
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

晴 良 競走
（ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
重
不良

ワンダーアジル 青鹿 ▲義 英真山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム

リ ノ リ オ 黒鹿 酒井 学 錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場

ラ イ ロ ア 青鹿 川田 将雅 キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム

ダンツトーラス 栗 藤岡 佑介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 〃 クビ

ア ゲ ー ラ 鹿 松山 弘平杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム

ス リー サウス 鹿 小林 徹弥永井商事 石橋 守 新ひだか 山田牧場

イージスコンゴウ 栗 北村 友一 作田 誠二 浦河 中神牧場 クビ

ピッツネイル ▲岩崎 翼 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場

サンライズアルブル 黒鹿 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム

ファイナルダンサー 鹿 藤懸 貴志桂土地 五十嵐忠男 日高 小西 章 〃 ハナ

カネトシハッカー 鹿 幸 英明兼松 昌男氏 田中 章博 新ひだか 井高牧場

フジノゴールド 栗 太宰 啓介藤井 五三氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 〃 ハナ

アグネスモバイル 鹿 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム B クビ

オーミバンビーナ 黒鹿 小坂 忠士 飯田 雄三 新冠 松木 加代

ムーンシャイン 鹿 岡田 祥嗣吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム

ス ターレット 鹿 ▲小崎 綾也 谷川牧場 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

ワンダーアジル 父 ケイムホーム 母父 Pleasant Tap
母 ワンダーヘリテージ 母母 Casa Petrone

により以下の る馬とならなかった。
ウインボナンザ号・スペースカウボーイ号・ロゴマーク号

晴 良 競走
（ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
重
重

ナムラキッス 黒鹿 古川 吉洋奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春

ディアブルーダー 鹿 幸 英明 高橋 義忠 日高 浜本牧場

スギノゼウス 鹿 北村 友一杉山 忠国氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム

エイシンノア 酒井 学 栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 木田牧場 〃 ハナ

タガノエトワール 鹿 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム

ハナリュウセイ 青鹿 小牧 太グリーンフィールズ 吉村 圭司 米 Joseph M.
Perrotta Sr.

スヴァラッシー 青鹿 藤岡 佑介吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム

クイズリングテラス 鹿 ▲義 英真要海 伸治氏 崎山 博樹 浦河 高野牧場

パープルセブン 鹿 島 良太中野 銀十氏 境 直行 日高 ヤナガワ牧場

バルサムホロウ 鹿 田中 博康 村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場

クールエンゲージ 栗 ▲小崎 綾也川上 哲司氏 目野 哲也 浦河 まるとみ冨岡牧場

クリアザコースト 鹿 ▲松若 風馬谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム

ローゼロッセ 鹿 高倉 稜近藤 克麿氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム

カンファーボス 鹿 和田 竜二楠本多ミ子氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 クビ

ル ジ ェ リ 黒鹿 菱田 裕二 下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場

ハーモニックレディ 栗 国分 恭介吉田 正志氏 石坂 正 白老 追分ファーム 大差

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

ナムラキッス 父 マツリダゴッホ 母父 パントレセレブル
母 ナムラシンシア 母母 ナムラヒミコ

〔制裁〕 （被害馬：
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーモニックレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

地競走に出走できない。
により以下の る馬とならなかった。

リーガルウイナー号

第３回 京都競馬 第11日



13123 5月31日 晴 良 （26京都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
1：19．9
1：19．0

良
良

612 スナッチマインド 牝3鹿 54 浜中 俊有限会社シルク岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 01：21．7 1．9�

59 アルティマプリンス 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 492 ―1：21．8� 5．8�
510 メイショウラバンド 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 438＋10 〃 クビ 22．3�
47 ニホンピロディール 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 440－ 61：21．9クビ 9．7�
611 トウカイメール 牝3青鹿54 北村 友一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 428＋ 4 〃 クビ 53．7�
818 ハワイアンローズ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉村 敏治氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 408＋ 21：22．0� 42．5	
713 ヤマニンエルフィン 牝3鹿 54 藤田 伸二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 458＋ 21：22．1クビ 14．9

11 ウォーターヴォイス 牝3鹿 54 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 438＋ 2 〃 クビ 317．0�
35 タマモチョコパフェ 牝3鹿 54 国分 優作タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 440± 01：22．31� 6．0
714 イゾラベッラ 牡3芦 56 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 B528± 01：22．4� 141．1�
715 モンスターバローズ 牡3栗 56 藤岡 佑介猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 B500＋ 21：22．5クビ 81．1�
48 ジェットセッター 牡3青鹿 56

