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13073 5月14日 晴 良 （28京都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

713 ジャーマンアイリス 牝3芦 54 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452－ 61：53．8 1．7�

36 ティーゲット 牝3栗 54
52 △義 英真深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 472± 0 〃 クビ 4．5�

611 エルパンドール 牝3黒鹿 54
52 △城戸 義政難波 経雄氏 南井 克巳 新冠 ハシモトフアーム 474＋ 61：54．22� 14．1�

816 ゴールデンティアラ 牝3栗 54 幸 英明菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 446± 01：55．26 29．5�
23 モズビリーブ 牝3鹿 54 松若 風馬 �キャピタル・システム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 440－ 21：55．94 39．3�
35 フロジストン 牝3黒鹿54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 21：56．21� 4．8	
59 タマモパフューム 牝3鹿 54 和田 竜二タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 426＋ 4 〃 クビ 67．2

11 リョーシンヒナタ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人梅木 真也氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 460＋ 81：56．3� 246．8�
612 メテオストーム 牝3黒鹿54 松山 弘平吉田 晴哉氏 角居 勝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 81：56．51 30．0�
12 メイショウフォルテ 牝3鹿 54 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村下 明博 424－ 7 〃 アタマ 176．9
510 スラップスティック 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 シンボリ牧場 436± 01：56．6� 50．0�

815 メイショウユキンコ 牝3栗 54
51 ▲荻野 極松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日東牧場 436＋ 21：56．91� 135．9�

48 デッセシャテーヌ 牝3栗 54 池添 謙一篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 472＋ 61：57．0� 93．5�
714 コノハナサクヤヒメ 牝3鹿 54 酒井 学仁田脇 彰氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 434± 01：57．85 275．2�
24 ローマンカモミール 牝3黒鹿54 国分 優作山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 坂本 春雄 440－ 41：58．01� 446．8�
47 ス ケ ア ー ド 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星薪浦 亨氏 角田 晃一 新ひだか 木下牧場 418－ 41：58．63� 217．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，823，500円 複勝： 56，489，300円 枠連： 15，997，400円
馬連： 43，357，300円 馬単： 28，082，700円 ワイド： 26，808，200円
3連複： 64，126，200円 3連単： 109，728，100円 計： 363，412，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（3－7） 150円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 200円 �� 370円 �� 530円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，130円

票 数

単勝票数 計 188235 的中 � 88111（1番人気）
複勝票数 計 564893 的中 � 376156（1番人気）� 51721（3番人気）� 24415（4番人気）
枠連票数 計 159974 的中 （3－7） 80937（1番人気）
馬連票数 計 433573 的中 �� 93920（1番人気）
馬単票数 計 280827 的中 �� 44898（1番人気）
ワイド票数 計 268082 的中 �� 40726（2番人気）�� 17237（4番人気）�� 11337（5番人気）
3連複票数 計 641262 的中 ��� 57633（2番人気）
3連単票数 計1097281 的中 ��� 37217（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―37．1―50．1―1：02．7―1：15．4―1：27．9―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャーマンアイリス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．10．3 阪神6着

2013．3．16生 牝3芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 8戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 ティーゲット号の騎手義英真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

13074 5月14日 晴 良 （28京都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

816 スクリューネイバー 牡3芦 56
53 ▲三津谷隼人松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 61：25．8 28．3�

23 カフジキング 牡3鹿 56 岩田 康誠加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 460－ 21：26．12 1．8�
35 ストレイタス 牡3栗 56 池添 謙一橋元 勇氣氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 468＋10 〃 アタマ 3．5�
713 ファイナルレーサー 牡3青鹿56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 千歳 社台ファーム B494± 01：26．2クビ 28．1�
47 カ イ 牡3栗 56 小牧 太�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 4 〃 アタマ 9．5�
12 アスターオーシャン 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 476－ 41：26．83� 18．3	
48 メイショウクノイチ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 440－ 2 〃 クビ 19．3

815 マヤブリリアント 牝3栗 54 幸 英明�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 396＋ 41：26．9� 53．6�
24 インテグリティー 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 464－ 6 〃 アタマ 156．4
510 マンテンロード 牡3黒鹿 56

54 △義 英真小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 438－ 41：27．11� 461．2�
612 サンオーロラ 牡3栗 56 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 日高 竹島 幸治 514 ― 〃 ハナ 178．9�
59 ユ メ ミ グ サ 牡3栗 56

