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13061 5月11日 晴 良 （26京都3）第6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）

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

48 スターペスユウコ 牝3鹿 54 小林 徹弥河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 436± 01：12．6 2．1�
714 イルーシヴキャット 牝3栗 54 国分 優作 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 464± 01：13．23� 5．1�
23 ア ゲ ー ラ 牝3鹿 54 松山 弘平杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 510 ―1：13．94 12．1�
815 ゴールデンロッド 牝3栗 54 小牧 太 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 4 〃 クビ 21．4�
36 エイユーバーチョ 牝3黒鹿54 幸 英明笹部 和子氏 目野 哲也 新ひだか 土田 和男 422－ 41：14．0� 206．8�
612 バトルムーングロウ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 492＋ 8 〃 クビ 25．4	
816 オーマイベイビー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466 ―1：14．1クビ 7．7

11 パステルピンク 牝3青鹿54 藤岡 康太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 500± 01：14．31� 25．5�
59 マサノジュエリー 牝3鹿 54 北村 友一猪野毛雅人氏 加藤 敬二 浦河 馬道 繁樹 460－ 21：14．62 8．2
24 ハクユウデイジー 牝3鹿 54 秋山真一郎 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 幾千世牧場 466＋161：15．55 26．1�
12 ティエスリーナ 牝3芦 54

53 ☆中井 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 430－ 2 〃 ハナ 153．4�
35 タイセイデザイア 牝3鹿 54 武 幸四郎田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか 前川 正美 500＋ 2 〃 アタマ 35．6�
47 ケンブリッジハーツ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政中西 宏彰氏 小崎 憲 えりも エクセルマネジメント 410－121：15．81� 311．5�
713 アキノラブカラー 牝3栗 54 岡田 祥嗣山中 明広氏 作田 誠二 浦河 山春牧場 450＋10 〃 クビ 437．7�
510 ナムラユリア 牝3青 54 国分 恭介奈村 信重氏 牧浦 充徳 日高 いとう牧場 450± 01：16．11� 57．4�
611 ヤマニンコロール 牝3栗 54 太宰 啓介土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 502 ―1：16．41� 107．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，219，200円 複勝： 28，673，000円 枠連： 8，607，600円
馬連： 33，079，900円 馬単： 24，200，800円 ワイド： 17，151，100円
3連複： 48，794，200円 3連単： 82，117，800円 計： 257，843，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 280円 枠 連（4－7） 420円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 200円 �� 500円 �� 940円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 4，330円

票 数

単勝票数 計 152192 的中 � 59843（1番人気）
複勝票数 計 286730 的中 � 127197（1番人気）� 46120（2番人気）� 14529（5番人気）
枠連票数 計 86076 的中 （4－7） 15452（1番人気）
馬連票数 計 330799 的中 �� 55921（1番人気）
馬単票数 計 242008 的中 �� 27866（1番人気）
ワイド票数 計 171511 的中 �� 26589（1番人気）�� 7763（4番人気）�� 3807（13番人気）
3連複票数 計 487942 的中 ��� 25409（3番人気）
3連単票数 計 821178 的中 ��� 14011（5番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．0―12．1―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―35．9―48．0―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターペスユウコ �
�
父 バトルライン �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2014．2．9 京都2着

2011．3．19生 牝3鹿 母 ピ ア ロ ー ズ 母母 ピアマキシム 6戦1勝 賞金 12，200，000円
〔制裁〕 ゴールデンロッド号の騎手小牧太は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コウザンバニー号・ベラドンナリリー号
（非抽選馬） 1頭 ハッピーベリー号

13062 5月11日 晴 良 （26京都3）第6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

816 フミノスナイパー 牡3栗 56 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 478－ 21：53．6 2．4�
713 タマモホルン 牡3鹿 56

53 ▲義 英真タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 曾我 博 486－ 21：54．02� 6．2�
612 ブ レ ヴ ァ ン 牡3鹿 56 秋山真一郎 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 クビ 5．5�
59 ガ ル グ イ ユ 牡3栗 56 小牧 太杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 494＋ 41：55．06 5．3�
23 スギノゼウス 牡3鹿 56 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 512 ―1：55．32 24．9	
510 クインズパール 牡3鹿 56 幸 英明 �クイーンズ・ランチ 平田 修 新冠 隆栄牧場 B534± 01：55．72� 19．3

12 ジョウショーノブシ 牡3鹿 56 水口 優也熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 B462± 0 〃 アタマ 25．0�
815 ウインマティーニ 牡3鹿 56 国分 優作�ウイン 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 456± 01：56．55 424．5�
35 ヒルノアドリアーノ 牡3鹿 56 尾島 徹�ヒルノ 北出 成人 新冠 榊原 光子 454＋161：56．82 66．5

（笠松）

714 エーブキットマン 牡3鹿 56
55 ☆中井 裕二 �レーシングホース

ジャパン 沖 芳夫 浦河 大北牧場 506－ 41：56．9� 12．5�
36 テイエムファラオ 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 460＋ 41：57．21� 196．5�
11 カネトシエンパシー 牡3栗 56 国分 恭介兼松 利男氏 日吉 正和 日高 メイプルファーム 458＋ 61：57．83� 283．0�
24 	 ヒャクバイガエシ 牡3栗 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米

