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13121 5月25日 晴 良 （25京都3）第11日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走9時55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

24 グレイングロース 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 502＋161：12．5 7．2�
23 ハーロンベイ 牝3黒鹿54 北村 友一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ―1：12．6� 39．8�
59 ゴッドドリーム 牡3栗 56 幸 英明井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 496＋ 21：12．92 4．7�
12 サカジロリュウオー 牡3栗 56 松山 弘平ロイヤルパーク 西橋 豊治 日高 庫宝牧場 480＋ 41：13．43 62．9�
11 パープルアイズ 牡3栗 56 池添 謙一吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 446± 01：13．61� 14．5�
48 ロ デ ム 牡3青鹿56 浜中 俊三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 小池 博幸 538＋121：13．7クビ 40．3	
47 ウォーターパーク 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 446－ 81：13．91 63．3�

612 テイエムダイトッパ 牡3鹿 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 ハクツ牧場 466－ 21：14．11� 84．3�
815 マルトクスパート 牡3鹿 56 秋山真一郎高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 468＋ 4 〃 クビ 30．3
611 キンシジェネラル 牡3鹿 56 武 豊若草クラブ 浅見 秀一 安平 追分ファーム 508－10 〃 アタマ 1．9�
713 ビップイシマツ 牡3青 56

54 △中井 裕二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：14．2� 270．5�
36 カネトシエフォート 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 敬伍兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 454＋ 61：14．41� 8．3�
35 ウォーターグッデイ 牝3芦 54 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 446± 01：14．61� 312．5�
714 テイエムトリック 牝3黒鹿54 福永 祐一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 岡本牧場 430－101：14．7クビ 25．7�
816 コンラッドヘンケル 牡3芦 56 酒井 学吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 516－ 21：15．44 84．9�
510 モンタージュ 牝3鹿 54 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430＋ 61：15．93 101．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，531，200円 複勝： 45，984，400円 枠連： 11，739，600円
馬連： 45，988，000円 馬単： 33，397，600円 ワイド： 29，006，600円
3連複： 74，867，700円 3連単： 117，502，500円 計： 384，017，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 290円 � 1，080円 � 170円 枠 連（2－2） 14，400円

馬 連 �� 12，740円 馬 単 �� 23，410円

ワ イ ド �� 3，530円 �� 630円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 20，800円 3 連 単 ��� 145，260円

票 数

単勝票数 計 255312 的中 � 27984（3番人気）
複勝票数 計 459844 的中 � 39748（4番人気）� 8528（10番人気）� 96226（2番人気）
枠連票数 計 117396 的中 （2－2） 602（30番人気）
馬連票数 計 459880 的中 �� 2666（33番人気）
馬単票数 計 333976 的中 �� 1053（60番人気）
ワイド票数 計 290066 的中 �� 1949（33番人気）�� 12148（6番人気）�� 2352（28番人気）
3連複票数 計 748677 的中 ��� 2657（60番人気）
3連単票数 計1175025 的中 ��� 597（370番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．7―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．5―35．2―47．6―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 4，15，14－10，9（6，16）2，13（1，11）（5，7，12）3－8 4 4，15（14，10）9（6，2，16）（1，11）（13，12）（3，7）5－8

勝馬の
紹 介

グレイングロース �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．1．13 京都4着

2010．4．6生 牡3鹿 母 グレインライン 母母 ミルグレイン 4戦1勝 賞金 5，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 シゲルカニザ号・シゲルタテザ号・タガノシェルム号・ニシオキボオト号・ワンダーパラジーノ号

13122 5月25日 晴 良 （25京都3）第11日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時25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

611 ニジノハヤテ 牡3黒鹿56 小坂 忠士杉本千賀子氏 境 直行 新ひだか 三石ファーム 470＋ 21：55．4 45．9�
59 ゴールデンヒーロー 牡3鹿 56 幸 英明有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：55．5� 2．4�
24 シ ナ ー ラ 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二 �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 424± 0 〃 ハナ 11．2�
35 ライドンシャフト 牡3栗 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 512＋ 61：55．82 6．2�
612 サンライズムーン 牡3鹿 56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 21：55．9� 6．9	
36 スプリームアヘッド �3黒鹿56 小牧 太本間 充氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 530－ 21：56．11	 64．8

11 テラノアパッチ 牡3芦 56 松山 弘平寺田 寿男氏 清水 出美 安平 追分ファーム 470＋ 4 〃 クビ 21．2�
23 ブルーグランツ 牡3鹿 56 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 494＋ 21：56．31	 18．4�
12 ゼロワンチャンプ 牡3鹿 56 川須 栄彦国田 正忠氏 牧田 和弥 新ひだか タイヘイ牧場 476－ 41：56．51 8．4
815 オアシスムーン 牝3栗 54 岩田 康誠太田 美實氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 468－ 21：56．81� 33．3�
816 ハナズハント 牡3鹿 56 松田 大作M．タバート氏 牧浦 充徳 新ひだか 元道牧場 484＋ 41：56．9クビ 74．5�
47 スイートリリック 牝3栗 54 C．デムーロ 伊藤 英明氏 矢作 芳人 新冠 秋田牧場 436＋ 2 〃 アタマ 26．8�

（伊）

48 ショウナンカリブ 牡3栗 56 浜中 俊国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522 ―1：57．53
 67．7�

713 ヤマニンイリーズ 牡3栗 56 酒井 学土井 薫氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 540＋28 〃 アタマ 134．1�
510 トウカイサージュ 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 敬伍内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 524＋ 81：58．13
 629．5�
714 ハダシノミライ 牡3黒鹿56 池添 謙一�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 516± 01：59．27 12．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，047，400円 複勝： 40，240，700円 枠連： 12，684，000円
馬連： 43，428，200円 馬単： 28，313，300円 ワイド： 24，503，000円
3連複： 66，257，700円 3連単： 95，430，100円 計： 332，904，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，590円 複 勝 � 630円 � 130円 � 250円 枠 連（5－6） 680円

馬 連 �� 4，500円 馬 単 �� 12，400円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 3，410円 �� 410円

3 連 複 ��� 7，420円 3 連 単 ��� 84，350円

票 数

単勝票数 計 220474 的中 � 3792（11番人気）
複勝票数 計 402407 的中 � 11571（10番人気）� 121984（1番人気）� 36984（5番人気）
枠連票数 計 126840 的中 （5－6） 13944（1番人気）
馬連票数 計 434282 的中 �� 7124（17番人気）
馬単票数 計 283133 的中 �� 1686（41番人気）
ワイド票数 計 245030 的中 �� 4913（13番人気）�� 1641（41番人気）�� 16297（2番人気）
3連複票数 計 662577 的中 ��� 6591（26番人気）
3連単票数 計 954301 的中 ��� 835（258番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．5―13．5―12．2―12．9―12．8―13．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―38．0―51．5―1：03．7―1：16．6―1：29．4―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ニジノハヤテ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フェアジャッジメント デビュー 2012．10．20 京都11着

2010．4．9生 牡3黒鹿 母 カネショウシャネル 母母 ウィスパーモア 9戦1勝 賞金 6，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 メイショウソラーレ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 京都競馬 第１１日



13123 5月25日 晴 良 （25京都3）第11日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時55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
1：20．5
1：19．0

良
良

611 ディアプリンセス 牝3黒鹿54 川田 将雅ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 440－ 61：22．9 2．5�
817 ファインスカイ 牝3鹿 54 松田 大作 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 466－ 21：23．32� 10．8�
714 サンセットスカイ 牡3栗 56 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 2 〃 アタマ 3．5�
510 ミキノティータイム 牝3栗 54 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 448＋ 2 〃 クビ 12．1�
47 テイエムメデル 牝3黒鹿54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 博志 438± 01：23．51� 54．2�
816 サンマルビューティ 牝3黒鹿54 秋山真一郎相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 432－ 4 〃 クビ 343．4	
818 クリアモーメント 牡3鹿 56 北村 友一 
社台レースホース大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B436－ 41：23．6� 12．9�
48 スズカサファイヤ 牝3黒鹿54 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 394＋ 8 〃 アタマ 56．1�
36 ブルータペストリー 牡3青 56 C．デムーロ 吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：23．7� 63．0

（伊）

11 アステュート 牝3黒鹿54 武 豊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 480＋ 41：23．8� 14．4�

715 メガモンスター 牡3鹿 56 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 410± 0 〃 クビ 12．9�
24 エッフェルスパーク 牝3鹿 54 酒井 学飯田 良枝氏 加用 正 新ひだか 千代田牧場 432＋ 61：24．01� 336．7�
23 ビービーダンク 牡3青鹿 56

54 △中井 裕二坂東 勝彦氏 領家 政蔵 清水 小野瀬 晃司 552＋22 〃 ハナ 74．6�
713 エヴリシーズン 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二有限会社シルク佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 424± 01：24．1クビ 24．9�
12 カ テ リ ー ナ 牝3栗 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 良保 浦河 大島牧場 454 ―1：24．41	 166．1�
612 モズペルファ 牝3鹿 54 岩田 康誠北側 雅司氏 矢作 芳人 日高 目黒牧場 430＋ 2 〃 ハナ 101．2�
59 
 ワイドエクセレント 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gulf Coast

Farms LLC 524－101：25．99 29．0�
35 デンコウプルメリア 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬田中 康弘氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 440 ―1：26．53� 449．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，310，600円 複勝： 42，549，900円 枠連： 16，704，500円
馬連： 45，497，000円 馬単： 31，618，900円 ワイド： 25，907，100円
3連複： 64，532，600円 3連単： 99，380，000円 計： 350，500，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 260円 � 130円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 400円 �� 220円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 5，820円