53 ▲荻野 極 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：27．3� 50．0�

611 シゲルカマス 牝3鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 438＋101：27．4� 106．9�
36 サウンドウィケット 牡3青鹿56 和田 竜二増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 大北牧場 478－ 41：27．5� 28．3�
11 メイショウオニマル 牡3黒鹿56 松田 大作松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 502＋ 6 〃 ハナ 35．4�
714 チャーミングリリ 牝3鹿 54 酒井 学杉元 四男氏 奥村 豊 浦河 高岸 順一 416＋101：27．71 30．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，854，600円 複勝： 31，145，300円 枠連： 11，338，500円
馬連： 42，053，200円 馬単： 24，081，000円 ワイド： 25，363，200円
3連複： 58，131，400円 3連単： 83，554，500円 計： 294，521，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，830円 複 勝 � 350円 � 110円 � 120円 枠 連（2－8） 2，120円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 7，870円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，270円 �� 170円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 32，530円

票 数

単勝票数 計 188546 的中 � 5323（7番人気）
複勝票数 計 311453 的中 � 10141（7番人気）� 136503（1番人気）� 60404（2番人気）
枠連票数 計 113385 的中 （2－8） 4133（8番人気）
馬連票数 計 420532 的中 �� 10680（10番人気）
馬単票数 計 240810 的中 �� 2294（27番人気）
ワイド票数 計 253632 的中 �� 7418（8番人気）�� 4137（17番人気）�� 49753（1番人気）
3連複票数 計 581314 的中 ��� 15860（8番人気）
3連単票数 計 835545 的中 ��� 1862（83番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．0
3 16，6（5，7）13（3，8）（11，14）（9，15）（1，10）12，2－4 4 16（5，6，7）（3，13）（11，8，15）（1，10，14）（9，12）2－4

勝馬の
紹 介

スクリューネイバー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2015．12．26 阪神6着

2013．4．6生 牡3芦 母 ヒカルトクタイセイ 母母 ヒカルイットウセイ 6戦1勝 賞金 5，000，000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。
（非当選馬） 3頭 タガノキングパワー号・テイエムダグラス号・メイショウトーリ号

第３回 京都競馬 第７日



13075 5月14日 晴 良 （28京都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 ラララルジェス 牝3鹿 54 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 454－ 81：12．7 7．3�
714 モズワッショイ 牝3黒鹿 54

52 △義 英真 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 404－ 21：12．8� 11．9�
36 アイノシルシ 牝3黒鹿54 酒井 学 �グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 ノースガーデン 430－ 21：13．01� 3．8�
713 ホーマンビジュー 牝3鹿 54 池添 謙一久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 454－ 41：13．31� 5．7�
59 アルマレイモミ 牝3鹿 54 幸 英明コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 446＋ 21：13．4� 7．1�
23 スリースピナーズ 牝3青鹿54 松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436± 01：13．71� 8．0	
12 キクノブリリオ 牝3鹿 54 岩田 康誠菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 500 ―1：14．23 5．2

24 ボンテアトル 牝3鹿 54 田中 健吉田 修氏 福島 信晴 新ひだか タガミファーム 484 ―1：14．62� 33．5�
11 ノ ア ビ ジ ン 牝3鹿 54 松山 弘平野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 442＋ 2 〃 ハナ 16．0�
816 ネオヴァイン 牝3黒鹿54 秋山真一郎小林 仁幸氏 小崎 憲 日高 メイプルファーム 460＋ 2 〃 クビ 55．0
612 ナムラエミリー 牝3鹿 54 国分 優作奈村 睦弘氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 416＋ 31：14．91� 165．7�
35 キシュウマイウェイ 牝3青鹿54 川島 信二木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 谷川牧場 452 ― 〃 ハナ 211．5�
510 エレンミーレ 牝3栗 54 古川 吉洋�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 446－ 21：15．75 83．1�
611 アイファーリスナー 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 404 ―1：16．44 253．5�
48 プランソレイユ 牝3青鹿 54

51 ▲荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 浦河 日進牧場 396－181：19．4大差 186．1�

815 スリーノヴェル 牝3栗 54 高倉 稜永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 492 ―1：20．46 391．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，146，000円 複勝： 34，175，800円 枠連： 13，057，300円
馬連： 42，438，100円 馬単： 21，463，800円 ワイド： 24，828，800円
3連複： 57，639，000円 3連単： 71，252，900円 計： 284，001，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 240円 � 160円 枠 連（4－7） 1，420円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 550円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 30，780円

票 数

単勝票数 計 191460 的中 � 20981（5番人気）
複勝票数 計 341758 的中 � 37656（4番人気）� 33546（7番人気）� 67042（1番人気）
枠連票数 計 130573 的中 （4－7） 7113（9番人気）
馬連票数 計 424381 的中 �� 8516（20番人気）
馬単票数 計 214638 的中 �� 2486（36番人気）
ワイド票数 計 248288 的中 �� 4411（22番人気）�� 12133（4番人気）�� 9531（7番人気）
3連複票数 計 576390 的中 ��� 9761（16番人気）
3連単票数 計 712529 的中 ��� 1678（126番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．1―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．7―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 ・（6，7）（1，3，14）13（2，9）（10，16）11－12，5－8，4＝15 4 ・（6，7）14（1，3）13（2，9）－（10，16）5（11，12）4－8＝15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラララルジェス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 バ ゴ デビュー 2015．8．29 小倉4着