53 ▲小崎 綾也下河�美智子氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 462＋101：22．6� 20．1�
817 メイショウエフワン 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 絵笛牧場 466＋ 41：22．81� 44．9�
36 キクノソレイユ 牡3鹿 56 菱田 裕二菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 442＋ 4 〃 クビ 478．0�
816 ナムラスマイル 牝3鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 漆原 哲雄 490＋ 81：23．12 255．2�
12 プロミシングアイズ 牡3栗 56 国分 恭介前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512－101：23．2クビ 111．5�
23 ミラクルウェーブ 牝3鹿 54 秋山真一郎万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 6 〃 クビ 42．4�
24 カフジファルコン 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二加藤 守氏 木原 一良 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 442＋ 41：23．62� 151．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，231，900円 複勝： 50，324，800円 枠連： 13，213，900円
馬連： 51，226，500円 馬単： 30，992，200円 ワイド： 27，723，000円
3連複： 66，956，900円 3連単： 107，382，200円 計： 375，051，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 220円 � 440円 枠 連（5－6） 620円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 390円 �� 940円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 5，920円 3 連 単 ��� 18，160円

票 数

単勝票数 計 272319 的中 � 113675（1番人気）
複勝票数 計 503248 的中 � 193243（1番人気）� 48518（4番人気）� 19067（7番人気）
枠連票数 計 132139 的中 （5－6） 15890（2番人気）
馬連票数 計 512265 的中 �� 52999（2番人気）
馬単票数 計 309922 的中 �� 17722（3番人気）
ワイド票数 計 277230 的中 �� 19640（3番人気）�� 7124（9番人気）�� 2341（28番人気）
3連複票数 計 669569 的中 ��� 8357（17番人気）
3連単票数 計1073822 的中 ��� 4364（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．1―46．7―58．3―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナッチマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cat Thief デビュー 2013．7．21 中京2着

2011．4．22生 牝3鹿 母 ス ナ ッ チ ド 母母 Christmas Star 4戦1勝 賞金 11，800，000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 ジョーエクスカリバ号・ハクユウドルフィン号・ピノ号

13124 5月31日 晴 良 （26京都3）第11日 第4競走 ��
��1，800�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
1：43．9
1：43．9

良
良

12 サンレイロッキー 牡3鹿 56 水口 優也永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 462－ 21：49．5 24．7�
818 スカイライン 牡3青鹿56 川田 将雅窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 470± 01：49．6� 6．4�
47 ラテラルアーク 牡3栗 56 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 B488± 01：49．7� 100．3�
817 ウィステリアメジロ 牝3黒鹿54 武 豊大迫 基弘氏 佐々木晶三 洞�湖 レイクヴィラファーム 484－ 2 〃 ハナ 4．6�
24 カシマフェニックス 	3鹿 56

53 ▲義 英真鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 482－ 41：49．91
 19．1�
36 アユメライトアップ 牡3黒鹿56 �島 良太江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 454－ 41：50．0� 152．5	
11 エーティーペガサス 牡3栗 56 藤田 伸二荒木 徹氏 木原 一良 日高 正和山本牧場 460－ 61：50．21
 67．9

48 タ ウ ト ナ 	3鹿 56 田中 博康�ターフ・スポート飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 466＋ 8 〃 クビ 294．3�
612 クロスドミナンス 牝3黒鹿54 小牧 太吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム B450－ 21：50．3� 27．9
714 トーホウジャッカル 牡3栗 56 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 500 ―1：50．51
 32．9�
715 プレスアテンション 牡3栗 56

53 ▲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 520± 0 〃 クビ 4．2�

816 ベ イ シ ス 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482－ 81：50．6� 20．9�

35 プ レ ス リ ー 牡3黒鹿56 国分 優作田畑 富子氏 境 直行 浦河 山口 義彦 486＋ 81：50．81
 266．4�
59 ビービージンガ 牡3黒鹿56 岩田 康誠坂東 勝彦氏 藤原 英昭 平取 坂東牧場 480 ―1：51．75 3．3�
611 アンカーズアウェイ 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 494＋ 81：51．91� 501．8�
510 コスモメイフェア 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 中脇 満 412＋16 〃 アタマ 176．9�
713 ペールヴィサージュ 牡3鹿 56 和田 竜二�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 460 ―1：52．64 64．9�
23 オースミフブキ 牝3鹿 54 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 498＋ 2 （競走中止） 12．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，441，900円 複勝： 47，750，200円 枠連： 18，420，500円
馬連： 54，884，600円 馬単： 30，102，300円 ワイド： 25，951，200円
3連複： 70，638，900円 3連単： 105，392，500円 計： 380，582，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 380円 � 200円 � 2，420円 枠 連（1－8） 2，200円

馬 連 �� 6，720円 馬 単 �� 17，820円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 19，280円 �� 7，910円

3 連 複 ��� 177，320円 3 連 単 ��� 1，051，080円

票 数

単勝票数 計 274419 的中 � 8764（8番人気）
複勝票数 計 477502 的中 � 31852（5番人気）� 80768（2番人気）� 4139（14番人気）
枠連票数 計 184205 的中 （1－8） 6194（9番人気）
馬連票数 計 548846 的中 �� 6435（27番人気）
馬単票数 計 301023 的中 �� 1247（59番人気）
ワイド票数 計 259512 的中 �� 3876（19番人気）�� 326（87番人気）�� 799（63番人気）
3連複票数 計 706389 的中 ��� 294（244番人気）
3連単票数 計1053925 的中 ��� 74（1398番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．6―13．1―12．9―12．8―12．5―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．6―48．7―1：01．6―1：14．4―1：26．9―1：38．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンレイロッキー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．9．29 阪神13着

2011．4．9生 牡3鹿 母 サワヤカスズカ 母母 ダンシングスズカ 10戦1勝 賞金 6，300，000円
〔競走中止〕 オースミフブキ号は，4コーナーで自らの動きにより外側の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 オースミフブキ号の騎手川島信二は，4コーナーでの御法（外側の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被害馬：10

番・17番・15番・16番・9番・13番）
タウトナ号の騎手田中博康は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番）

※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 アグネスジェシカ号・スズカグランデ号・ティーエスネオ号



13125 5月31日 晴 良 （26京都3）第11日 第5競走 ��1，800�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 7，200，000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

59 タガノエッヴィーバ 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486± 01：52．0 18．5�

612 ヨヨギマック 牡3栗 56 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 506－ 41：52．1� 28．1�
816 クロフネフリート 牡3鹿 56 武 豊平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 526－ 21：52．2クビ 7．8�
36 パッシングブリーズ 牡3鹿 56 藤岡 佑介三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 クビ 112．9�
815 メイショウワッフル 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 460－101：52．73 69．5�
510 タ マ モ リ ド 牝3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 470－ 4 〃 ハナ 10．3	
35 メイショウウタゲ 牡3栗 56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 496± 0 〃 ハナ 11．3

24 エアカミュゼ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 ハナ 3．8�
47 メイショウキトラ 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 484± 01：52．8� 111．8�
23 クァンタムギア 牡3黒鹿56 国分 恭介廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 476＋ 61：52．9クビ 15．7
11 ティーエスハーツ 牡3黒鹿56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 530± 01：53．21� 12．2�
611 タガノコルコバード 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 440＋ 4 〃 アタマ 138．7�
12 パンズラビリンス 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 428－ 21：53．3� 225．9�
714 タガノハヤテ 牡3栗 56 池添 謙一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 488＋ 81：53．83 3．6�
48 アドマイヤランディ 牡3栗 56 浜中 俊近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B512＋121：55．7大差 8．3�
713 ハッピーメモリーズ 牡3芦 56 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 476＋ 21：56．33� 202．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，950，600円 複勝： 52，706，200円 枠連： 14，608，800円
馬連： 64，205，000円 馬単： 34，850，200円 ワイド： 33，290，900円
3連複： 81，309，300円 3連単： 120，241，000円 計： 430，162，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 510円 � 670円 � 250円 枠 連（5－6） 4，620円

馬 連 �� 20，200円 馬 単 �� 35，880円

ワ イ ド �� 3，850円 �� 1，870円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 40，880円 3 連 単 ��� 320，360円