Alastar Thor-
oughbred Com-
pany LLC

460＋ 6 〃 アタマ 27．5�
48 マジックホーガン 牡3鹿 56 中谷 雄太�杵臼牧場 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 476－10 〃 クビ 78．1�
47 クレスコマグヌス 牡3栗 56 松山 弘平堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム B466－ 21：58．11� 199．3�
611 フランキーバローズ 牡3鹿 56 酒井 学猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 528＋ 41：58．73� 153．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，391，200円 複勝： 30，868，800円 枠連： 11，159，300円
馬連： 39，110，500円 馬単： 26，386，900円 ワイド： 20，185，400円
3連複： 55，490，200円 3連単： 90，452，600円 計： 293，044，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 180円 � 150円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 390円 �� 240円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 5，680円

票 数

単勝票数 計 193912 的中 � 65961（1番人気）
複勝票数 計 308688 的中 � 90252（1番人気）� 37736（4番人気）� 50904（2番人気）
枠連票数 計 111593 的中 （7－8） 17198（1番人気）
馬連票数 計 391105 的中 �� 35148（3番人気）
馬単票数 計 263869 的中 �� 15211（3番人気）
ワイド票数 計 201854 的中 �� 12592（4番人気）�� 24104（1番人気）�� 7238（7番人気）
3連複票数 計 554902 的中 ��� 31051（2番人気）
3連単票数 計 904526 的中 ��� 11771（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．3―48．8―1：01．8―1：15．0―1：27．5―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．6
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

フミノスナイパー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．4 小倉6着

2011．5．4生 牡3栗 母 サンシャインバレイ 母母 メイジホリデイ 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 クレスコマグヌス号の騎手松山弘平は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

エーブキットマン号の騎手中井裕二は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
〔その他〕 フランキーバローズ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※カネトシエンパシー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

第３回 京都競馬 第６日



13063 5月11日 晴 良 （26京都3）第6日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （芝・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
1：19．9
1：19．0

良
良

612 オールオブナイト 牝3黒鹿54 松山 弘平市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 414＋ 21：21．0 2．0�
715 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 446－ 61：21．21� 8．6�
714 ティップトップ 牝3鹿 54 武 幸四郎 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 486＋10 〃 アタマ 45．7�
48 ヤマニンエルフィン 牝3鹿 54 太宰 啓介土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 456－ 2 〃 ハナ 4．1�
12 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 424＋101：21．41� 47．4�
59 オーミアリエル 牝3青鹿54 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 福島 信晴 新冠 松木 加代 446＋201：21．61� 462．8�
36 ステイブレイズ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高野 友和 新冠 中本 隆志 466＋14 〃 クビ 40．5


818 エイシンノーティス 牝3鹿 54 藤岡 康太	栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 464－ 41：21．7� 32．4�
713 ダッシャーレーヌ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 392 ―1：21．91� 18．2�
47 ディスクレーション 牝3栗 54 幸 英明	ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 412＋161：22．0� 122．1
11 カシノチサヒメ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政柏木 務氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 B440＋ 2 〃 クビ 281．0�
23 ホッコーファイン 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 420－141：22．1クビ 29．5�
35 カシノチャンプ 牝3鹿 54 尾島 徹柏木 務氏 境 直行 浦河 三枝牧場 444＋ 91：22．2� 317．6�

（笠松）

816 ハ ナ フ ブ キ 牝3黒鹿54 小牧 太幅田 昌伸氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 418－ 81：22．3� 6．8�

510 サプライズシーヌ 牝3鹿 54 国分 優作永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：22．62 340．1�
24 ベ ル テ ン ポ 牝3鹿 54 秋山真一郎林 正道氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 502 ―1：22．91� 75．0�
611 エスジーカピターナ 牝3鹿 54 小林 徹弥窪田 滋氏 柴田 光陽 浦河 杵臼斉藤牧場 416－ 2 〃 クビ 464．1�
817 コパノビクトリア 牝3鹿 54 岡田 祥嗣小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 440 ―1：24．8大差 125．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，964，800円 複勝： 46，956，500円 枠連： 12，153，200円
馬連： 39，469，400円 馬単： 30，696，600円 ワイド： 21，111，100円
3連複： 56，249，900円 3連単： 105，517，600円 計： 334，119，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 190円 � 670円 枠 連（6－7） 390円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，260円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 13，450円

票 数

単勝票数 計 219648 的中 � 90857（1番人気）
複勝票数 計 469565 的中 � 221799（1番人気）� 50154（3番人気）� 9144（8番人気）
枠連票数 計 121532 的中 （6－7） 23029（2番人気）
馬連票数 計 394694 的中 �� 49767（2番人気）
馬単票数 計 306966 的中 �� 29474（2番人気）
ワイド票数 計 211111 的中 �� 23335（2番人気）�� 3794（11番人気）�� 2130（23番人気）
3連複票数 計 562499 的中 ��� 8919（16番人気）
3連単票数 計1055176 的中 ��� 5793（35番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―11．5―11．9―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．2―45．7―57．6―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールオブナイト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．6 函館2着