2013．2．20生 牝3鹿 母 イ オ ス 母母 チ ュ ー ニ ー 5戦1勝 賞金 7，350，000円
〔発走状況〕 プランソレイユ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーノヴェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月14日まで平地競

走に出走できない。
プランソレイユ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月14日まで平地競
走に出走できない。

13076 5月14日 晴 良 （28京都3）第7日 第4競走 ��1，800�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 3，500，000
3，500，000

円
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 ピッツィカート 牡3鹿 56 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468± 01：48．2 1．9�
611 スズカウルトラ 牡3鹿 56 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 444－ 4 〃 同着 11．2�
714 ヴ ォ ー ジ ュ 牡3青鹿56 M．デュプレシス 杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 518－ 4 〃 クビ 9．4�

（新）

817 メイショウティグレ 牡3黒鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 444± 01：48．3クビ 7．1�
715 メイショウルルド 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 502＋ 21：48．72� 370．0	
36 レンベルガー 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：49．01� 6．7

11 クリノヴェルサイユ 牝3鹿 54 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 様似 様似渡辺牧場 424－ 21：49．1� 31．1�
816 マサノメモリアル 牡3黒鹿56 小牧 太中村 時子氏 高野 友和 新ひだか 中村 和夫 504－ 2 〃 クビ 82．4�
24 レッドヴァローレ 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星 東京ホースレーシング 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 458＋ 21：49．2クビ 70．9�
12 モノトーンボーイ 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極ライオンレースホース 加用 正 新ひだか 千代田牧場 480－ 81：49．51� 197．3�
510 ネフェルティティ 牝3芦 54 岩田 康誠前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458± 0 〃 アタマ 13．3�
713 ニホンピロリープ 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 492－ 2 〃 ハナ 170．3�
48 シルバーゲイル 牡3芦 56 池添 謙一林 正道氏 浜田多実雄 新ひだか 増本 良孝 508＋141：49．71� 70．5�
47 ナリノクインビー 牝3黒鹿54 四位 洋文成塚 清志氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 466－ 8 〃 クビ 12．8�
612 ディバインブレス 牝3鹿 54

52 △義 英真橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 田中スタッド 428－ 61：50．01� 115．6�
35 イサチルエスペーロ 牡3鹿 56 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 浦河 田中スタッド 434－ 41：50．21� 183．4�
818 ランドストーリア 牡3黒鹿56 高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 西村 和夫 454－ 21：50．3� 270．6�
23 メメニシコリ 牡3鹿 56 古川 吉洋本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 456＋ 21：50．51� 199．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，503，100円 複勝： 27，282，700円 枠連： 11，038，500円
馬連： 38，815，000円 馬単： 21，800，400円 ワイド： 23，315，600円
3連複： 51，461，700円 3連単： 71，899，700円 計： 264，116，700円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

130円
370円 複 勝 �

�
120円
270円 � 250円 枠 連（5－6） 930円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 ��
��

840円
1，570円

ワ イ ド �� 440円 ��
��

490円
990円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ���
���

5，310円
12，300円

票 数

単勝票数 計 185031 的中 � 74894（1番人気）� 13135（5番人気）
複勝票数 計 272827 的中 � 79864（1番人気）� 20080（6番人気）� 23214（4番人気）
枠連票数 計 110385 的中 （5－6） 9111（5番人気）
馬連票数 計 388150 的中 �� 28030（3番人気）
馬単票数 計 218004 的中 �� 9856（5番人気）�� 5076（10番人気）
ワイド票数 計 233156 的中 �� 14036（3番人気）�� 12365（4番人気）�� 5679（13番人気）
3連複票数 計 514617 的中 ��� 13380（8番人気）
3連単票数 計 718997 的中 ��� 4924（21番人気）��� 2110（68番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―12．3―11．7―12．7―12．0―12．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．4―47．7―59．4―1：12．1―1：24．1―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．1
3 ・（15，17）10（14，16）（11，13）（8，6）12，2，4（3，18）（1，9）（5，7） 4 15，17（14，16）10（11，13）（6，12）9（8，4，2）7（1，18）－3，5

勝馬の
紹 介

ピッツィカート �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．11．1 京都2着

2013．2．16生 牡3鹿 母 ディクシージャズ 母母 ディクシースプラッシュ 4戦1勝 賞金 8，350，000円
JRA育成馬
スズカウルトラ �

�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．6．13 阪神6着

2013．4．20生 牡3鹿 母 スマートウェーブ 母母 フロムファースト 9戦1勝 賞金 6，750，000円
〔制裁〕 ヴォージュ号の騎手M．デュプレシスは，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：16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 マジックダイオウ号
※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。



13077 5月14日 晴 良 （28京都3）第7日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時25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
1：06．7
1：06．5

