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13109 5月24日 晴 良 （27京都3）第10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

510 デ ィ ア エ ナ 牝3黒鹿54 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 530＋161：11．9 4．8�
47 タイキレガトゥス 牡3栗 56 藤岡 佑介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 480＋ 21：12．11� 1．9�
48 ゼ ク ト 牝3黒鹿54 太宰 啓介宮田美恵子氏 大根田裕之 新ひだか 小野 秀治 468＋ 21：12．52� 18．1�
611 ゴットモーニング 	3鹿 56 田中 健後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 高橋フアーム 442＋ 41：12．71 22．6�
713 ウインドファースト 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 岡田 猛 508＋10 〃 アタマ 35．5	
714 ゼ ト ス 牡3青鹿56 幸 英明杉澤 光雄氏 田中 章博 新冠 川島牧場 468－ 21：13．12� 8．4

815
 スームジュール 牡3鹿 56 藤岡 康太前田 幸治氏 角田 晃一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 494＋18 〃 アタマ 7．3�
23 タ ナ ボ タ 牝3栗 54 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 ヤナガワ牧場 430－ 61：13．31� 102．2�
612 オートチャーチル 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太大戸 志浦氏 松永 昌博 新ひだか 小倉 光博 474＋141：13．4クビ 119．3
59 ナリタサウス 牡3栗 56 古川 吉洋�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 456＋ 6 〃 クビ 12．6�
11 シンゼンライカー 牡3黒鹿56 小林 徹弥原 司郎氏 飯田 祐史 浦河トラストスリーファーム 454± 01：13．5� 218．1�
24 メイショウアリバダ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 462－121：13．6クビ 110．9�
36 シゲルサンノウサイ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 福島 信晴 新冠 北星村田牧場 470－101：13．81� 65．5�
12 エイシンバーサス 牝3鹿 54 和田 竜二�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 信田牧場 470＋ 21：14．97 67．9�
35 スズカレグルス 牡3栗 56 水口 優也永井商事� 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 462＋ 41：15．11� 215．7�
816 クリノサニーオー 牡3栗 56 国分 恭介栗本 守氏 大根田裕之 新冠 八木 常郎 470＋ 21：15．31 316．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，564，700円 複勝： 22，011，700円 枠連： 9，825，400円
馬連： 38，971，500円 馬単： 22，592，400円 ワイド： 19，299，600円
3連複： 52，808，800円 3連単： 82，898，100円 計： 262，972，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 110円 � 340円 枠 連（4－5） 240円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 200円 �� 990円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 8，360円

票 数

単勝票数 計 145647 的中 � 23791（2番人気）
複勝票数 計 220117 的中 � 32570（2番人気）� 84152（1番人気）� 9551（7番人気）
枠連票数 計 98254 的中 （4－5） 31035（1番人気）
馬連票数 計 389715 的中 �� 71694（1番人気）
馬単票数 計 225924 的中 �� 14309（4番人気）
ワイド票数 計 192996 的中 �� 29775（1番人気）�� 4264（13番人気）�� 7856（7番人気）
3連複票数 計 528088 的中 ��� 21489（6番人気）
3連単票数 計 828981 的中 ��� 7185（18番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―11．9―11．8―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ ィ ア エ ナ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．2 小倉4着

2012．2．7生 牝3黒鹿 母 ディアボレッサ 母母 デビルズブライド 10戦1勝 賞金 13，750，000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） 2頭 ゲスワット号・ヤマニンラビサン号
（非抽選馬） 1頭 トミケンアユート号

13110 5月24日 晴 良 （27京都3）第10日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時20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

59 ダ ン カ ン 牡3鹿 56 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 444－ 41：53．8 9．5�
611 テイエムトラネコ 牡3芦 56

53 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 472＋ 61：53．9� 1．9�
12 バンブーキングペレ 牡3栗 56 幸 英明�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 470－ 41：54．0� 6．8�
11 キクノステラ 牡3鹿 56 畑端 省吾菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 506＋ 61：55．06 3．9�
714 ガンクラブチェック 牡3鹿 56 高倉 稜�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496± 01：55．31� 24．2	
815 エイシンターザン 牡3鹿 56 松山 弘平�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 488－ 6 〃 クビ 49．5

23 ジェイポップ 牡3鹿 56 小牧 太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 462－ 61：55．72� 52．6�
510 ウォーターボンド 牡3青鹿 56