票 数

単勝票数 計 243106 的中 � 79229（1番人気）
複勝票数 計 425499 的中 � 112869（1番人気）� 28635（6番人気）� 97641（2番人気）
枠連票数 計 167045 的中 （6－8） 20416（3番人気）
馬連票数 計 454970 的中 �� 30535（2番人気）
馬単票数 計 316189 的中 �� 13330（3番人気）
ワイド票数 計 259071 的中 �� 15287（2番人気）�� 34733（1番人気）�� 9404（5番人気）
3連複票数 計 645326 的中 ��� 39636（1番人気）
3連単票数 計 993800 的中 ��� 12606（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．0―47．9―59．4―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 11，17（10，15）14（16，18）7，12（6，9）（8，13）（1，4）3，2－5 4 11，17（10，15）14，18（7，16）6（12，8）（1，9）13（3，4）2＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアプリンセス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 グルームダンサー デビュー 2012．8．18 小倉7着

2010．2．20生 牝3黒鹿 母 レーシングスパイス 母母 トリプルエンコア 7戦1勝 賞金 9，000，000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） 1頭 エンジェルベイビー号
（非抽選馬） 2頭 アティトラン号・フェアリーシチー号
※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。

13124 5月25日 晴 良 （25京都3）第11日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11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
2：10．0
2：10．0

良
良

12 ヒ ュ ラ ー ス 牡3鹿 56 C．デムーロ 吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム 464＋222：16．1 3．4�
（伊）

24 ダイワユニティー 牝3黒鹿54 小牧 太大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 458－ 22：16．31� 8．0�
47 プランスペスカ 牡3鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 452＋ 22：16．51� 5．9�
612 ゴールドテーラー 牝3栗 54 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 414＋ 42：16．92� 3．8�
23 シャルパンテ 牡3栗 56 太宰 啓介岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか タイヘイ牧場 488＋ 4 〃 クビ 52．2�
35 サトノユニコーン 牡3鹿 56 川須 栄彦里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B464－ 22：17．0クビ 14．3�
715 シークレットレシピ 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 22：17．1	 5．4

36 
 エーシンザヘッド 牡3栗 56 古川 吉洋	栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place

& Partners 472－ 22：17．31� 20．4�
817 ヒートヘイズ 牡3鹿 56 川島 信二前田 葉子氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416＋ 4 〃 アタマ 91．7�
11 メイショウゴリン 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 466＋ 22：17．4� 50．5
510 メイショウミヤジマ 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 436－ 22：17．82� 77．7�
713 ブラックコール 牡3青 56 酒井 学中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 454－142：17．9� 350．0�
611 ダイシンソリッド 牡3栗 56 荻野 琢真大八木信行氏 平田 修 新ひだか グランド牧場 462－ 22：18．53� 272．6�
714 フェブサクセス 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前田牧場 460＋ 82：18．6� 609．7�
48 ファインドラゴン 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政吉田 昭一氏 浜田多実雄 新冠 八木 常郎 422－ 62：18．81� 728．2�
816 アグネスエッジ 牡3鹿 56 松田 大作渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 462＋102：19．33 551．8�
59 トレザイール 牡3鹿 56 浜中 俊幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 折手牧場 486－ 42：19．4	 46．9�
818 ショウサンメグレス 牡3芦 56

54 △中井 裕二鈴木 昭和氏 牧田 和弥 浦河 帰山 清貴 488＋10 〃 クビ 409．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，824，500円 複勝： 40，643，600円 枠連： 12，929，700円
馬連： 46，021，200円 馬単： 30，458，100円 ワイド： 23，866，100円
3連複： 65，007，600円 3連単： 102，320，900円 計： 344，071，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 240円 � 170円 枠 連（1－2） 1，390円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 550円 �� 450円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 11，540円

票 数

単勝票数 計 228245 的中 � 53741（1番人気）
複勝票数 計 406436 的中 � 77115（2番人気）� 37308（5番人気）� 69576（3番人気）
枠連票数 計 129297 的中 （1－2） 6886（7番人気）
馬連票数 計 460212 的中 �� 21691（7番人気）
馬単票数 計 304581 的中 �� 8100（12番人気）
ワイド票数 計 238661 的中 �� 10715（7番人気）�� 13580（4番人気）�� 10263（8番人気）
3連複票数 計 650076 的中 ��� 18917（8番人気）
3連単票数 計1023209 的中 ��� 6549（31番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．2―13．0―12．4―13．1―12．7―12．0―12．0―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．9―38．1―51．1―1：03．5―1：16．6―1：29．3―1：41．3―1：53．3―2：04．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヒ ュ ラ ー ス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2012．12．15 阪神2着

2010．3．31生 牡3鹿 母 ニンフェット 母母 フレンドリービューティ 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 ショウサンメグレス号は，発走地点で馬装整備。発走時刻4分遅延。
※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 ララジロー号
※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。



13125 5月25日 晴 良 （25京都3）第11日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

714 アメージングタクト 牡3鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 41：24．9 39．9�

816 メイショウユキチ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 484＋ 2 〃 クビ 12．0�
35 ミヤジエルビス 牡3青鹿56 福永 祐一曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 498＋ 41：25．21� 6．5�
24 ハナズインパルス 牝3黒鹿54 小牧 太M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 454－121：25．3� 31．5�
612 ジェネシスロック 牡3鹿 56 松田 大作前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 486－ 2 〃 ハナ 49．5�
611 スイートドーナッツ 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 452± 01：25．51	 157．9	
510 ミラクルルーマー 牡3芦 56 川須 栄彦阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 522＋ 21：25．81� 8．2