良
良

612 オールインワン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �カナヤマホール
ディングス 作田 誠二 浦河 笹島 政信 474－121：08．9 5．0�

11 ガ ロ ン ヌ 牡3鹿 56 川島 信二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 494－ 21：09．22 4．5�
815 ウイングフィールド 牝3鹿 54 国分 優作塚本 法生氏 服部 利之 浦河 金成吉田牧場 466－ 81：09．3� 5．7�
24 アカカホール 牝3栗 54 小牧 太守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 418＋ 21：09．51� 8．1�
12 オンマイステージ 牝3芦 54 幸 英明大塚 亮一氏 千田 輝彦 新冠 秋田牧場 440－ 21：09．71� 11．2�
59 ヴ ェ レ ー ナ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 430＋ 61：09．8クビ 201．8	
23 テイエムポメロ 牝3鹿 54 酒井 学竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 日高テイエム

牧場株式会社 454－ 81：10．33 234．7

510 タマモブレスレット 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 426＋ 2 〃 クビ 26．2�
35 セイシュプリーム 牝3鹿 54 和田 竜二金田 成基氏 服部 利之 浦河 伏木田牧場 442＋ 61：10．51� 5．4�
713 ダンガンウーマン 牝3鹿 54 松若 風馬ロイヤルパーク 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 444－ 21：10．6	 9．3
47 タマモアッパレ 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 曾我 博 436＋ 2 〃 ハナ 44．9�
611 ダ イ ト カ イ 牝3鹿 54 古川 吉洋市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 日高 オリオンファーム B428－ 61：10．7クビ 69．8�
816 キョウエイブレイン 牡3鹿 56

54 △城戸 義政田中 晴夫氏 森田 直行 日高 広富牧場 430－101：10．8	 40．9�
714 リッカークイーン 牝3黒鹿54 M．デュプレシス 立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 430 ―1：11．01� 73．7�

（新）

36 ドナモデルナ 牝3鹿 54
52 △義 英真大内 景子氏 牧浦 充徳 日高 中原牧場 408 ―1：11．31� 75．9�

48 メイショウウララカ 牝3黒鹿54 田中 健松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 388－181：11．51� 46．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，988，500円 複勝： 28，048，600円 枠連： 14，123，600円
馬連： 47，285，400円 馬単： 21，234，400円 ワイド： 26，185，900円
3連複： 60，951，900円 3連単： 73，436，800円 計： 289，255，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 160円 � 160円 枠 連（1－6） 800円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 580円 �� 680円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 13，810円

票 数

単勝票数 計 179885 的中 � 28398（2番人気）
複勝票数 計 280486 的中 � 32267（4番人気）� 47636（2番人気）� 47803（1番人気）
枠連票数 計 141236 的中 （1－6） 13583（2番人気）
馬連票数 計 472854 的中 �� 25122（2番人気）
馬単票数 計 212344 的中 �� 5763（5番人気）
ワイド票数 計 261859 的中 �� 11464（4番人気）�� 9529（8番人気）�� 17480（1番人気）
3連複票数 計 609519 的中 ��� 18373（2番人気）
3連単票数 計 734368 的中 ��� 3853（13番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．3―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．5―45．8―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールインワン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2015．12．26 阪神6着

2013．5．7生 牡3鹿 母 ゴールドコイン 母母 インキュラブルロマンティック 4戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ギャディス号・ホワイトパンドラ号
※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。

13078 5月14日 晴 良 （28京都3）第7日 第6競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ピ ッ ト ボ ス 牡3鹿 56 幸 英明前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 502± 01：52．3 1．5�
57 シゲルキハダマグロ 牡3栗 56 松山 弘平森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか タガミファーム 436± 01：52．51� 10．3�
711 カフジデンジャー 牡3鹿 56 松田 大作加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 556± 01：53．77 29．9�
68 エイシンリンリン 牝3栗 54 小牧 太�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 水丸牧場 458± 01：54．02 114．5�
69 � フェイスインパクト 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Momkids,
Inc. 498－ 4 〃 ハナ 8．4�

44 ウインランブル 牡3鹿 56 M．デュプレシス�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 470＋ 21：54．42	 23．0	
（新）

45 デルマチャチャ 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也浅沼 廣幸氏 藤沢 則雄 日高 ファニーヒルファーム 486± 01：54．72 29．8


813� カ バ ト ッ ト 牡3栗 56 池添 謙一冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 460＋ 61：54．91	 181．7�
56 スナークレッド 牡3鹿 56 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 482－ 41：55．0	 35．5�
812 グランジャー 牡3栗 56 松若 風馬水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 528＋ 21：55．1クビ 65．5
33 カフェブリッツ 牡3鹿 56 岩田 康誠西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 558－ 61：55．52	 6．0�
22 ヒラボクミライ 牡3青鹿56 秋山真一郎�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 542＋ 21：55．92	 24．6�
710 メイショウフレイヤ 牝3栗 54