票 数

単勝票数 計 289506 的中 � 12386（9番人気）
複勝票数 計 527062 的中 � 25995（8番人気）� 18851（10番人気）� 66355（3番人気）
枠連票数 計 146088 的中 （5－6） 2335（24番人気）
馬連票数 計 642050 的中 �� 2505（48番人気）
馬単票数 計 348502 的中 �� 717（98番人気）
ワイド票数 計 332909 的中 �� 2106（45番人気）�� 4430（25番人気）�� 3326（32番人気）
3連複票数 計 813093 的中 ��� 1468（123番人気）
3連単票数 計1202410 的中 ��� 277（853番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―12．6―12．6―13．0―12．5―12．3―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―36．0―48．6―1：01．6―1：14．1―1：26．4―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノエッヴィーバ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2013．12．7 阪神3着

2011．4．24生 牡3鹿 母 タガノスティード 母母 セプテンバーソング 9戦2勝 賞金 17，600，000円
〔制裁〕 パッシングブリーズ号の騎手藤岡佑介は，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100，000円。（被害馬：4

番）
〔その他〕 アドマイヤランディ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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） 5頭 エンキンドル号・キングオブタイム号・ゴーザトップ号・サクセスグローリー号・シュネール号

13126 5月31日 晴 良 （26京都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 7，200，000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
1：56．8
1：56．1

良
良

88 グッドスピリッツ �3鹿 56 川須 栄彦杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 440－ 22：01．4 3．6�
66 アグネスヴェルテュ 牡3鹿 56 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 470＋ 22：01．82� 4．7�
22 ペンタトニック 牡3栗 56 菱田 裕二吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B474± 02：01．9� 4．3�
11 リヴィエール 牝3芦 54 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 458－ 6 〃 クビ 2．9�
55 フォローハート 牝3黒鹿54 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 460－ 22：02．0	 18．2�
77 ナインテイルズ 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 470－ 22：02．1クビ 12．9�
33 オトコギマサムネ 牡3鹿 56 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：02．42 25．3	
89 
 キ ン コ バ ン 牡3栗 56 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 458－ 62：03．03� 120．8

44 マッサローザ 牝3青鹿 54

51 ▲義 英真赤沼 秀典氏 藤沢 則雄 様似 富田 恭司 B410－162：03．42� 164．2�
（9頭）

売 得 金
単勝： 28，474，000円 複勝： 38，323，100円 枠連： 7，433，000円
馬連： 47，165，000円 馬単： 32，204，200円 ワイド： 20，303，400円
3連複： 54，871，000円 3連単： 142，598，600円 計： 371，372，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 160円 � 140円 枠 連（6－8） 1，090円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 430円 �� 370円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 7，820円

票 数

単勝票数 計 284740 的中 � 62767（2番人気）
複勝票数 計 383231 的中 � 60489（4番人気）� 65848（3番人気）� 76770（2番人気）
枠連票数 計 74330 的中 （6－8） 5057（5番人気）
馬連票数 計 471650 的中 �� 32730（6番人気）
馬単票数 計 322042 的中 �� 10525（11番人気）
ワイド票数 計 203034 的中 �� 11286（6番人気）�� 13724（5番人気）�� 14917（4番人気）
3連複票数 計 548710 的中 ��� 31451（4番人気）
3連単票数 計1425986 的中 ��� 13465（29番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―13．5―13．2―12．8―11．7―11．6―11．5―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．6―38．1―51．3―1：04．1―1：15．8―1：27．4―1：38．9―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．6―3F34．0
1
3
8－7，5（1，4）2，3，6，9
8，3（2，5）7，1－6，4－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッドスピリッツ �

父 デュランダル �


母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．1．6 京都1着

2011．3．16生 �3鹿 母 セメイユドゥヴォン 母母 Heeremandi 5戦2勝 賞金 14，180，000円



13127 5月31日 晴 良 （26京都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 7，500，000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

23 � サトノユニコーン 牡4鹿 57 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B474－ 21：24．9 2．5�
611 ケイリンチャンプ 牡4鹿 57 岩田 康誠山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 500－ 6 〃 クビ 6．0�
35 ヴェアデイロス 牡5鹿 57

54 ▲岩崎 翼�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 442－ 21：25．11� 33．3�
610 ビ リ オ ネ ア 牝4鹿 55 太宰 啓介間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 440± 01：25．42 3．7�
34 ナムライットウセイ 牡4黒鹿57 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 478± 0 〃 クビ 19．0�
814� ブレイヴフィート 牝4鹿 55 幸 英明下河	行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 442＋121：25．61� 71．6