23 マークスマン 牡3鹿 56 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 4 〃 クビ 16．3�
815 ストゥーディアス 牝3鹿 54 酒井 学有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 500＋ 21：25．9� 132．2�
713 キングズウェザー 牡3栗 56 岩田 康誠吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 494＋ 21：26．0� 37．2
48 タンティヴィー 牡3栗 56 秋山真一郎�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 野村 正 494± 0 〃 アタマ 33．2�
47 サンライズトーク 牡3芦 56 古川 吉洋松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 480－ 21：26．1� 43．4�
12 
 ダノンレジェンド 牡3黒鹿56 川田 将雅�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck

Stables, LLC 458＋ 81：26．31	 1．6�
11 
 エクセレンフレール 牡3鹿 56 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. 488－ 61：26．4クビ 166．0�
36 ア サ ケ ゴ マ 牝3芦 54

52 △中井 裕二大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 468－ 11：27．03� 76．0�
59 キクノメテオ 牡3芦 56 浜中 俊菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下

ファーム 488± 01：28．8大差 206．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，785，500円 複勝： 79，443，500円 枠連： 16，544，800円
馬連： 58，368，100円 馬単： 46，993，200円 ワイド： 35，163，000円
3連複： 84，220，700円 3連単： 157，840，000円 計： 509，358，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，990円 複 勝 � 1，150円 � 510円 � 320円 枠 連（7－8） 4，380円

馬 連 �� 13，010円 馬 単 �� 36，020円

ワ イ ド �� 3，050円 �� 2，410円 �� 950円

3 連 複 ��� 23，030円 3 連 単 ��� 244，210円

票 数

単勝票数 計 307855 的中 � 6094（9番人気）
複勝票数 計 794435 的中 � 16457（7番人気）� 41107（4番人気）� 74094（2番人気）
枠連票数 計 165448 的中 （7－8） 2788（15番人気）
馬連票数 計 583681 的中 �� 3312（29番人気）
馬単票数 計 469932 的中 �� 963（65番人気）
ワイド票数 計 351630 的中 �� 2777（29番人気）�� 3549（24番人気）�� 9480（7番人気）
3連複票数 計 842207 的中 ��� 2699（61番人気）
3連単票数 計1578400 的中 ��� 477（469番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．1―12．2―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．6―46．7―58．9―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アメージングタクト �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 End Sweep デビュー 2012．6．10 阪神2着

2010．2．9生 牡3鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ 9戦2勝 賞金 24，150，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 ヴードゥーフェスト号・サトノアビリティ号・サンライズバロン号・スクワドロン号・スリーカーニバル号・

ヒシアメジスト号・ベルウッドシーマ号・マーティンオート号・ミッキーアップル号

13126 5月25日 晴 良 （25京都3）第11日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

36 ウインアルザス 牡3鹿 56
54 △中井 裕二�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 500＋ 22：00．2 3．8�

47 アドマイヤディープ 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492－ 8 〃 アタマ 5．1�
24 � アウォーディー 牡3鹿 56 C．デムーロ 前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B498－ 22：00．51� 6．8�
（伊）

611 グリーンラヴ 牡3栗 56 和田 竜二 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 466－ 62：00．81� 17．7�

815 ジャイアントリープ 牡3芦 56 北村 友一 	キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 496－ 22：00．9	 6．8

23 マジェスティハーツ 牡3鹿 56 武 豊 �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 496＋102：01．0� 3．6�
11 モオプナツヨシ 牡3黒鹿56 高倉 稜横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 474± 02：01．1� 116．3�
816 サンマルホーム 牡3栗 56 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 426－ 4 〃 アタマ 48．3
510 サ チ ゴ ロ ウ 牡3栗 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 474＋ 62：01．2	 261．4�
48 スプリングシャトル 牡3栗 56 太宰 啓介加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 474± 02：01．62	 310．0�
714 カ ミ ー リ ア 牝3鹿 54 古川 吉洋名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 480± 0 〃 クビ 185．4�
12 シゲルラシンバンザ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 470＋ 22：01．7	 104．2�
59 マンノアクトレス 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 406－102：01．8� 176．5�
713 ライジングゴールド 牡3栗 56 川田 将雅 	サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 488± 02：02．01
 9．9�
35 モ ン モ ン 牡3鹿 56 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 浦河 高野牧場 464± 02：02．42	 325．5�
612 ヴ ェ ン ト ス 牝3鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B428－ 42：03．46 164．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，656，600円 複勝： 62，275，000円 枠連： 15，646，600円
馬連： 68，906，700円 馬単： 42，287，900円 ワイド： 31，950，900円
3連複： 82，593，000円 3連単： 137，939，200円 計： 476，255，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 190円 � 200円 枠 連（3－4） 1，250円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 480円 �� 410円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 14，870円