55 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 庄野 靖志 浦河 畔高牧場 466－ 21：55．8� 183．7�
47 ホットチューン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 522－ 21：55．9� 18．5
816 パ ピ プ ペ ポ 牝3鹿 54 藤岡 康太小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 440± 01：56．32� 17．0�
713 ジャイアントケンタ 牡3鹿 56 田中 健森 長義氏 藤沢 則雄 浦河 宮内牧場 460－ 61：56．51	 127．6�
35 エンパイアルーラー 
3鹿 56 古川 吉洋畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 548＋101：58．4大差 141．0�
24 ティーエスデュモル 牡3栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 日高 Shall Farm 484± 01：58．61� 265．8�
48 ワイドバレンティア 牡3鹿 56 北村 友一幅田 昌伸氏 大久保龍志 新冠 赤石 久夫 510 ―1：59．13 107．4�
612 ミッキーオレゴン 牡3鹿 56 藤懸 貴志野田みづき氏 高野 友和 日高 白井牧場 492＋ 21：59．63 316．3�

（15頭）
36 ジェルヴェーズ 牝3鹿 54 四位 洋文 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 518－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 12，061，500円 複勝： 19，927，200円 枠連： 10，582，600円
馬連： 31，739，600円 馬単： 19，114，200円 ワイド： 16，447，100円
3連複： 40，871，100円 3連単： 62，438，800円 計： 213，182，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 210円 � 110円 � 170円 枠 連（5－6） 900円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 320円 �� 580円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 9，410円

票 数

単勝票数 差引計 120615（返還計 3404） 的中 � 10134（4番人気）
複勝票数 差引計 199272（返還計 7026） 的中 � 16200（4番人気）� 81252（1番人気）� 21471（3番人気）
枠連票数 差引計 105826（返還計 60） 的中 （5－6） 9022（2番人気）
馬連票数 差引計 317396（返還計 22374） 的中 �� 32767（3番人気）
馬単票数 差引計 191142（返還計 13374） 的中 �� 6631（6番人気）
ワイド票数 差引計 164471（返還計 15367） 的中 �� 13395（3番人気）�� 6576（6番人気）�� 15558（2番人気）
3連複票数 差引計 408711（返還計 57588） 的中 ��� 26846（3番人気）
3連単票数 差引計 624388（返還計 79276） 的中 ��� 4808（25番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．8―13．1―12．7―13．0―12．8―13．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．2―49．3―1：02．0―1：15．0―1：27．8―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダ ン カ ン �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2014．9．13 阪神9着

2012．5．9生 牡3鹿 母 カントリースタイル 母母 キヌノヤシオ 7戦1勝 賞金 6，500，000円
〔競走除外〕 ジェルヴェーズ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイドバレンティア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月24日まで平地

競走に出走できない。
ミッキーオレゴン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月24日まで平地
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルタウエマツリ号・ナンシー号

第３回 京都競馬 第１０日



13111 5月24日 晴 良 （27京都3）第10日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50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

12 グランドデザイン 牝3黒鹿54 武 幸四郎西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 460＋121：08．9 22．6�
36 デンコウハシャ �3青鹿56 高倉 稜田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 416－ 21：09．0� 7．1�
11 スーサンヘイロー 牝3鹿 54 和田 竜二林 進氏 松田 国英 新冠 協和牧場 428＋ 2 〃 ハナ 7．7�
23 カゼノカオリ 牝3鹿 54 北村 友一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 482± 01：09．1� 9．7�
611 スピードチュウイ 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 468＋14 〃 アタマ 16．2�
510 ダイメイチャンプ 牝3鹿 54 松山 弘平宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 464＋ 2 〃 ハナ 7．0�
47 サワヤカムスメ 牝3鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 430＋ 61：09．2クビ 4．1	
35 パープルドリーム 牝3黒鹿54 太宰 啓介中野 銀十氏 高橋 亮 浦河 一珍棒牧場 458－ 8 〃 クビ 13．4

816 ペパーミント 牝3鹿 54 国分 恭介山本 堅治氏 湯窪 幸雄 日高 いとう牧場 432± 01：09．73 107．9�
713 アニマルスピリッツ 牡3鹿 56 酒井 学山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 466± 01：09．8クビ 91．2�
24 ラウレアメモリー 牝3芦 54 古川 吉洋横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 414± 01：09．9� 211．3
815 ヤマイチサクラ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 猪野毛牧場 454± 01：10．0� 57．9�
48 クリノテンホー 牡3鹿 56 小牧 太栗本 博晴氏 奥村 豊 様似 様似渡辺牧場 416－ 61：10．21� 21．7�
714 レッドメアラス 牝3芦 54 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 登別 青藍牧場 466－ 21：10．52 8．7�
612 メイショウアバラガ 牡3鹿 56 四位 洋文松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 514－ 21：10．6� 9．7�
59 タガノフレンダ 牝3鹿 54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442 ―1：11．55 96．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，208，800円 複勝： 28，093，700円 枠連： 13，723，500円
馬連： 49，902，200円 馬単： 25，471，100円 ワイド： 25，981，400円
3連複： 66，712，700円 3連単： 83，663，000円 計： 313，756，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 500円 � 240円 � 300円 枠 連（1－3） 1，800円