815 ヒロノエンペラー 牡4青鹿57 藤岡 康太サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 472± 01：25．7� 19．9�
11 サダムダイジョウブ 牡4青 57 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 61：25．8クビ 8．9�
46 プラネットスコア 牡4黒鹿57 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 474± 01：25．9� 113．2
47 � デンコウタフネス 牡5鹿 57 国分 優作田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 日進牧場 444＋ 21：26．0	 241．3�
22 スズカブリザード 牡8鹿 57

54 ▲義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 516－ 21：26．1クビ 52．5�
59 ゴッドドリーム 牡4栗 57 北村 友一井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 508＋201：26．31� 32．0�
58 ジョーラプター 牡5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 484± 0 〃 ハナ 38．6�
713 エアーウェーブ 牡4鹿 57 国分 恭介小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 514－ 8 〃 アタマ 18．1�
712 クラヴィコード 牝7栗 55

52 ▲小崎 綾也広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 460－ 21：26．4� 82．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，232，800円 複勝： 56，983，200円 枠連： 17，724，500円
馬連： 62，972，500円 馬単： 37，006，900円 ワイド： 30，750，900円
3連複： 81，248，900円 3連単： 137，941，100円 計： 455，860，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 200円 � 600円 枠 連（2－6） 220円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，210円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 19，630円

票 数

単勝票数 計 312328 的中 � 101618（1番人気）
複勝票数 計 569832 的中 � 198367（1番人気）� 66623（3番人気）� 15425（9番人気）
枠連票数 計 177245 的中 （2－6） 60024（1番人気）
馬連票数 計 629725 的中 �� 68543（2番人気）
馬単票数 計 370069 的中 �� 22960（3番人気）
ワイド票数 計 307509 的中 �� 23661（2番人気）�� 5995（12番人気）�� 3102（26番人気）
3連複票数 計 812489 的中 ��� 9488（17番人気）
3連単票数 計1379411 的中 ��� 5186（43番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノユニコーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 El Prado

2010．4．8生 牡4鹿 母 シャイアーズエンデ 母母 Shared Reflections 19戦1勝 賞金 26，680，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ヒロノエンペラー号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：13番・2番）
※出走取消馬 デインツリー号（疾病〔疝痛〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タイムアラウド号

13128 5月31日 晴 良 （26京都3）第11日 第8競走 ��3，930�第16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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード4：21．6良

77 ルールプロスパー 牡9青鹿60 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 472± 04：22．6 24．4�
66 メイショウヨウドウ �6黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 478＋124：23．87 6．1�
33 トウシンボルト 牡7黒鹿60 難波 剛健�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 500＋ 24：25．07 68．0�
22 オンワードデューク 牝6栗 58 熊沢 重文樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 464± 04：25．42� 36．4�
89 ドリームセーリング 牡7栗 60 石神 深一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 476－ 44：26．67 18．9�
11 � アシュヴィン 牡5栗 60 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 480＋ 44：29．7大差 5．3	
88 テイエムオペラドン 牡5鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 466± 04：36．0大差 13．7

44 	 コブラボール 牡10青鹿60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 474－ 64：38．8大差 131．0�
55 ケイアイドウソジン 牡8鹿 61 江田 勇亮亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 500± 0 （競走中止） 1．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，888，400円 複勝： 85，458，200円 枠連： 12，883，300円
馬連： 67，882，900円 馬単： 51，278，400円 ワイド： 28，398，600円
3連複： 84，825，300円 3連単： 259，881，600円 計： 629，496，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 920円 � 330円 � 1，700円 枠 連（6－7） 4，640円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 13，420円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 4，560円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 24，620円 3 連 単 ��� 178，250円

票 数

単勝票数 計 388884 的中 � 12579（6番人気）
複勝票数 計 854582 的中 � 23298（6番人気）� 77022（3番人気）� 12123（8番人気）
枠連票数 計 128833 的中 （6－7） 2051（13番人気）
馬連票数 計 678829 的中 �� 11818（12番人気）
馬単票数 計 512784 的中 �� 2820（32番人気）
ワイド票数 計 283986 的中 �� 6638（12番人気）�� 1498（29番人気）�� 2953（21番人気）
3連複票数 計 848253 的中 ��� 2543（45番人気）
3連単票数 計2598816 的中 ��� 1076（247番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 52．2－3F 38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→	→�→
」
�
�
7－6＝9，2－5＝（3，1）＝4＝8
7－6＝2（9，3）5－1＝4＝8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルールプロスパー 
�
父 ダイタクリーヴァ 