票 数

単勝票数 計 346566 的中 � 73066（2番人気）
複勝票数 計 622750 的中 � 123641（2番人気）� 86560（3番人気）� 76740（5番人気）
枠連票数 計 156466 的中 （3－4） 9247（6番人気）
馬連票数 計 689067 的中 �� 36585（7番人気）
馬単票数 計 422879 的中 �� 10857（14番人気）
ワイド票数 計 319509 的中 �� 16476（7番人気）�� 20066（4番人気）�� 11075（10番人気）
3連複票数 計 825930 的中 ��� 22980（10番人気）
3連単票数 計1379392 的中 ��� 6848（50番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．1―12．1―12．0―12．4―11．6―11．5―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．4―36．5―48．6―1：00．6―1：13．0―1：24．6―1：36．1―1：47．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインアルザス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sicyos デビュー 2012．7．15 中京4着

2010．3．29生 牡3鹿 母 シシーダルザス 母母 River Ried 11戦2勝 賞金 33，508，000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。



13127 5月25日 晴 良 （25京都3）第11日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：21．9
1：21．5

重
不良

48 � リバータイキ 牡4栗 57 川田 将雅河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 506＋ 21：25．0 2．0�
815� ツルオカハチマン 牡4鹿 57 幸 英明居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 502－121：25．42	 5．7�
612 ジョーラプター 牡4鹿 57 松山 弘平上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 480± 01：25．61	 12．2�
23 メイショウジェーン 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 450＋ 81：25．7クビ 14．1�
36 � メイショウゲンカイ 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 488＋ 2 〃 ハナ 26．7�
714 タマモデザイア 牡4鹿 57 和田 竜二タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 484－ 61：25．91	 35．9	
510� テラノココロ 牝4青鹿55 池添 謙一寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 404＋ 11：26．0	 143．7

12 シンボリエクレール 牡4黒鹿57 小牧 太シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 544－ 21：26．1
 8．1�
611 トルネードミノル 牡4鹿 57 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 81：26．2クビ 99．4�
35 サワヤカユウタ 牡5栗 57

55 △中井 裕二中野 義一氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 480＋161：26．51
 252．8
713 エ ス ペ リ ア 牡4栗 57 松田 大作佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 454＋ 2 〃 クビ 44．8�
59 � ジーピークロス 牝4栗 55 岩田 康誠�グランプリ 牧田 和弥 むかわ 上水牧場 482－201：26．6クビ 15．2�
816� タガノレガーロ 牡5鹿 57 浜中 俊八木 昌司氏 吉村 圭司 浦河 駿河牧場 464－ 61：26．7
 18．9�
24 アルティザン �4鹿 57 川須 栄彦 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 480＋ 61：26．8クビ 15．8�
47 � サンマルリバティ 牡4鹿 57

55 △菱田 裕二相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 532＋161：27．22	 318．3�
11 � アイファーアプリル 牝5青 55

52 ▲岩崎 翼中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 加野牧場 414＋181：28．15 481．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，732，300円 複勝： 54，906，600円 枠連： 17，760，800円
馬連： 63，632，000円 馬単： 38，990，100円 ワイド： 34，251，800円
3連複： 78，901，200円 3連単： 132，512，300円 計： 451，687，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 130円 � 250円 枠 連（4－8） 340円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 200円 �� 480円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 5，420円

票 数

単勝票数 計 307323 的中 � 125549（1番人気）
複勝票数 計 549066 的中 � 173589（1番人気）� 114262（2番人気）� 37502（4番人気）
枠連票数 計 177608 的中 （4－8） 39055（1番人気）
馬連票数 計 636320 的中 �� 132024（1番人気）
馬単票数 計 389901 的中 �� 41701（1番人気）
ワイド票数 計 342518 的中 �� 55042（1番人気）�� 15905（4番人気）�� 10357（9番人気）
3連複票数 計 789012 的中 ��� 36683（3番人気）
3連単票数 計1325123 的中 ��� 18058（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．3―47．7―1：00．0―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リバータイキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 オペラハウス

2009．3．24生 牡4栗 母 エアコムロー 母母 コニーストン 13戦1勝 賞金 18，130，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンアルシェ号
（非抽選馬） 4頭 アグネスピンキー号・キーメール号・ジョーアカリン号・スターペスジンタ号

13128 5月25日 晴 良 （25京都3）第11日 第8競走 ��3，930�第15回京都ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード4：21．6良

45 テイエムハリアー 牡7芦 60 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 460± 04：23．5 2．0�
68 ハイローラー 牡7鹿 60 平沢 健治加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 494－ 84：24．03 41．8�
22 ハードダダンダン 牡6黒鹿60 森 一馬津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 474＋ 24：24．21� 21．4�
56 メイショウヨウドウ �5黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 462－ 44：24．52 10．9�
69 ルールプロスパー 牡8青鹿60 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 486± 04：25．35 3．8�
813 トウシンボルト 牡6黒鹿60 難波 剛健�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 502＋124：25．62 62．3	
33 ゴールデンガッツ 牡8栗 60 北沢 伸也�協栄 加用 正 門別 タバタファーム 500－124：25．81� 74．7