52 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 460± 01：58．4大差 36．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，677，900円 複勝： 95，921，100円 枠連： 12，779，600円
馬連： 54，554，300円 馬単： 33，284，700円 ワイド： 33，511，300円
3連複： 77，354，800円 3連単： 123，945，400円 計： 459，029，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 500円 枠 連（1－5） 430円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 260円 �� 840円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 11，870円

票 数

単勝票数 計 276779 的中 � 140581（1番人気）
複勝票数 計 959211 的中 � 699714（1番人気）� 41166（4番人気）� 12822（9番人気）
枠連票数 計 127796 的中 （1－5） 22858（1番人気）
馬連票数 計 545543 的中 �� 77153（2番人気）
馬単票数 計 332847 的中 �� 33930（3番人気）
ワイド票数 計 335113 的中 �� 39222（2番人気）�� 9554（11番人気）�� 2975（27番人気）
3連複票数 計 773548 的中 ��� 12451（18番人気）
3連単票数 計1239454 的中 ��� 7566（36番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．8―12．5―12．5―13．1―12．5―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．1―35．9―48．4―1：00．9―1：14．0―1：26．5―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピ ッ ト ボ ス �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．18 京都5着

2013．4．11生 牡3鹿 母 モエレプロミネンス 母母 ト コ ピ ジ ャ 7戦2勝 賞金 18，100，000円
〔制裁〕 ピットボス号の騎手幸英明は，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。

フェイスインパクト号の騎手坂井瑠星は，後検量に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウフレイヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月14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。



13079 5月14日 晴 良 （28京都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

89 レインボーフラッグ 牡3鹿 56 小牧 太 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 450± 01：34．1 2．4�
11 フォーアライター 牡3青鹿56 和田 竜二 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 クビ 6．4�
88 ケンホファヴァルト 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー
ブル 446－ 2 〃 ハナ 47．2�

55 ダノンスパーク 牡3鹿 56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 528－ 2 〃 アタマ 5．7�
33 サトノマルス 牡3青 56 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 446＋141：34．2クビ 4．0	
77 スマートスペクター 牡3鹿 56 池添 謙一大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 434± 01：34．62� 9．8

44 アドナルシー 牡3黒鹿56 松田 大作�辻牧場 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 480－ 41：34．7� 32．7�
66 グランプリアクセル 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B472－ 61：34．91 27．4�
22 ウインオスカー 牡3鹿 56 M．デュプレシス�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 476－ 6 〃 クビ 13．0

（新）

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，432，400円 複勝： 33，434，300円 枠連： 9，087，800円
馬連： 52，113，600円 馬単： 30，324，700円 ワイド： 27，508，900円
3連複： 62，025，700円 3連単： 120，814，200円 計： 361，741，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 190円 � 1，020円 枠 連（1－8） 670円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，710円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 10，540円 3 連 単 ��� 30，370円

票 数

単勝票数 計 264324 的中 � 86218（1番人気）
複勝票数 計 334343 的中 � 91204（1番人気）� 45660（4番人気）� 5446（9番人気）
枠連票数 計 90878 的中 （1－8） 10397（2番人気）
馬連票数 計 521136 的中 �� 52019（3番人気）
馬単票数 計 303247 的中 �� 19162（3番人気）
ワイド票数 計 275089 的中 �� 25215（2番人気）�� 3857（19番人気）�� 1732（31番人気）
3連複票数 計 620257 的中 ��� 4413（35番人気）
3連単票数 計1208142 的中 ��� 2884（110番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．9―48．3―1：00．2―1：11．5―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レインボーフラッグ �
�
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 2016．1．11 京都1着

2013．5．10生 牡3鹿 母 レインボーシーカー 母母 ラ ゲ ラ 5戦2勝 賞金 20，800，000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。

13080 5月14日 晴 良 （28京都3）第7日 第8競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

36 ミトノゴールド 牡4栗 57 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B482－101：24．6 2．6�
611� プレスアテンション 牡5栗 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512－14 〃 クビ 15．6�
59 ダイメイコンドル 牡4黒鹿57 池添 謙一宮本 孝一氏 浜田多実雄 新ひだか 今 牧場 530＋ 41：24．7クビ 26．3�
815� トレジャーステイト 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 〃 クビ 7．9�
48 � バーサーカー 牡4栗 57 秋山真一郎香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 B500＋ 6 〃 ハナ 26．0	
714 エイシンファイヤー 牡4鹿 57

55 △義 英真�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 494－ 4 〃 アタマ 8．5

23 フミノミニスター 牡4鹿 57 松田 大作谷 二氏 本田 優 新ひだか 金舛 幸夫 508－ 41：24．8	 52．0�
816 シ ュ ネ ー ル 牡5鹿 57 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 502－ 41：24．9クビ 11．9�
47 テイエムジョウネツ 牝4黒鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 416＋ 4 〃 クビ 23．6
35 ビタミンエース 牡5鹿 57