2011．4．1生 牝3黒鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 8戦1勝 賞金 16，900，000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。

13064 5月11日 晴 良 （26京都3）第6日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11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
1：33．0
1：30．7

良
良

47 ジョーウォルター 牡3鹿 56 松山 弘平上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 446＋ 41：33．6 25．1�
12 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± 01：33．7� 17．1�
23 ランガージュ 牡3鹿 56 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：33．91� 5．3�
612 フラッシュバイオ 牝3鹿 54 小牧 太バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 432－ 21：34．0� 2．6�
48 カネトシキフジン 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政兼松 利男氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 400－ 61：34．1� 100．4�

24 スズカグランデ 牡3栗 56
55 ☆中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 448＋ 41：34．2� 42．5	

818 オーディンバローズ 牡3青鹿 56
53 ▲義 英真猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 494－ 41：34．51� 18．9


715 ワイレアタヤス 牡3鹿 56 武 幸四郎横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 512－161：34．71� 29．2�
611 ハイプレッシャー 牡3黒鹿56 北村 友一�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 2 〃 クビ 9．5�
714 マイネルサルト 牡3黒鹿56 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新ひだか タイヘイ牧場 472＋ 41：34．8� 24．5
510 テイエムオドロキ 牝3栗 54 国分 恭介竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 444＋121：34．9クビ 469．9�
816 タガノエトワール 牝3鹿 54 藤岡 康太八木 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 446 ― 〃 アタマ 3．7�
35 アグリナデシコ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 440－ 6 〃 ハナ 92．0�
713 ホッコーヤタロウ 牡3栗 56 �島 良太矢部 道晃氏 西浦 勝一 大樹 大樹ファーム 494－141：35．11 56．8�
36 マ ホ ン 牝3栗 54 秋山真一郎重松 國建氏 加藤 敬二 日高 春木 昭雄 482＋ 81：35．2� 181．6�
817 アームストロング 	3鹿 56 荻野 琢真前原 敏行氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 442－ 21：35．41� 157．8�
11 チ ク タ ク 牝3鹿 54 尾島 徹小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 426± 01：36．14 414．7�

（笠松）

59 ホウルスカイ 	3黒鹿56 小林 徹弥�フォーレスト 宮 徹 日高 シンボリ牧場 496 ―1：36．31 108．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，835，800円 複勝： 34，335，900円 枠連： 12，874，200円
馬連： 41，826，400円 馬単： 27，956，100円 ワイド： 23，323，900円
3連複： 59，676，600円 3連単： 94，124，100円 計： 316，953，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，510円 複 勝 � 520円 � 440円 � 190円 枠 連（1－4） 6，780円

馬 連 �� 9，200円 馬 単 �� 25，290円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 1，160円 �� 850円

3 連 複 ��� 12，520円 3 連 単 ��� 114，250円

票 数

単勝票数 計 228358 的中 � 7191（8番人気）
複勝票数 計 343359 的中 � 15313（7番人気）� 18586（6番人気）� 59486（2番人気）
枠連票数 計 128742 的中 （1－4） 1403（19番人気）
馬連票数 計 418264 的中 �� 3358（29番人気）
馬単票数 計 279561 的中 �� 816（65番人気）
ワイド票数 計 233239 的中 �� 2395（25番人気）�� 4969（13番人気）�� 7016（8番人気）
3連複票数 計 596766 的中 ��� 3519（38番人気）
3連単票数 計 941241 的中 ��� 608（316番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．8―12．1―11．8―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．2―47．3―59．1―1：10．6―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．5
3 2（12，14）（7，18）8（3，13）（1，4，5，17）－10（6，15）（11，16）9 4 ・（2，12）14（7，8，18）（3，13）（4，5）17（1，10）－15（6，11）16－9

勝馬の
紹 介

ジョーウォルター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2013．11．16 京都3着

2011．3．17生 牡3鹿 母 ジョーフュージョン 母母 ジョーエスペランス 4戦1勝 賞金 8，100，000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。



13065 5月11日 晴 良 （26京都3）第6日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時15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
1：44．7
1：44．1

良
良

12 ドラゴンストリート 牡3鹿 56 幸 英明窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 468± 01：48．4 1．3�
818 ディアメドゥーサ 牝3栗 54 秋山真一郎髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 446－ 41：48．61� 33．4�
816 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 464＋ 61：49．34 257．3�
510 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 B452－101：49．4� 28．4�
817 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 458＋ 61：49．5� 393．0�
59 デンコウガイア 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 460＋ 4 〃 ハナ 31．2�
48 ファイアーシチー 牡3青鹿 56

53 ▲岩崎 翼 	友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456－ 2 〃 クビ 5．2

715 アレクサンドル 牡3鹿 56 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 ハナ 18．8�
714 フィリグラーナ 牡3栗 56