11 ナリタシャトル 牡8黒鹿60 高田 潤�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 508＋10 〃 アタマ 22．6�
812 シゲルキョクチョウ 牡5鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 482± 04：25．9� 16．1�
57 モズハリケーン 牡5栗 60 小坂 忠士北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 510－ 44：28．6大差 9．4
710 アドバンスヘイロー 牡7青鹿60 田村 太雅西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 460－204：33．6大差 157．7�
711 シ ャ ロ ー ム 牡8栗 60 植野 貴也田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 464＋ 8 （競走中止） 135．5�
44 タニノハービービー 牡4鹿 59 高野 和馬谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 472－10 （競走中止） 14．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，559，400円 複勝： 43，155，600円 枠連： 20，930，500円
馬連： 73，889，800円 馬単： 50，971，900円 ワイド： 35，274，000円
3連複： 107，488，100円 3連単： 206，680，000円 計： 572，949，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 670円 � 530円 枠 連（4－6） 350円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，080円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 17，680円 3 連 単 ��� 80，070円

票 数

単勝票数 計 345594 的中 � 138779（1番人気）
複勝票数 計 431556 的中 � 123396（1番人気）� 12861（9番人気）� 16857（8番人気）
枠連票数 計 209305 的中 （4－6） 45229（1番人気）
馬連票数 計 738898 的中 �� 12472（16番人気）
馬単票数 計 509719 的中 �� 6016（23番人気）
ワイド票数 計 352740 的中 �� 5296（20番人気）�� 8292（13番人気）�� 2783（31番人気）
3連複票数 計1074881 的中 ��� 4489（53番人気）
3連単票数 計2066800 的中 ��� 1905（230番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 51．2－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→→�」
�
�
5－12，9－（2，6）－（1，8）7－3，10－13－11
5，12－9－6，2，8，3－1，7，13＝10

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

勝馬の
紹 介

テイエムハリアー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ステートリードン デビュー 2009．1．4 京都6着

2006．4．30生 牡7芦 母 フェリアード 母母 ユ キ グ ニ 障害：19戦9勝 賞金 236，833，000円
〔発走状況〕 ゴールデンガッツ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 タニノハービービー号は，9号障害〔バンケット〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

シャローム号は，2周目6号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ハードダダンダン号の騎手森一馬は，3周目4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：8番・12番・9番）
〔調教再審査〕 ゴールデンガッツ号は，発走調教再審査。



13129 5月25日 晴 良 （25京都3）第11日 第9競走 ��
��1，200�

お い け

御 池 特 別
発走14時25分 （芝・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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

24 アルマリンピア 牝5鹿 55 浜中 俊飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478－ 41：08．7 3．0�
11 ケイアイユニコーン 牡4栗 57 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 494－ 2 〃 クビ 5．9�
713 アンバルブライベン 牝4鹿 55 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 21：08．8クビ 6．6�
48 デンコウデア 牝4黒鹿55 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 458－ 41：08．9� 59．8�
611 オレニホレルナヨ 牡4栗 57 古川 吉洋 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 496－ 81：09．0� 60．1�
35 ビットスターダム 牡5芦 57 幸 英明馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 476＋ 8 〃 アタマ 24．0	
816 ゴールデンムーン 牝4栗 55 岩田 康誠
G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 468＋ 21：09．1	 6．8�
36 アグネスハビット 牡4黒鹿57 川田 将雅渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 6．5�
510 ポピュラーストック 
5栗 57 高倉 稜 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：09．31� 45．8
47 ヘイハチスカイ 牡4鹿 57 藤岡 康太伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 464＋ 81：09．4	 91．2�
612 アルベルトバローズ 牡4鹿 57 武 豊猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 494＋ 21：09．61 8．2�
12 � フリスコベイ 牝4栗 55 荻野 琢真�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine

Stables, LLC 476－141：10．13 246．6�
714 アフリカンハンター 牡5栗 57 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 504－ 21：10．2	 35．9�

（伊）

59 タイセイマテンロウ 牡5青鹿57 太宰 啓介田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 2 〃 ハナ 29．2�
23 リッカコウユウ 牝7鹿 55 小牧 太立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 462＋ 41：10．62� 276．3�
815 キクノレジーナ 牝5青 55 鮫島 良太菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 466＋ 61：10．7� 521．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，885，500円 複勝： 65，546，700円 枠連： 22，221，600円
馬連： 100，830，700円 馬単： 59，693，800円 ワイド： 43，739，100円
3連複： 128，414，900円 3連単： 227，346，300円 計： 682，678，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 180円 � 200円 枠 連（1－2） 1，060円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 360円 �� 540円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 11，490円

票 数

単勝票数 計 348855 的中 � 93304（1番人気）
複勝票数 計 655467 的中 � 171183（1番人気）� 85828（2番人気）� 76177（4番人気）
枠連票数 計 222216 的中 （1－2） 15602（4番人気）
馬連票数 計1008307 的中 �� 87036（2番人気）
馬単票数 計 596938 的中 �� 32034（1番人気）
ワイド票数 計 437391 的中 �� 32834（2番人気）�� 19880（6番人気）�� 13781（10番人気）
3連複票数 計1284149 的中 ��� 39191（9番人気）
3連単票数 計2273463 的中 ��� 14608（28番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．3―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．3―45．6―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマリンピア �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．3．26 小倉1着