馬 連 �� 8，970円 馬 単 �� 16，340円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 2，880円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 21，830円 3 連 単 ��� 149，390円

票 数

単勝票数 計 202088 的中 � 7150（11番人気）
複勝票数 計 280937 的中 � 12997（9番人気）� 33558（2番人気）� 25013（5番人気）
枠連票数 計 137235 的中 （1－3） 5882（8番人気）
馬連票数 計 499022 的中 �� 4308（40番人気）
馬単票数 計 254711 的中 �� 1169（69番人気）
ワイド票数 計 259814 的中 �� 2529（34番人気）�� 2299（38番人気）�� 5432（14番人気）
3連複票数 計 667127 的中 ��� 2291（89番人気）
3連単票数 計 836630 的中 ��� 406（578番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．4―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．9―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドデザイン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．9．13 阪神4着

2012．2．2生 牝3黒鹿 母 アーバンクイーン 母母 フ ロ リ ン ダ 4戦1勝 賞金 6，100，000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 テイエムマンゲツ号・ドリームポリーニ号

13112 5月24日 晴 良 （27京都3）第10日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時20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

47 キャノンプレート 牡3黒鹿56 四位 洋文 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 484－ 21：47．9 1．8�
48 ヤマニンロードン 牝3鹿 54 和田 竜二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 466＋ 81：48．0� 6．9�
59 グランソルティス 牡3栗 56 酒井 学名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 468－ 61：48．1� 41．9�
12 メイショウワゴコロ 牝3青鹿 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 中村 均 浦河 谷川牧場 432± 01：48．2� 33．7�
35 ディープビヨンド 牝3黒鹿54 古川 吉洋�カシマ 南井 克巳 むかわ 上水牧場 424－10 〃 クビ 17．4�
715 デルマフウライマツ �3鹿 56 高倉 稜浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 502－ 4 〃 ハナ 22．5	
23 ステージインパクト 牡3黒鹿56 藤岡 康太一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 496＋ 21：48．3� 5．9

816 マ ラ ラ 牝3栗 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 アタマ 26．9�
36 ウインハインズ 牡3黒鹿56 武 幸四郎�ウイン 中村 均 新冠 三村 卓也 460± 01：48．4クビ 27．7
510 スズカビビッド 牡3鹿 56 藤懸 貴志永井 啓弍氏 谷 潔 浦河 辻 牧場 466 ―1：48．82� 43．1�
24 グレアチャネル 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424± 01：49．12 28．8�

11 トミーゴールド 牡3栗 56 小林 徹弥北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 464± 01：49．2クビ 332．8�
817 ルーセントハート 牝3黒鹿54 水口 優也 �キャロットファーム 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 41：49．3� 249．4�
818 イサチルルンナ 牝3芦 54 幸 英明小坂 功氏 大根田裕之 新ひだか 前川 正美 460＋ 41：49．62 73．6�
714 ホーリーエンジェル 牝3黒鹿54 藤岡 佑介天堀 忠博氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 434＋ 41：49．81 41．0�
612 スリースパート 牝3黒鹿54 国分 恭介永井商事� 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 430－ 4 〃 ハナ 487．3�
611 ローブディアンジェ 牝3青鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 444± 01：50．97 16．8�
713 サ ル タ レ ロ 牡3鹿 56 田中 健 �キャロットファーム 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 552 ―1：53．9大差 183．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，298，400円 複勝： 28，578，200円 枠連： 14，280，300円
馬連： 46，171，200円 馬単： 28，069，600円 ワイド： 26，065，800円
3連複： 60，626，800円 3連単： 95，664，000円 計： 321，754，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 510円 枠 連（4－4） 650円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，030円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 6，280円 3 連 単 ��� 15，790円

票 数

単勝票数 計 222984 的中 � 96576（1番人気）
複勝票数 計 285782 的中 � 105488（1番人気）� 29243（3番人気）� 8775（8番人気）
枠連票数 計 142803 的中 （4－4） 16953（2番人気）
馬連票数 計 461712 的中 �� 61870（2番人気）
馬単票数 計 280696 的中 �� 24700（2番人気）
ワイド票数 計 260658 的中 �� 22767（2番人気）�� 6213（9番人気）�� 2044（32番人気）
3連複票数 計 606268 的中 ��� 7231（18番人気）
3連単票数 計 956640 的中 ��� 4391（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．3―47．9―1：00．3―1：12．3―1：24．1―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャノンプレート �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2014．8．3 札幌4着