55 △城戸 義政村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 514± 01：25．0	 21．9�
510 ダ ン カ ン 牡4鹿 57 岩田 康誠杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 454± 01：25．1クビ 14．6�
713 レッツイットラン 牡4栗 57 和田 竜二深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 494± 01：25．31
 5．2�
24 � タガノロブロイ 牡4鹿 57 酒井 学八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494－ 21：25．62 119．0�
12 ゲネラルプローベ 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 472－ 21：25．7アタマ 95．6�
612 アグネスユニコーン 牡5黒鹿57 高倉 稜渡辺公美子氏 村山 明 千歳 社台ファーム B504＋141：25．91	 56．4�
11 � ハイコマンド 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人服部 新平氏 坪 憲章 新ひだか 有限会社石川牧場 464－101：26．0クビ 395．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，052，900円 複勝： 35，261，300円 枠連： 18，699，300円
馬連： 63，992，100円 馬単： 30，646，500円 ワイド： 36，273，400円
3連複： 88，581，700円 3連単： 107，322，000円 計： 404，829，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 400円 � 820円 枠 連（3－6） 1，580円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，770円 �� 6，220円

3 連 複 ��� 19，010円 3 連 単 ��� 68，190円

票 数

単勝票数 計 240529 的中 � 72788（1番人気）
複勝票数 計 352613 的中 � 92995（1番人気）� 19245（8番人気）� 8294（11番人気）
枠連票数 計 186993 的中 （3－6） 9154（6番人気）
馬連票数 計 639921 的中 �� 26875（5番人気）
馬単票数 計 306465 的中 �� 7003（8番人気）
ワイド票数 計 362734 的中 �� 11919（6番人気）�� 5242（20番人気）�� 1447（59番人気）
3連複票数 計 885817 的中 ��� 3494（61番人気）
3連単票数 計1073220 的中 ��� 1141（214番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．6―46．6―58．7―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 3，9（8，15）（2，13）12，6，1，14，4（10，16）（5，7）11 4 ・（3，9）（8，15）13（2，6）12，1（14，16）（10，4，5，7）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミトノゴールド �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．6．29 函館6着

2012．3．28生 牡4栗 母 ホシノキンカ 母母 スターマイライフ 21戦2勝 賞金 29，900，000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） 1頭 サトノユニコーン号
（非抽選馬） 2頭 アセイラント号・チュウワワンダー号



13081 5月14日 晴 良 （28京都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；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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

55 ヤマカツライデン 牡4黒鹿57 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 522－122：24．7 3．4�
11 ビップレボルシオン 牡5鹿 57 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 516± 02：25．02 6．9�
66 メイショウコルノ 牡5黒鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 546± 0 〃 ハナ 1．9�
44 	 ラルプデュエズ 牡6黒鹿57 小崎 綾也吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492－ 22：25．31
 32．6�
33 ダンディーズムーン 牡5鹿 57 秋山真一郎田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 02：25．4クビ 19．4�
89 ヴァーサトル 牡4黒鹿57 幸 英明水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 490－ 42：25．61� 16．9�
77 アドマイヤカーリン 牡8青鹿57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－142：25．81 24．4	
810 キングブレイク 牡7栗 57 高倉 稜阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 516＋ 6 〃 ハナ 51．4

78 ジューヴルエール 牡6黒鹿57 M．デュプレシス �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486－ 42：26．22� 13．5�

（新）

22 ゼットスマイル 牡4栗 57 古川 吉洋�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 500－ 42：26．51
 38．7
（10頭）

売 得 金
単勝： 29，576，300円 複勝： 57，485，200円 枠連： 13，241，200円
馬連： 73，889，700円 馬単： 41，757，800円 ワイド： 34，162，300円
3連複： 88，710，400円 3連単： 186，571，900円 計： 525，394，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 150円 � 110円 枠 連（1－5） 1，920円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 380円 �� 150円 �� 280円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計 295763 的中 � 69166（2番人気）
複勝票数 計 574852 的中 � 65662（2番人気）� 39524（3番人気）� 360578（1番人気）
枠連票数 計 132412 的中 （1－5） 5342（7番人気）
馬連票数 計 738897 的中 �� 38726（4番人気）
馬単票数 計 417578 的中 �� 12841（7番人気）
ワイド票数 計 341623 的中 �� 18601（3番人気）�� 71819（1番人気）�� 28213（2番人気）
3連複票数 計 887104 的中 ��� 91768（1番人気）
3連単票数 計1865719 的中 ��� 24224（13番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．9―13．0―12．5―11．4―11．9―12．2―12．1―11．4―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．9―35．8―48．8―1：01．3―1：12．7―1：24．6―1：36．8―1：48．9―2：00．3―2：12．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツライデン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．6．14 阪神4着