53 ▲義 英真畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 村本牧場 432－ 61：49．71� 23．8�
47 メイショウアラワシ 牡3栗 56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 458－101：50．23 343．8
611 ミキノジュウゴヤ 牡3栗 56 尾島 徹谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 幾千世牧場 450－ 41：50．94 383．9�

（笠松）

612 ワンダフルバディ 牝3芦 54 岡田 祥嗣堀川 三郎氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 412－181：51．11� 482．6�
11 スズカエルフォトン 	3青鹿 56

55 ☆中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 460－161：51．31� 87．3�
24 ブレイズゴールド 牡3鹿 56 国分 恭介 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 498± 01：51．51� 99．0�
713 シップウハヤト 牡3鹿 56 太宰 啓介平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450－ 21：51．71� 105．7�
36 チ コ リ ー 牝3黒鹿54 武 幸四郎山上 和良氏 牧田 和弥 日高 長谷部牧場 450－ 61：51．8� 218．0�
23 キーカレンシー 牡3鹿 56 国分 優作小野 博郷氏 崎山 博樹 新冠 赤石 久夫 486－ 4 （競走中止） 120．6�
35 ノットアクライシス 牡3青鹿56 松山 弘平 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 追分ファーム 478± 0 （競走中止） 23．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，130，400円 複勝： 89，667，200円 枠連： 16，110，200円
馬連： 43，282，400円 馬単： 40，163，500円 ワイド： 24，237，700円
3連複： 60，295，100円 3連単： 148，448，000円 計： 449，334，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 590円 � 2，660円 枠 連（1－8） 1，630円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 880円 �� 2，620円 �� 33，770円

3 連 複 ��� 51，990円 3 連 単 ��� 124，920円

票 数

単勝票数 計 271304 的中 � 167067（1番人気）
複勝票数 計 896672 的中 � 673131（1番人気）� 13031（8番人気）� 2564（13番人気）
枠連票数 計 161102 的中 （1－8） 7328（5番人気）
馬連票数 計 432824 的中 �� 18190（7番人気）
馬単票数 計 401635 的中 �� 13582（8番人気）
ワイド票数 計 242377 的中 �� 7107（8番人気）�� 2251（19番人気）�� 170（87番人気）
3連複票数 計 602951 的中 ��� 856（85番人気）
3連単票数 計1484480 的中 ��� 877（222番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．6―12．6―12．7―12．1―12．5―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．3―47．9―1：00．6―1：12．7―1：25．2―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンストリート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．9．28 阪神5着

2011．5．1生 牡3鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 4戦1勝 賞金 8，200，000円
〔競走中止〕 キーカレンシー号は，競走中に異常歩様となったため4コーナーで競走中止。

ノットアクライシス号は，競走中に疾病〔右第1趾骨複骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 キーカレンシー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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 ルアノヴァ号
※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。

13066 5月11日 晴 良 （26京都3）第6日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

813 ノ ボ リ フ ジ 牡3鹿 56 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 498－ 41：25．7 8．9�
610 クリノプリムラ 牝3栗 54 �島 良太栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 428－ 2 〃 クビ 464．9�
711 ブレイクアウト 牡3青鹿56 幸 英明安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 468－ 21：25．91� 3．8�
814 ケイリンボス 牡3栗 56 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 506－101：26．11� 3．1�
69 コパノハリー 牡3栗 56 国分 優作小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 440± 01：26．2� 104．4�
46 ケンブリッジギルド 牡3栗 56 松山 弘平中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 470＋ 21：26．3� 4．8�
57 クレイジージョー 牡3黒鹿56 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 488＋ 41：26．4クビ 6．9	
58 チョウテッパン 牡3栗 56

53 ▲義 英真丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 488± 01：26．5� 12．6

33 キネオキャノン 牡3鹿 56 酒井 学吉田 千津氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 466－ 8 〃 クビ 34．4�
34 キョウワランサー 牡3栗 56 北村 友一�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 458－ 21：26．6クビ 19．7
45 ウイングラビティ 牡3鹿 56 国分 恭介�ウイン 武市 康男 新ひだか 城地 清満 B474± 01：26．7� 121．6�
22 ハギノセゾン 牝3青鹿 54

51 ▲岩崎 翼安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 446± 01：27．02 109．8�
11 	 シゲルタンバ 牝3芦 54 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 新冠 隆栄牧場 432－121：28．27 141．8�
712
 クリスタルレーヴ 牝3芦 54 尾島 徹�ホースケア 笹野 博司 浦河 荻伏服部牧場 484＋ 41：29．05 485．2�

（笠松） （笠松）

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，784，100円 複勝： 40，552，200円 枠連： 14，344，800円
馬連： 50，521，800円 馬単： 31，419，300円 ワイド： 23，425，900円
3連複： 61，382，500円 3連単： 109，910，400円 計： 358，341，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 260円 � 6，080円 � 160円 枠 連（6－8） 4，970円

