
56 シンデレラボーイ 牡5鹿 57 佐藤 友則田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 502＋ 41：09．3クビ 12．5	

（笠松）

44 トキノゲンジ 牡7鹿 57 武 豊中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 506＋ 2 〃 ハナ 29．1

22 ヤ マ ノ レ オ 
5栗 57 小牧 太山泉千代子氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 494－ 21：09．4� 16．8�
33 ワ ー ル ン ガ 牡5栗 57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 8 〃 クビ 31．6�
711 ビ リ オ ネ ア 牝5鹿 55 太宰 啓介間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 448＋ 21：09．5� 79．7
69 サザンブレイズ 牡7栗 57 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 484＋ 61：10．03 303．7�
813 ホッコーサラスター 牝4鹿 55 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 456－10 〃 クビ 26．8�
812	 エンプレスラブ 牝6黒鹿55 幸 英明 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 508－ 41：10．95 175．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，913，700円 複勝： 59，276，700円 枠連： 23，596，600円
馬連： 121，399，200円 馬単： 61，565，700円 ワイド： 49，667，600円
3連複： 139，772，800円 3連単： 235，299，900円 計： 729，492，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 270円 � 240円 枠 連（5－7） 680円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 680円 �� 590円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 5，050円 3 連 単 ��� 17，960円

票 数

単勝票数 計 389137 的中 � 126091（1番人気）
複勝票数 計 592767 的中 � 163966（1番人気）� 44901（5番人気）� 53908（4番人気）
枠連票数 計 235966 的中 （5－7） 26543（3番人気）
馬連票数 計1213992 的中 �� 52032（6番人気）
馬単票数 計 615657 的中 �� 23575（6番人気）
ワイド票数 計 496676 的中 �� 19176（7番人気）�� 22391（5番人気）�� 6137（24番人気）
3連複票数 計1397728 的中 ��� 20741（17番人気）
3連単票数 計2352999 的中 ��� 9496（51番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．1―11．4―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―34．9―46．3―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティーハーフ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Green Desert デビュー 2012．6．23 阪神1着

2010．4．18生 牡5栗 母 ビールジャント 母母 Belle Genius 19戦5勝 賞金 107，874，000円
〔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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



13083 5月16日 曇 稍重 （27京都3）第7日 第11競走 ��
��1，800�

みやこおおじ

都大路ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

22 エイシンヒカリ 牡4芦 57 武 豊�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 496－ 21：45．7 2．1�
711 グランデッツァ 牡6栗 57 川田 将雅 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 506＋ 21：45．91	 2．7�
710 コスモソーンパーク 牡7青鹿58 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 41：46．11	 15．8�
69 マジェスティハーツ 牡5鹿 56 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 504＋ 21：46．52
 36．1�
11 マウントシャスタ 牡6鹿 56 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470－ 21：46．6クビ 9．0	
33 タガノグランパ 牡4鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 81：46．81	 13．2

68 サングレアル 牝4青鹿55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 406－ 61：46．9
 19．1�
57 タマモトッププレイ 牡6黒鹿56 川島 信二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 494－ 21：47．0� 50．8�
44 シャイニーガール 牝4鹿 54 幸 英明小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 482＋ 41：47．21
 155．7
813 カルドブレッサ 牡7栗 57 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：47．3
 165．8�
45 マックスドリーム �8青鹿56 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 536－ 2 〃 クビ 39．0�
56 ハナノシンノスケ 牡8鹿 56 藤岡 佑介池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 488± 01：47．51	 222．8�
812 アドマイヤギャラン 牝6青鹿54 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 482－ 21：47．71	 42．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 69，528，000円 複勝： 83，371，000円 枠連： 43，602，100円
馬連： 218，693，000円 馬単： 114，445，200円 ワイド： 85，104，800円
3連複： 288，615，700円 3連単： 562，279，000円 計： 1，465，638，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 110円 � 240円 枠 連（2－7） 280円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 170円 �� 610円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 3，870円