�
母父 グ ロ ウ デビュー 2007．12．23 阪神1着

2005．2．28生 牡9青鹿 母 グロウリボン 母母 グリーンアーク 障害：12戦5勝 賞金 102，784，000円
〔競走中止〕 ケイアイドウソジン号は，3周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
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��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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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

610� エンプレスラブ 牝5黒鹿55 川須 栄彦 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 520－ 21：08．1 13．5�
713 サチノリーダース 牡4青鹿57 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 454－ 41：08．31	 13．4�
46 � ウエスタンムサシ 牡5芦 57 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 510± 01：08．4クビ 79．8�
59 スターマイン 牡5青 57 小牧 太�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 480＋ 4 〃 クビ 7．5�
47 マイティースコール 牡6栗 57 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 39．6�
35 ビットスターダム 牡6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 468＋ 2 〃 ハナ 27．1	
611 ケイアイユニコーン 牡5栗 57 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 484＋ 6 〃 ハナ 9．6

58 タガノルミナーレ 牝5黒鹿55 松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 6 〃 アタマ 19．2�
712 モンマックス 牡4鹿 57 菱田 裕二�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 500－121：08．61
 13．0
23 ヒカリトリトン 牡6鹿 57 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 500＋ 2 〃 アタマ 172．2�
11 ワ ー ル ン ガ 牡4栗 57 池添 謙一 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 456＋181：08．7	 2．3�
22 ヤマカツマーフィ �5鹿 57 高倉 稜山田 和夫氏 松元 茂樹 日高 白瀬 明 522－ 6 〃 ハナ 173．0�
815 ラインアンジュ 牝6鹿 55 武 豊大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 496－ 6 〃 クビ 6．9�
814 ケイアイヴァーゲ 牡4鹿 57 田中 健亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 436－ 4 〃 ハナ 17．1�
34 ビップセレブアイ 牡6青鹿57 四位 洋文鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 484＋ 21：09．01� 97．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，903，900円 複勝： 63，314，800円 枠連： 26，900，200円
馬連： 101，602，600円 馬単： 57，508，200円 ワイド： 43，771，900円
3連複： 128，639，400円 3連単： 221，362，600円 計： 678，003，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 490円 � 440円 � 1，910円 枠 連（6－7） 1，590円

馬 連 �� 10，040円 馬 単 �� 19，770円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 14，880円 �� 9，840円

3 連 複 ��� 195，350円 3 連 単 ��� 1，166，900円

票 数

単勝票数 計 349039 的中 � 20473（7番人気）
複勝票数 計 633148 的中 � 35710（8番人気）� 39967（6番人気）� 7961（12番人気）
枠連票数 計 269002 的中 （6－7） 12557（9番人気）
馬連票数 計1016026 的中 �� 7972（36番人気）
馬単票数 計 575082 的中 �� 2147（68番人気）
ワイド票数 計 437719 的中 �� 4372（33番人気）�� 717（71番人気）�� 1088（62番人気）
3連複票数 計1286394 的中 ��� 486（253番人気）
3連単票数 計2213626 的中 ��� 140（1423番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．0―11．1―11．1―11．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エンプレスラブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 You and I

2009．4．25生 牝5黒鹿 母 フィールドエミュー 母母 Slewbea 19戦2勝 賞金 34，331，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

13130 5月31日 晴 良 （26京都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 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 ステファノス 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：45．1 2．3�
33 ピ オ ネ ロ 牡3鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 クビ 7．5�
11 モ ー リ ス 牡3鹿 56 浜中 俊吉田 和美氏 吉田 直弘 日高 戸川牧場 502＋ 41：45．2� 7．1�
79 ミヤビジャスパー 牡3鹿 56 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 496＋ 21：45．62� 4．3�
811 レーヴデトワール 牝3黒鹿54 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 456－ 81：45．91	 6．7�
44 ロングリバイバル 牡3鹿 56 小牧 太中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 484± 01：46．11� 110．5	
67 ストロベリーキング 牡3黒鹿56 菱田 裕二田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 472－ 61：46．2クビ 52．8