2008．3．11生 牝5鹿 母 テイクザレインズ 母母 クラシックダンサー 21戦4勝 賞金 76，370，000円
※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 コスモアクセス号・フレデフォート号・メロークーミス号・レコメンド号
※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。

13130 5月25日 晴 良 （25京都3）第11日 第10競走 ��
��1，800�

し ら ゆ り

白百合ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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1，150万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000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

813 ノボリディアーナ 牝3栗 54 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 454－ 21：47．4 16．5�
711 ウ リ ウ リ 牝3青 54 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 436－101：47．61� 10．4�
34 バッドボーイ 牡3鹿 56 小牧 太畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 500－ 41：47．7	 3．4�
58 マイネルマエストロ 牡3青鹿56 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 476－ 21：48．01
 38．0�
610 サンガヴィーノ 牡3栗 56 松山 弘平有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 468－ 41：48．1	 67．1�
11 タガノミューチャン 牝3鹿 54 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502＋ 81：48．52	 5．5	
712 ピュアソルジャー 牡3鹿 56 武 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 470－ 61：48．6クビ 8．7

22 � タンスチョキン 牝3鹿 54 国分 優作栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 462＋ 61：48．7	 33．4�
69 ケントヒーロー 牡3栗 56 秋山真一郎田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 472－ 2 〃 クビ 64．4�
46 ディアマイベイビー 牝3青鹿54 川田 将雅 キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 ハナ 12．8�
57 ラ シ ー マ 牡3鹿 56 C．デムーロ 桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 488－ 61：48．8クビ 9．6�

（伊）

33 ウイングリート 牡3鹿 56 和田 竜二�ウイン 加用 正 新ひだか 友田牧場 474± 01：48．9
 6．6�
814 マッケンジー 牡3芦 56 福永 祐一林 千枝子氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 506－ 21：49．11� 11．2�
45 タ プ ロ ー ム 牝3鹿 54 高倉 稜ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 464－ 81：49．2	 219．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，790，600円 複勝： 81，344，800円 枠連： 35，836，900円
馬連： 131，275，200円 馬単： 77，477，800円 ワイド： 56，323，100円
3連複： 166，162，000円 3連単： 275，771，600円 計： 871，982，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 410円 � 320円 � 160円 枠 連（7－8） 1，120円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 11，030円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 1，210円 �� 770円

3 連 複 ��� 7，990円 3 連 単 ��� 76，690円

票 数

単勝票数 計 477906 的中 � 22907（9番人気）
複勝票数 計 813448 的中 � 43028（8番人気）� 58990（6番人気）� 178900（1番人気）
枠連票数 計 358369 的中 （7－8） 23647（6番人気）
馬連票数 計1312752 的中 �� 15053（33番人気）
馬単票数 計 774778 的中 �� 5188（53番人気）
ワイド票数 計 563231 的中 �� 6284（34番人気）�� 11421（17番人気）�� 18697（6番人気）
3連複票数 計1661620 的中 ��� 15350（27番人気）
3連単票数 計2757716 的中 ��� 2654（283番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―34．9―47．2―1：00．0―1：12．4―1：24．3―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．0
3 13－14，6（1，9）（3，2）4（5，7）（8，11）（10，12） 4 13，14（1，6）9（3，7）2（4，11）（8，5，12）－10

勝馬の
紹 介

ノボリディアーナ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．6 京都1着

2010．3．22生 牝3栗 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー 5戦3勝 賞金 33，350，000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，主として騎乗中の国名を表示している。



13131 5月25日 晴 良 （25京都3）第11日 第11競走 ��
��1，400�

す ざ く

朱雀ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，24．5．26以降25．5．19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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

711 ワ イ ズ リ ー �5栗 56 松山 弘平前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 460＋ 81：20．6 4．8�
812� ロードロックスター 牡7鹿 54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm 508＋ 41：20．81	 27．9�
33 
 タ ー フ ェ ル 牡5栗 54 C．デムーロ 伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 B506－ 2 〃 アタマ 9．1�
（伊）

68 
 オーシャンカレント 牡7鹿 56 岩田 康誠吉田 和美氏 今野 貞一 早来 ノーザンファーム 502＋ 61：20．9� 5．7�
44 ミヤジエムジェイ 牡5鹿 55 太宰 啓介曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 506＋ 8 〃 クビ 10．8�
57 
 タマモマーブル �5栗 55 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 474－ 4 〃 アタマ 16．8	
56 アグネスウイッシュ 牡5黒鹿57 福永 祐一渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 504＋ 41：21．0クビ 3．9

45 ゴーハンティング 牡5黒鹿57 浜中 俊 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 500－ 81：21．1� 13．8�
22 
 オールブランニュー 牝7黒鹿53 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 474＋ 21：21．31	 25．6
813 ユメノキラメキ 牝6栗 52 川須 栄彦諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 490－ 21：21．51	 62．9�
69 プレミアムブルー 牡4栗 54 和田 竜二 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 490－ 21：21．6� 7．1�
710 オメガホームラン 牡4芦 55 川田 将雅原 子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 446± 01：21．7クビ 35．5�
11 エ ト ピ リ カ 牝6黒鹿53 鮫島 良太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 462＋ 21：22．44 43．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，479，600円 複勝： 109，084，800円 枠連： 49，360，300円
馬連： 217，671，800円 馬単： 114，259，600円 ワイド： 82，402，700円
3連複： 286，665，300円 3連単： 517，900，400円 計： 1，434，824，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 840円 � 310円 枠 連（7－8） 4，070円