票 数

単勝票数 計 695280 的中 � 259963（1番人気）
複勝票数 計 833710 的中 � 206221（2番人気）� 261720（1番人気）� 50922（5番人気）
枠連票数 計 436021 的中 （2－7） 116861（1番人気）
馬連票数 計2186930 的中 �� 528812（1番人気）
馬単票数 計1144452 的中 �� 153646（1番人気）
ワイド票数 計 851048 的中 �� 164024（1番人気）�� 29530（7番人気）�� 37426（5番人気）
3連複票数 計2886157 的中 ��� 161245（3番人気）
3連単票数 計5622790 的中 ��� 105181（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．0―46．9―58．8―1：10．7―1：22．1―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 2－11，10（6，12）3（7，9）1，13，8，5－4 4 2－11，10－（6，12）9，3，7（1，13）（8，5）－4

勝馬の
紹 介

エイシンヒカリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．4．26 京都1着

2011．5．3生 牡4芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 7戦6勝 賞金 90，922，000円
〔その他〕 マジェスティハーツ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

13084 5月16日 曇 重 （27京都3）第7日 第12競走 ��
��1，800�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 10，500，000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
1：47．8
1：47．8

重
重

810 サンライズバロン 牡5鹿 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 502－ 81：49．5 6．3�
77 スズカルパン 牡6鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 460＋ 21：49．92� 3．7�
33 オウケンゴールド 牡4栃栗 57

54 ▲加藤 祥太福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B474－ 21：50．11� 22．3�
22 サンライズワールド 	5栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 456＋201：50．52� 8．3�
11 ジャマイカジョー 牡7黒鹿57 佐藤 友則薪浦 英稔氏 西村 真幸 新ひだか 秋田育成牧場 456＋ 21：50．6
 54．7�

（笠松）

66 エクセルフラッグ 牡8鹿 57 竹之下智昭橋場 勇二氏 千田 輝彦 えりも エクセルマネジメント 522＋ 4 〃 クビ 102．0�
89 シ ョ ー グ ン 牡5鹿 57 四位 洋文 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 624＋ 21：50．7� 4．3	
44 ロードハリケーン 牡6鹿 57 岩田 康誠 
ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 490－ 4 〃 ハナ 9．4�
78 フミノメモリー 牡5黒鹿57 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 528＋ 41：51．65 14．6�
55 マコトグロズヌイ 牡4芦 57 川田 将雅
ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 520＋ 2 〃 クビ 4．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，342，000円 複勝： 47，106，000円 枠連： 22，357，600円
馬連： 97，631，700円 馬単： 46，717，200円 ワイド： 41，344，700円
3連複： 110，533，800円 3連単： 211，090，300円 計： 610，123，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 140円 � 480円 枠 連（7－8） 330円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，760円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 32，150円

票 数

単勝票数 計 333420 的中 � 42116（4番人気）
複勝票数 計 471060 的中 � 52338（4番人気）� 114596（1番人気）� 18793（8番人気）
枠連票数 計 223576 的中 （7－8） 52191（1番人気）
馬連票数 計 976317 的中 �� 61666（3番人気）
馬単票数 計 467172 的中 �� 14637（7番人気）
ワイド票数 計 413447 的中 �� 20274（5番人気）�� 5790（24番人気）�� 8469（17番人気）
3連複票数 計1105338 的中 ��� 10750（32番人気）
3連単票数 計2110903 的中 ��� 4759（129番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―12．4―12．0―12．9―12．4―11．6―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．4―48．4―1：01．3―1：13．7―1：25．3―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8
1
3
10，3，2，5（1，8）7，4，9－6
10，3（2，5）（1，7，8）9，4－6

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

勝馬の
紹 介

サンライズバロン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．10．8 京都1着

2010．3．15生 牡5鹿 母 ラウンドダンス 母母 リアルファンシー 15戦4勝 賞金 35，200，000円
〔制裁〕 ロードハリケーン号の騎手岩田康誠は，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：5番・8番）

エクセルフラッグ号の騎手竹之下智昭は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（27京都3）第7日 5月16日（土曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 168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

216，410，000円
4，160，000円
6，800，000円
1，150，000円
19，700，000円
65，822，500円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
334，622，800円
549，297，900円
212，026，300円
895，738，500円
484，466，600円
412，496，300円
1，114，715，800円
1，946，983，500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 5，950，347，700円

総入場人員 14，533名 （有料入場人員 13，504名）
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