2012．5．5生 牡4黒鹿 母 ヤマカツオーキッド 母母 ヤマカツスズラン 22戦3勝 賞金 46，962，000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。

13082 5月14日 晴 良 （28京都3）第7日 第10競走 ��
��1，600�

にしき

錦 ス テ ー ク ス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，27．5．16以降28．5．8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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

11 ダイシンサンダー 牡5鹿 57 岩田 康誠大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 498－ 41：32．7 3．5�
33 ピンストライプ 牡4青鹿54 松山 弘平 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 524＋ 61：32．8� 6．5�
55 ティーエスネオ 牡5芦 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 528± 01：33．22� 4．2�
44 サンマルホーム 牡6栗 54 小牧 太相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B450＋ 21：33．3クビ 70．7�
811 オースミナイン 牡6鹿 56 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 482＋ 81：33．51	 7．9�
66 タガノカムイ 牡4栗 54 松田 大作八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 6 〃 クビ 4．6	
810 ショウナンバーキン 牝6青 52 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 482－ 21：33．6クビ 30．9

79 カフェリュウジン 牡6鹿 55 酒井 学西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 526－ 61：34．13 18．0�
78 ポセイドンバローズ 牡6栗 53 M．デュプレシス 猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新冠 新冠橋本牧場 B476－ 41：34．2� 53．0�

（新）

67 アドマイヤドバイ 牡6鹿 55 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B458－ 6 （競走中止） 8．3
（10頭）

22 ワードイズボンド 牡5青 55 義 英真宮田 守氏 黒岩 陽一 浦河 バンブー牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，860，300円 複勝： 43，296，400円 枠連： 20，335，100円
馬連： 95，096，900円 馬単： 44，063，300円 ワイド： 39，846，600円
3連複： 109，048，800円 3連単： 180，317，200円 計： 559，864，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 200円 � 160円 枠 連（1－3） 870円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 380円 �� 360円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 6，400円

票 数

単勝票数 差引計 278603（返還計 238） 的中 � 62984（1番人気）
複勝票数 差引計 432964（返還計 366） 的中 � 86946（1番人気）� 47911（5番人気）� 73562（3番人気）
枠連票数 差引計 203351（返還計 152） 的中 （1－3） 17998（4番人気）
馬連票数 差引計 950969（返還計 791） 的中 �� 84511（2番人気）
馬単票数 差引計 440633（返還計 429） 的中 �� 20759（3番人気）
ワイド票数 差引計 398466（返還計 364） 的中 �� 27290（3番人気）�� 29605（1番人気）�� 16195（8番人気）
3連複票数 差引計1090488（返還計 1592） 的中 ��� 59412（3番人気）
3連単票数 差引計1803172（返還計 3435） 的中 ��� 20415（7番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．8―11．9―11．8―11．2―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．8―34．6―46．5―58．3―1：09．5―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．4
3 5，3，9，6，10，1，7（4，8，11） 4 5，3，9（6，10）（1，7）（4，11）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイシンサンダー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．2．8 京都1着

2011．3．17生 牡5鹿 母 イチゴイチエ 母母 アイチェックユー 17戦5勝 賞金 94，671，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 ワードイズボンド号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔競走中止〕 アドマイヤドバイ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症し，最後の直線コースで騎手が落馬したため競走中

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。



13083 5月14日 晴 良 （28京都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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
1：43．9
1：43．9

良
良

44 ナ ム ラ ア ン 牝4黒鹿54 池添 謙一奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 462＋ 41：46．0 5．1�
33 グァンチャーレ 牡4青鹿56 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 456＋ 4 〃 アタマ 12．5�
22 ラ ン グ レ ー 牡5鹿 57 松田 大作 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：46．21	 2．8�
810 マテンロウボス 牡5黒鹿56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 466＋ 61：46．41	 8．6�
79 ガリバルディ 牡5鹿 56 M．デュプレシス �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508± 0 〃 クビ 3．4�

（新）

11 アクションスター 牡6栗 56 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 0 〃 アタマ 32．8	

55 プランスペスカ 牡6鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 470＋ 41：46．61	 148．7

78 クランモンタナ 牡7芦 57 岩田 康誠 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482± 01：46．81	 22．2�
67 アンドリエッテ 牝4鹿 54 和田 竜二永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 444＋ 21：46．9
 10．8�
811 ニューダイナスティ 牡7鹿 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486＋10 〃 ハナ 53．9
66 トウシンモンステラ 牡6黒鹿56 小牧 太�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：47．11	 34．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，035，800円 複勝： 73，174，500円 枠連： 30，510，700円
馬連： 199，391，200円 馬単： 88，420，800円 ワイド： 77，192，400円
3連複： 256，732，800円 3連単： 459，379，700円 計： 1，239，837，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 290円 � 130円 枠 連（3－4） 2，860円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 970円 �� 350円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 18，630円