馬 連 �� 104，740円 馬 単 �� 146，760円

ワ イ ド �� 21，720円 �� 410円 �� 12，990円

3 連 複 ��� 77，440円 3 連 単 ��� 751，060円

票 数

単勝票数 計 267841 的中 � 23939（5番人気）
複勝票数 計 405522 的中 � 40637（5番人気）� 1223（13番人気）� 92742（1番人気）
枠連票数 計 143448 的中 （6－8） 2131（12番人気）
馬連票数 計 505218 的中 �� 356（65番人気）
馬単票数 計 314193 的中 �� 158（114番人気）
ワイド票数 計 234259 的中 �� 247（69番人気）�� 16258（3番人気）�� 414（56番人気）
3連複票数 計 613825 的中 ��� 585（116番人気）
3連単票数 計1099104 的中 ��� 108（785番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―35．5―48．3―1：00．9―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ボ リ フ ジ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．2 京都3着

2011．5．30生 牡3鹿 母 サンデーミッチー 母母 プレザントソーサリス 6戦2勝 賞金 16，020，000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。



13067 5月11日 晴 良 （26京都3）第6日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

55 ヤマニンプードレ 牝4芦 55
52 ▲岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 472＋ 21：59．5 7．8�

11 ディープウェーブ 牡4青鹿57 松山 弘平万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 01：59．71� 3．1�

33 カ ー バ 牡5青鹿 57
54 ▲城戸 義政�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム 508＋ 4 〃 クビ 25．2�

77 マトリックスコード 牡4栗 57 幸 英明 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 530－ 41：59．8クビ 2．4�
78 ダブルイーグル 牡6鹿 57 太宰 啓介田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 474＋ 22：00．01� 5．9�
66 � スリーヴェローチェ 牡5鹿 57 武 幸四郎永井商事	 石橋 守 新ひだか 武 牧場 462－ 42：00．31� 13．5

22 ワイドワンダー 牡4鹿 57 藤岡 康太幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 490＋ 3 〃 クビ 104．6�
89 � テイエムオデッセイ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 440± 02：00．4	 111．0�
810 ノースパストラル 牝4鹿 55 国分 優作�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 488＋122：00．72 18．2
44 � アドマイヤキンボシ 牡4鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 510± 02：00．8	 29．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，738，200円 複勝： 35，303，600円 枠連： 11，013，900円
馬連： 45，058，700円 馬単： 35，796，500円 ワイド： 20，740，900円
3連複： 57，902，300円 3連単： 145，581，300円 計： 374，135，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 180円 � 430円 枠 連（1－5） 1，600円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，370円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 6，520円 3 連 単 ��� 38，930円

票 数

単勝票数 計 227382 的中 � 23063（4番人気）
複勝票数 計 353036 的中 � 32939（4番人気）� 64902（2番人気）� 18160（6番人気）
枠連票数 計 110139 的中 （1－5） 5088（6番人気）
馬連票数 計 450587 的中 �� 20522（6番人気）
馬単票数 計 357965 的中 �� 7113（15番人気）
ワイド票数 計 207409 的中 �� 10346（6番人気）�� 3589（17番人気）�� 4972（13番人気）
3連複票数 計 579023 的中 ��� 6556（20番人気）
3連単票数 計1455813 的中 ��� 2760（110番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．2―48．2―1：00．7―1：13．1―1：25．2―1：36．9―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンプードレ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．12．22 阪神9着

2010．4．22生 牝4芦 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 14戦2勝 賞金 19，580，000円
〔制裁〕 ヤマニンプードレ号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

13068 5月11日 晴 良 （26京都3）第6日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時45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
1：47．8
1：47．8

重
重

58 � エーシンエポナ 牝4鹿 55 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

490＋ 61：52．4 11．3�
712 ローレルレジェンド 牡5鹿 57 太宰 啓介 �ローレルレーシング 吉村 圭司 新冠 協和牧場 480－ 6 〃 クビ 8．0�
22 メイショウテンシュ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 新ひだか 土田農場 536－ 41：52．72 14．8�
610 スマートラファエル 牡5黒鹿57 秋山真一郎大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 468－ 21：52．8	 3．6�
814 ゼンノコンゴウ 牡4栗 57 国分 優作吉田 勝利氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 488－ 21：53．01
 21．0�
47 ワンダーブラザウン 牡4栗 57 北村 友一山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 466± 01：53．21 6．4	
46 ストレートラブ 牝5青鹿55 松山 弘平万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 6 〃 クビ 36．9

59 アズマユニヴァース 牡6栗 57 酒井 学田島 大史氏 田中 章博 浦河 川越ファーム 468＋ 21：53．3クビ 132．0�
713 サイレントサタデー 牡5鹿 57

56 ☆中井 裕二吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 492－10 〃 クビ 9．6�
23 スタンドバイミー 牡5鹿 57 小牧 太石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 460－101：53．5	 25．3
611 ラウンドロビン 牡5黒鹿57 藤岡 康太諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 ハナ 3．7�
11 � セルリアンラビット 牡5鹿 57 岡田 祥嗣�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B454＋ 21：53．71
 114．5�
815 アーセナルゴール 牡6鹿 57

54 ▲岩崎 翼渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 492－ 41：53．8	 138．5�
35 ノアオーカン 牡4黒鹿 57

54 ▲城戸 義政杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 472－ 41：54．01
 45．9�
34 � ジ パ ン グ 牡4栗 57