馬 連 �� 9，460円 馬 単 �� 16，760円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 740円 �� 5，320円

3 連 複 ��� 31，260円 3 連 単 ��� 163，130円

票 数

単勝票数 計 574796 的中 � 95640（2番人気）
複勝票数 計1090848 的中 � 194035（2番人気）� 27528（10番人気）� 90924（5番人気）
枠連票数 計 493603 的中 （7－8） 8959（16番人気）
馬連票数 計2176718 的中 �� 16998（34番人気）
馬単票数 計1142596 的中 �� 5032（63番人気）
ワイド票数 計 824027 的中 �� 6760（37番人気）�� 29052（5番人気）�� 3682（57番人気）
3連複票数 計2866653 的中 ��� 6769（103番人気）
3連単票数 計5179004 的中 ��� 2343（526番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―34．9―46．2―57．4―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ イ ズ リ ー �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2010．10．16 京都1着

2008．2．17生 �5栗 母 プラントパラダイス 母母 ブランドシャトル 20戦5勝 賞金 86，297，000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。

13132 5月25日 晴 良 （25京都3）第11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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

36 キタサンシンガー 牡4芦 57 C．デムーロ�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 512＋ 61：53．2 8．6�
（伊）

47 アーサーバローズ 牡4栗 57 浜中 俊猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 470＋ 41：53．3� 28．5�
611 マジカルツアー 牡4栗 57

55 △菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 460－ 2 〃 クビ 13．8�
12 エイコーンパス 牡4栗 57 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：53．4クビ 12．8�
24 スマートラファエル 牡4黒鹿57 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 クビ 5．1�
23 ラガートモヒーロ 牡4黒鹿57 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 460＋ 4 〃 ハナ 5．2	
59 トップオブカハラ 牡6芦 57 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 488± 01：53．82� 33．2

48 カシュカシュ 牝4鹿 55 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 430＋ 2 〃 ハナ 55．3�
714 スズカウラノス 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 448－141：54．01	 51．4�
35 ワンダーコロアール 牡4黒鹿57 武 豊山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 462－ 4 〃 クビ 2．4
816 ブリスコーラ 牡4鹿 57 福永 祐一グリーンスウォード千田 輝彦 日高 長谷川 一男 506＋ 61：54．1� 71．9�
713 トシザツンツン 牡5芦 57 和田 竜二上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 492－ 41：54．2クビ 98．7�
612 エリモサプライズ 
6鹿 57 松田 大作山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント 548＋ 61：54．41	 65．1�
510 トップチェッカー 牡5黒鹿57 池添 謙一吉田 正志氏 長浜 博之 安平 追分ファーム 444± 0 〃 クビ 229．5�
815� シゲルスターキング 牡4鹿 57

55 △中井 裕二 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion
America 506＋ 4 〃 ハナ 55．1�

11 コ ル ー ジ ャ 
5鹿 57 小坂 忠士野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 B492＋ 41：54．61	 88．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，032，000円 複勝： 85，830，600円 枠連： 40，724，700円
馬連： 128，228，800円 馬単： 78，973，900円 ワイド： 62，495，600円
3連複： 180，783，200円 3連単： 338，068，900円 計： 967，137，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 280円 � 600円 � 430円 枠 連（3－4） 1，900円

馬 連 �� 9，120円 馬 単 �� 16，270円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 1，440円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 29，020円 3 連 単 ��� 169，270円

票 数

単勝票数 計 520320 的中 � 48200（4番人気）
複勝票数 計 858306 的中 � 91191（4番人気）� 34761（7番人気）� 51422（6番人気）
枠連票数 計 407247 的中 （3－4） 15849（8番人気）
馬連票数 計1282288 的中 �� 10387（24番人気）
馬単票数 計 789739 的中 �� 3584（46番人気）
ワイド票数 計 624956 的中 �� 5918（25番人気）�� 10935（13番人気）�� 3704（40番人気）
3連複票数 計1807832 的中 ��� 4599（83番人気）
3連単票数 計3380689 的中 ��� 1474（432番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―13．1―13．6―13．2―13．0―12．2―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．9―50．5―1：03．7―1：16．7―1：28．9―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キタサンシンガー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．11．20 新潟3着

2009．3．22生 牡4芦 母 キタサンラブソング 母母 オリンピアデュカキス 17戦3勝 賞金 31，670，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エクセルフラッグ号・サンマルボス号
※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。



（25京都3）第11日 5月25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 188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

270，390，000円
5，660，000円
2，090，000円
24，930，000円
71，568，000円
6，034，600円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
417，635，200円
751，006，200円
273，084，000円
1，023，737，500円
633，436，100円
484，883，000円
1，385，894，000円
2，408，692，200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 7，378，368，200円

総入場人員 24，462名 （有料入場人員 ）
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