票 数

単勝票数 計 550358 的中 � 85128（3番人気）
複勝票数 計 731745 的中 � 115027（3番人気）� 48056（6番人気）� 180814（1番人気）
枠連票数 計 305107 的中 （3－4） 8250（13番人気）
馬連票数 計1993912 的中 �� 48106（12番人気）
馬単票数 計 884208 的中 �� 11371（25番人気）
ワイド票数 計 771924 的中 �� 19160（13番人気）�� 61324（2番人気）�� 26374（9番人気）
3連複票数 計2567328 的中 ��� 74909（8番人気）
3連単票数 計4593797 的中 ��� 17876（63番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．8―12．4―12．1―11．6―11．0―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．2―48．6―1：00．7―1：12．3―1：23．3―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．7
3 4，8（3，9）2，10（1，7）5－（11，6） 4 4（3，8，9）（2，10）7（1，5）6，11

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ ア ン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．18 京都3着

2012．5．14生 牝4黒鹿 母 アイリッシュピース 母母 アイリッシュダンス 15戦5勝 賞金 93，610，000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。

13084 5月14日 晴 良 （28京都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

12 オールブラッシュ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 61：50．6 1．9�

36 � スリーアロー 牝5黒鹿 55
53 △城戸 義政松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496－ 2 〃 ハナ 3．4�

713 トウケイウイン 牡6黒鹿57 秋山真一郎木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 444－101：51．77 28．4�
816 ディアブルーダー 	5鹿 57 幸 英明髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 510± 01：51．8
 12．6�
48 ベストセラーアスク 牝5鹿 55 柴田 未崎廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 420± 0 〃 ハナ 182．2	
611 シ ュ ミ ッ ト 牡6芦 57 岩田 康誠杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 畠山牧場 490± 01：51．9� 22．2

24 � フレンドスイート 牝5鹿 55

52 ▲荻野 極横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 446－ 61：52．11� 69．7�
714 スズカウラノス 牡7鹿 57

55 △義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 472－ 4 〃 クビ 76．8�
612 ダイナミックウオー 牡6黒鹿57 松山 弘平小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 518＋ 2 〃 ハナ 17．0
23 セレッソレアル 牝5栗 55 田中 健三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 488± 01：52．3� 140．9�
47 インテグラード 牡5青鹿 57

54 ▲坂井 瑠星�リーヴァ 松下 武士 千歳 社台ファーム 490－ 41：52．4� 24．8�
11 デ モ ニ オ 牡5青 57 M．デュプレシス �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 492－ 41：52．5クビ 21．8�

（新）

59 スランジバール 牡7鹿 57 酒井 学�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 486－ 21：52．6
 29．0�
510 カリスマサンタイム 牡6黒鹿57 小林 徹弥畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 510－ 21：52．91� 132．1�
815� シャイニービーム 牡4鹿 57 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 440－ 4 〃 アタマ 16．7�
35 ヴェルメンティーノ 牝5栗 55 松田 大作吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B426－121：54．17 88．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，915，500円 複勝： 49，440，600円 枠連： 28，460，200円
馬連： 110，421，900円 馬単： 49，445，500円 ワイド： 54，163，700円
3連複： 146，052，900円 3連単： 228，367，100円 計： 699，267，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 390円 枠 連（1－3） 310円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 160円 �� 840円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 7，410円

票 数

単勝票数 計 329155 的中 � 133273（1番人気）
複勝票数 計 494406 的中 � 178449（1番人気）� 100165（2番人気）� 16743（10番人気）
枠連票数 計 284602 的中 （1－3） 70798（1番人気）
馬連票数 計1104219 的中 �� 288177（1番人気）
馬単票数 計 494455 的中 �� 81864（1番人気）
ワイド票数 計 541637 的中 �� 116044（1番人気）�� 13575（13番人気）�� 10447（16番人気）
3連複票数 計1460529 的中 ��� 40848（8番人気）
3連単票数 計2283671 的中 ��� 22316（14番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．3―12．4―12．5―12．4―12．5―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．1―35．4―47．8―1：00．3―1：12．7―1：25．2―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オールブラッシュ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2014．7．13 中京11着

2012．3．7生 牡4黒鹿 母 ブラッシングプリンセス 母母 Princess Laika 16戦3勝 賞金 46，622，000円
〔制裁〕 フレンドスイート号の騎手荻野極は，後検量に遅れたことについて戒告。
※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 ロイヤルパンプ号
（非抽選馬） 1頭 トゥヴァビエン号
※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。



（28京都3）第7日 5月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

218，210，000円
5，060，000円
7，600，000円
1，020，000円
22，350，000円
67，542，000円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
316，866，800円
565，155，100円
198，669，200円
863，408，700円
434，605，600円
429，160，300円
1，120，817，300円
1，816，589，500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 5，745，272，500円

総入場人員 16，816名 （有料入場人員 15，932名）
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