54 ▲義 英真畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 B484＋ 21：55．27 118．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，208，800円 複勝： 45，901，000円 枠連： 18，544，100円
馬連： 61，792，500円 馬単： 35，566，800円 ワイド： 28，502，600円
3連複： 84，077，600円 3連単： 133，066，000円 計： 433，659，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 380円 � 280円 � 500円 枠 連（5－7） 1，870円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 8，550円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 2，090円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 15，230円 3 連 単 ��� 82，250円

票 数

単勝票数 計 262088 的中 � 18420（6番人気）
複勝票数 計 459010 的中 � 31900（6番人気）� 48496（4番人気）� 22758（7番人気）
枠連票数 計 185441 的中 （5－7） 7325（8番人気）
馬連票数 計 617925 的中 �� 11869（16番人気）
馬単票数 計 355668 的中 �� 3072（35番人気）
ワイド票数 計 285026 的中 �� 5026（18番人気）�� 3321（27番人気）�� 4751（20番人気）
3連複票数 計 840776 的中 ��� 4075（50番人気）
3連単票数 計1330660 的中 ��� 1194（267番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．0―49．7―1：02．4―1：14．8―1：27．3―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
13（4，14）（7，15）（5，8，12）－（2，10）3（9，11）1－6
13，14，15－12（4，7，8）5，10（2，11）3（1，9）－6

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

勝馬の
紹 介

�エーシンエポナ �
�
父 Curlin �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2012．10．6 東京12着

2010．1．30生 牝4鹿 母 Wild Gams 母母 Diamonds and Legs 16戦2勝 賞金 25，882，000円
※ゼンノコンゴウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13069 5月11日 晴 良 （26京都3）第6日 第9競走 ��2，000�
や ぐ る ま

矢 車 賞
発走14時15分 （芝・右）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

89 アドマイヤシーマ 牝3鹿 54 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：58．5 2．2�
66 ウインリバティ 牝3黒鹿54 酒井 学�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 432＋ 41：58．92� 16．0�
44 ワクワクキリシマ 牝3鹿 54 国分 優作西村新一郎氏 梅内 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 41：59．0� 59．7�
55 ヤマニンアリエッタ 牝3黒鹿54 太宰 啓介土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 500＋ 81：59．42� 12．5�
77 リヴィエール 牝3芦 54 小牧 太杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 464± 0 〃 アタマ 3．7�
33 タガノベルーガ 牝3鹿 54 幸 英明八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 41：59．61� 8．8	
22 ガーリッシュハート 牝3鹿 54 秋山真一郎 
社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 462± 01：59．91� 10．6�
11 ユアメモリー 牝3青鹿54 北村 友一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム B428＋ 42：00．32� 18．0�
88 アイスブレイク 牝3青鹿54 松山 弘平安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 462＋ 22：00．51� 9．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，127，800円 複勝： 50，336，900円 枠連： 14，430，900円
馬連： 78，126，700円 馬単： 50，745，200円 ワイド： 30，898，900円
3連複： 90，499，900円 3連単： 214，553，500円 計： 566，719，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 360円 � 970円 枠 連（6－8） 1，480円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 780円 �� 2，070円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 19，290円 3 連 単 ��� 65，350円

票 数

単勝票数 計 371278 的中 � 134574（1番人気）
複勝票数 計 503369 的中 � 135999（1番人気）� 31814（7番人気）� 9955（9番人気）
枠連票数 計 144309 的中 （6－8） 7209（5番人気）
馬連票数 計 781267 的中 �� 28838（8番人気）
馬単票数 計 507452 的中 �� 12907（10番人気）
ワイド票数 計 308989 的中 �� 10350（10番人気）�� 3631（28番人気）�� 1640（34番人気）
3連複票数 計 904999 的中 ��� 3463（55番人気）
3連単票数 計2145535 的中 ��� 2423（221番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．9―11．5―11．7―12．4―12．2―12．3―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．1―35．0―46．5―58．2―1：10．6―1：22．8―1：35．1―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤシーマ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2013．10．5 新潟7着

2011．5．1生 牝3鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous 7戦2勝 賞金 20，267，000円
〔制裁〕 ウインリバティ号の騎手酒井学は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

13070 5月11日 晴 良 （26京都3）第6日 第10競走 ��
��1，900�

ももやま

桃山ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

812 クラージュドール 牡4鹿 57 小牧 太 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504－ 81：59．2 5．1�

11 ノボリドリーム 牡5鹿 57 藤岡 康太原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 456± 01：59．3� 9．4�
22 	 ダイヤノゲンセキ 
6黒鹿57 国分 優作 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 520＋ 2 〃 ハナ 9．7�
56 バトードール 牡7栗 57 太宰 啓介 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 528＋ 61：59．51 41．6�
45 アサクサショパン 牡6黒鹿57 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 486＋ 21：59．6� 49．7�
813 ハ ス ラ ー 牡6黒鹿57 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 516± 0 〃 クビ 6．0	
711 ドラゴンフォルテ 牡5鹿 57 秋山真一郎窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 484＋ 21：59．81 15．3