710 ワクワクカンヲ 牡3鹿 56 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B472＋ 41：46．51	 116．3�
812 サ ン グ ラ ス 牡3青鹿56 幸 英明玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 486＋ 21：46．71
 63．5�
55 � セ セ リ 牡3栗 56 藤田 伸二冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 492± 01：47．23 16．0
68 ワードイズボンド 牡3青 56 義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 522－ 41：48．69 20．1�
56 ウインスプラッシュ 牡3鹿 57 松山 弘平�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 482＋ 41：48．81
 240．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 68，833，400円 複勝： 113，209，300円 枠連： 23，219，200円
馬連： 159，687，700円 馬単： 90，564，500円 ワイド： 58，853，400円
3連複： 177，325，300円 3連単： 372，800，100円 計： 1，064，492，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 200円 � 220円 枠 連（2－3） 710円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 320円 �� 360円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 5，480円

票 数

単勝票数 計 688334 的中 � 236737（1番人気）
複勝票数 計1132093 的中 � 347577（1番人気）� 129029（4番人気）� 106108（5番人気）
枠連票数 計 232192 的中 （2－3） 24140（3番人気）
馬連票数 計1596877 的中 �� 161484（2番人気）
馬単票数 計 905645 的中 �� 53916（3番人気）
ワイド票数 計 588534 的中 �� 49410（2番人気）�� 42552（4番人気）�� 18348（10番人気）
3連複票数 計1773253 的中 ��� 95776（4番人気）
3連単票数 計3728001 的中 ��� 50243（11番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―10．7―11．7―12．4―12．2―12．5―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．8―33．5―45．2―57．6―1：09．8―1：22．3―1：33．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステファノス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．7．20 中京4着

2011．2．13生 牡3鹿 母 ココシュニック 母母 ゴールドティアラ 8戦3勝 賞金 57，549，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
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��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；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

11 シ ェ ル ビ ー 牡5栗 57 武 豊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 518－ 21：20．9 1．7�
35 � フォーチュンスター 	5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 522± 0 〃 アタマ 5．1�
23 マコトナワラタナ 牝5鹿 55 川田 将雅�ディアマント 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 438－ 21：21．0� 9．0�
36 リヴェレンテ 牡6青鹿57 和田 竜二 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 510＋ 6 〃 アタマ 16．7�
24 シルクドリーマー 牡5鹿 57 北村 友一有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 474－ 2 〃 クビ 27．5	
510 ロードガルーダ 牡5青 57 浜中 俊 �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 500－ 21：21．21� 13．5

12 ロ ン ド 牝6青鹿55 藤岡 康太水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 468－ 2 〃 クビ 42．0�
816 アイムヒアー 牝6鹿 55 熊沢 重文 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 41：21．41� 33．0�
59 ニシノカチヅクシ 牡5黒鹿57 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 474－121：21．5� 58．9
48 ゴールドベル 牡5黒鹿57 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 478－ 2 〃 クビ 29．3�
817 サカジロロイヤル 牡6黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 506－ 21：21．6クビ 80．7�
612 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 506－ 21：21．81� 105．9�
713 オースミイージー 牡6鹿 57 太宰 啓介�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 494± 0 〃 アタマ 254．8�
715 アルティシムス 牡6鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：21．9� 57．4�
714 ハナノシンノスケ 牡7鹿 57 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 496＋ 61：22．21 73．0�
47 メイショウハガクレ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 468± 01：22．3� 222．6�
611� タマモマーブル 	6栗 57 幸 英明タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 470－ 41：22．4� 112．5�
818 ピースピース 牡8鹿 57 菱田 裕二�髙昭牧場 和田 雄二 浦河 高昭牧場 472－ 41：22．72 477．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 74，770，500円 複勝： 159，613，000円 枠連： 51，961，500円
馬連： 247，182，200円 馬単： 140，021，300円 ワイド： 92，934，800円
3連複： 308，138，900円 3連単： 673，897，600円 計： 1，748，519，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連（1－3） 320円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 190円 �� 280円 �� 540円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 1，830円

票 数

単勝票数 計 747705 的中 � 358778（1番人気）
複勝票数 計1596130 的中 � 786261（1番人気）� 214940（2番人気）� 132847（3番人気）
枠連票数 計 519615 的中 （1－3） 121290（1番人気）
馬連票数 計2471822 的中 �� 507990（1番人気）
馬単票数 計1400213 的中 �� 190702（1番人気）
ワイド票数 計 929348 的中 �� 149083（1番人気）�� 80032（2番人気）�� 35429（5番人気）
3連複票数 計3081389 的中 ��� 277453（1番人気）
3連単票数 計6738976 的中 ��� 272509（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．7―47．1―58．6―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．8
3 16，9，17（5，6）3（2，18）（10，14）1（4，13）（8，15）7，12，11 4 16（17，9）（5，6）3（2，10）18，1，14，4（13，15）8（12，11）7