710 ハ ル カ フ ジ 牡6鹿 57 荻野 琢真河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 484＋ 8 〃 クビ 60．1�
44 マンボダンサー 牡6鹿 57 尾島 徹�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 484± 01：59．9クビ 104．5�

（笠松）

33 コウユーヒーロー 牡7青 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 520± 02：00．0� 42．1
68 ブルータンザナイト 牡5青鹿57 幸 英明桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 546± 02：00．2� 3．9�
69 アントニオピサ 牡5鹿 57 武 幸四郎市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 02：00．83� 4．1�
57 スズカルーセント 牡6鹿 57 中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 504－ 6 〃 クビ 31．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，237，300円 複勝： 55，719，600円 枠連： 28，630，500円
馬連： 100，481，900円 馬単： 53，183，400円 ワイド： 38，774，700円
3連複： 129，647，300円 3連単： 223，542，000円 計： 661，216，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 300円 � 300円 枠 連（1－8） 1，280円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，100円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 43，150円

票 数

単勝票数 計 312373 的中 � 48511（3番人気）
複勝票数 計 557196 的中 � 79290（3番人気）� 46192（5番人気）� 46122（6番人気）
枠連票数 計 286305 的中 （1－8） 16634（5番人気）
馬連票数 計1004819 的中 �� 33053（11番人気）
馬単票数 計 531834 的中 �� 10126（18番人気）
ワイド票数 計 387747 的中 �� 11155（11番人気）�� 8624（14番人気）�� 8243（15番人気）
3連複票数 計1296473 的中 ��� 11445（27番人気）
3連単票数 計2235420 的中 ��� 3824（147番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―12．1―13．4―13．0―12．5―12．4―12．3―12．6―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．2―30．3―43．7―56．7―1：09．2―1：21．6―1：33．9―1：46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
・（9，1）8（2，4，6）10（7，11）（5，13）－12，3・（9，1）8（2，4，6）（10，5，7）（3，13，12）11

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

勝馬の
紹 介

クラージュドール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．24 阪神7着

2010．1．27生 牡4鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 10戦4勝 賞金 44，884，000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。

１レース目



13071 5月11日 晴 良 （26京都3）第6日 第11競走 ��
��1，200�

く ら ま

鞍馬ステークス
発走15時30分 （芝・右）
4歳以上，25．5．4以降26．5．4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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

11 ルナフォンターナ 牝5栗 53 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470± 01：07．1 3．8�

35 ウイングザムーン 牝5鹿 53 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 488± 01：07．2� 5．3�
24 ハ ノ ハ ノ 牡6鹿 56 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 470＋ 21：07．41� 7．6�
818 アイラブリリ 牝5黒鹿54 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 446－ 6 〃 クビ 8．1�
48 ニ ン ジ ャ 牡5鹿 54 	島 良太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 468－ 21：07．5� 15．6	
12 ケイアイアストン 牡9鹿 53 太宰 啓介亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 476－10 〃 アタマ 132．9

510 アースソニック 牡5鹿 57 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 488＋10 〃 ハナ 6．8�
816 ワキノブレイブ 牡4青鹿54 岡田 祥嗣脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 482－ 21：07．6クビ 23．2�
714 メモリアルイヤー 牝6栗 52 岩崎 翼西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 488＋ 4 〃 ハナ 84．5
59 
 フレデフォート 牡7鹿 53 中井 裕二 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 456－ 2 〃 クビ 46．2�
713 ローガンサファイア 牝4鹿 53 小牧 太 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 436－ 6 〃 アタマ 17．5�
715 ミヤジエムジェイ 牡6鹿 54 国分 優作曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 514＋ 6 〃 ハナ 95．9�
47 
 ヘニーハウンド 牡6栗 55 国分 恭介林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast

Farms, LLC B504＋ 21：07．7クビ 27．3�
817 スギノエンデバー 牡6鹿 57 松山 弘平杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 468＋ 21：07．91� 9．6�
36 ストークアンドレイ 牝4芦 52 義 英真本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 488＋121：08．0� 82．1�
23 メイショウデイム 牝7黒鹿52 小林 徹弥松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 490＋16 〃 ハナ 164．0�
612 サクラアドニス 牡6黒鹿54 尾島 徹�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 470± 01：08．2� 40．7�

（笠松）

611� レジェトウショウ 牝8栗 51 荻野 琢真トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476± 01：08．41� 132．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 48，330，900円 複勝： 69，299，500円 枠連： 51，927，500円
馬連： 207，504，700円 馬単： 102，016，400円 ワイド： 66，336，400円
3連複： 278，586，500円 3連単： 472，186，900円 計： 1，296，188，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 200円 � 260円 枠 連（1－3） 1，140円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 500円 �� 650円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 12，720円

票 数

単勝票数 計 483309 的中 � 101291（1番人気）
複勝票数 計 692995 的中 � 128202（1番人気）� 92358（2番人気）� 63087（4番人気）
枠連票数 計 519275 的中 （1－3） 33626（3番人気）
馬連票数 計2075047 的中 �� 128433（1番人気）
馬単票数 計1020164 的中 �� 36038（1番人気）
ワイド票数 計 663364 的中 �� 33940（1番人気）�� 25042（4番人気）�� 19955（7番人気）
3連複票数 計2785865 的中 ��� 69293（3番人気）
3連単票数 計4721869 的中 ��� 27403（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．0―10．9―11．0―11．1

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．0―3F33．0
3 ・（3，14）（2，18）（4，17）16（1，9）（5，6，15）（10，12）8，13，7－11 4 ・（3，14）（2，18）4（17，16）1（9，15）（5，6）12（8，10）13，7－11

勝馬の
紹 介

ルナフォンターナ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2011．10．9 京都2着

2009．4．22生 牝5栗 母 フ ァ ー ザ 母母 Baya 20戦6勝 賞金 95，108，000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 ダノンプログラマー号・バーバラ号
※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。

13072 5月11日 晴 良 （26京都3）第6日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

23 オ ソ レ イ ユ 牡5鹿 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 B514－ 21：25．5 5．2�
59 � ゴールドブラザー 牡4栗 57

54 ▲岩崎 翼加藤 充彦氏 高橋 康之 浦河 浦河土肥牧場 476＋ 4 〃 クビ 130．9�
815 オールブラックス 牡5鹿 57 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 490－ 41：25．6クビ 3．2�
36 タガノナパヴァレー 	5黒鹿 57

56 ☆中井 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482＋ 61：26．02
 202．2�

714 タッチシタイ 牡4栗 57 秋山真一郎小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 480－ 6 〃 クビ 19．0�
510� フ ィ オ リ ア 牡6鹿 57 太宰 啓介藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners 480＋ 41：26．1
 9．0�
816� メモリーパーミット 牡7栗 57 荻野 琢真	シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 516± 01：26．2
 87．4

612 ライブリシーラ 牡7栗 57 中谷 雄太加藤 哲郎氏 森田 直行 厚真 大川牧場 506－121：26．51� 99．9�
47 メイショウマルマル 牡4芦 57 松山 弘平松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 492－ 61：27．13
 14．4�
12 メイショウアルザス 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政松本 好氏 石橋 守 浦河 辻 牧場 468＋ 21：27．52
 106．8�
11 ロードクラヴィウス 牡4鹿 57 北村 友一 	ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか 酒井 秀紀 476＋141：27．92
 73．8�
611� サンライズネオ 牡4黒鹿57 尾島 徹松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 472± 01：28．11 7．3�

（笠松）

24 メイショウフォロー 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 468－ 21：28．2クビ 63．3�
713 スズカジョンブル 牡5鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 B450± 01：28．52 57．0�
35 � ウエスタンムサシ 牡5芦 57

54 ▲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＋ 81：28．81� 96．2�
48 � コリンブレッセ 牡5鹿 57 幸 英明林 正道氏 吉田 直弘 米 Caroline C

Stautberg 512－ 21：29．01 3．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，257，600円 複勝： 68，596，900円 枠連： 31，582，300円
馬連： 128，400，400円 馬単： 70，864，700円 ワイド： 49，710，500円
3連複： 165，879，700円 3連単： 328，639，700円 計： 886，931，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 1，660円 � 140円 枠 連（2－5） 2，050円

馬 連 �� 37，850円 馬 単 �� 48，160円

ワ イ ド �� 8，880円 �� 360円 �� 3，830円

3 連 複 ��� 29，150円 3 連 単 ��� 251，860円

票 数

単勝票数 計 432576 的中 � 66203（3番人気）
複勝票数 計 685969 的中 � 92345（3番人気）� 6970（14番人気）� 184192（1番人気）
枠連票数 計 315823 的中 （2－5） 11388（9番人気）
馬連票数 計1284004 的中 �� 2504（57番人気）
馬単票数 計 708647 的中 �� 1086（82番人気）
ワイド票数 計 497105 的中 �� 1269（63番人気）�� 39069（2番人気）�� 2975（32番人気）
3連複票数 計1658797 的中 ��� 4200（66番人気）
3連単票数 計3286397 的中 ��� 963（479番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．5―47．6―59．7―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．9
3 15（5，8）14（3，4，7，11）－（1，16）10，6（9，13）2－12 4 15－14（5，8）（3，7）11－（4，16）（1，6）10，9，13－（2，12）

勝馬の
紹 介

オ ソ レ イ ユ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．21 京都2着

2009．2．14生 牡5鹿 母 フィーユドゥレーヴ 母母 ランフォザドリーム 13戦3勝 賞金 27，700，000円
〔制裁〕 ゴールドブラザー号の騎手岩崎翼は，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。
※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 スターマイン号
（非抽選馬） 2頭 アスターピース号・スランジバール号
※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。

４レース目



（26京都3）第6日 5月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

202，160，000円
6，700，000円
1，380，000円
18，360，000円
69，527，000円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
342，226，100円
596，211，100円
231，378，500円
868，655，300円
528，996，200円
364，399，100円
1，148，481，800円
2，148，139，900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 6，228，488，000円

総入場人員 22，982名 （有料入場人員 20，522名）
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