勝馬の
紹 介

シ ェ ル ビ ー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2011．10．22 京都2着

2009．4．16生 牡5栗 母 リラコルレオーネ 母母 レ モ ン キ ス 12戦5勝 賞金 84，968，000円
〔騎手変更〕 アイムヒアー号の騎手川島信二は，第4競走での落馬負傷のため熊沢重文に変更。

13132 5月31日 晴 良 （26京都3）第11日 第12競走 ��1，200�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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

714 メイショウツレヅレ 牝5黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 448＋ 41：11．0 2．4�
48 ルベーゼドランジェ 牝4鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：11．53 6．9�
24 サンライズマーチ 牡4鹿 57

54 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 476＋ 41：11．6� 29．1�
35 フレンチトースト 牝5鹿 55 秋山真一郎水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 438± 01：11．7� 17．1�
47 グランプリナイト 牡4黒鹿57 川田 将雅�グランプリ �島 一歩 新ひだか 川端 英幸 502± 01：11．8クビ 7．8	
11 グランプリブルー 牡5栗 57 浜中 俊北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B472－ 4 〃 ハナ 5．2

611 マルカファイン 牡5栗 57 国分 恭介河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 506± 01：12．01� 32．7�
612 デリケートアーチ 牝5栃栗55 藤岡 佑介 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B474＋ 61：12．21� 50．6�
36 ビナスイート 牝5栗 55 藤岡 康太井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 486＋18 〃 ハナ 21．8
815 マウンテンファスト 牡5鹿 57 国分 優作山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 464－ 81：12．51	 14．1�
23 ジャマイカジョー 牡6黒鹿57 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 474－ 81：12．6� 64．8�
816 ハッピーストーリー 牡5黒鹿 57

54 ▲小崎 綾也小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 532＋ 41：12．81� 64．5�
510 メイショウジビュス 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 458＋ 61：13．12 253．8�
713 テイクファイア 牡4鹿 57 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 470± 01：13．31� 50．3�
59 ウインクロニクル 牡7黒鹿57 松山 弘平�ウイン 清水 英克 浦河 鎌田 正嗣 464－20 〃 ハナ 87．7�
12 テイエムチカラ 牡4栗 57 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか ヒサイファーム 508＋ 61：14．15 25．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，177，700円 複勝： 87，868，200円 枠連： 35，075，400円
馬連： 157，484，300円 馬単： 80，296，700円 ワイド： 60，986，800円
3連複： 189，816，900円 3連単： 340，320，900円 計： 1，003，026，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 250円 � 560円 枠 連（4－7） 520円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，140円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 9，140円 3 連 単 ��� 26，570円

票 数

単勝票数 計 511777 的中 � 174492（1番人気）
複勝票数 計 878682 的中 � 222930（1番人気）� 85421（3番人気）� 30635（9番人気）
枠連票数 計 350754 的中 （4－7） 49852（1番人気）
馬連票数 計1574843 的中 �� 116182（2番人気）
馬単票数 計 802967 的中 �� 42759（2番人気）
ワイド票数 計 609868 的中 �� 34814（2番人気）�� 12908（11番人気）�� 5467（29番人気）
3連複票数 計1898169 的中 ��� 15338（23番人気）
3連単票数 計3403209 的中 ��� 9454（56番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．6―12．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．1―47．1―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツレヅレ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2012．9．16 阪神1着

2009．3．31生 牝5黒鹿 母 メイショウフクヒメ 母母 キタノファンタジー 5戦4勝 賞金 31，600，000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 クリスワールド号・シゲルシュサ号・マンリー号



（26京都3）第11日 5月31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 178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

273，680，000円
5，960，000円
1，890，000円
25，280，000円
70，260，500円
5，421，800円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
457，964，000円
900，847，000円
247，768，200円
1，112，025，200円
647，541，100円
472，162，500円
1，381，000，400円
2，710，122，400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 7，929，430，800円

総入場人員 18，559名 （有料入場人員 16，663名）
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