2012．4．6生 牡3黒鹿 母 ビッグテンビー 母母 モ ガ ミ ヒ メ 4戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サルタレロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月24日まで平地競走に

出走できない。



13113 5月24日 晴 良 （27京都3）第10日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時10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

44 タガノスマイル 牝3鹿 54
53 ☆岩崎 翼八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B472－ 81：52．4 3．4�
810 テイエムジンソク 牡3芦 56 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 482－ 21：52．61 18．0�
811 ミキノトロンボーン 牡3鹿 56 藤岡 佑介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか グローリーファーム 504－ 4 〃 クビ 7．1�
11 フミノインパルス 牡3黒鹿56 太宰 啓介谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 484＋ 21：52．81� 32．6�
55 ジュンスパーヒカル 牡3鹿 56 四位 洋文河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462－ 21：53．22� 3．6�
78 メイショウクオン 牡3鹿 56 幸 英明松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 498－ 41：53．51� 42．6	
33 ヒルノデンハーグ 牡3栗 56 古川 吉洋
ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 472－ 41：53．81� 4．5�
79 ジンダバイン 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－ 41：54．01	 7．1�

22 サンディークス 牡3黒鹿56 藤岡 康太 キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B446－ 21：54．95 29．4�
66 ピアレスピンク 牝3黒鹿54 松山 弘平 
ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 486－ 21：55．32� 31．4�
67 タガノアルデ 牡3芦 56 和田 竜二八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500＋101：56．04 118．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 19，939，000円 複勝： 26，426，000円 枠連： 9，718，700円
馬連： 46，888，800円 馬単： 25，322，400円 ワイド： 22，632，100円
3連複： 57，271，500円 3連単： 93，979，800円 計： 302，178，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 440円 � 180円 枠 連（4－8） 1，100円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 690円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 7，480円 3 連 単 ��� 37，740円

票 数

単勝票数 計 199390 的中 � 46840（1番人気）
複勝票数 計 264260 的中 � 41804（4番人気）� 12250（6番人気）� 43389（3番人気）
枠連票数 計 97187 的中 （4－8） 6823（6番人気）
馬連票数 計 468888 的中 �� 9985（13番人気）
馬単票数 計 253224 的中 �� 3957（21番人気）
ワイド票数 計 226321 的中 �� 4440（13番人気）�� 8756（9番人気）�� 4426（14番人気）
3連複票数 計 572715 的中 ��� 5738（25番人気）
3連単票数 計 939798 的中 ��� 1805（119番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．0―12．4―12．8―13．3―13．0―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―35．0―47．4―1：00．2―1：13．5―1：26．5―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F38．9
1
3
・（3，4）＝8－（7，9）10（5，11）－6－1－2
3－4，8（9，10）5（7，6）11（2，1）

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

勝馬の
紹 介

タガノスマイル �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2014．7．6 中京16着

2012．1．26生 牝3鹿 母 エイシンミュー 母母 エイシンブライドル 4戦2勝 賞金 12，200，000円

13114 5月24日 晴 良 （27京都3）第10日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・右）

牝，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

11 ナガラフラワー 牝3鹿 54 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 464＋ 81：33．0 1．9�
46 サンクボヌール 牝3栗 54 高倉 稜 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 21：33．32 17．0�
33 スズカマドンナ 牝3鹿 54 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 442± 01：33．51� 42．3�
22 ク ロ ー ソ ー 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 420＋121：33．71� 6．1�
711 シャンデリアハウス 牝3黒鹿54 和田 竜二 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 428－ 41：33．8� 16．7�
69 ノーブルリーズン 牝3黒鹿54 太宰 啓介 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：34．01 40．0	
814 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿54 四位 洋文山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 472＋ 4 〃 アタマ 7．0

58 アプリコットベリー 牝3青鹿54 幸 英明 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 386＋ 21：34．1� 28．9�
712 ダークブルー 牝3黒鹿54 藤岡 康太�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 476－ 21：34．2� 11．6
610 プリメラアスール 牝3黒鹿54 酒井 学青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 490－ 41：34．41� 51．2�
57 スモーキーナイト 牝3鹿 54 松山 弘平市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 484＋101：34．72 10．7�
34 タマモルミエール 牝3黒鹿54 国分 恭介タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 406－141：35．33� 206．9�
45 マイティティー 牝3鹿 54 北村 友一五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 21：35．72� 80．6�
813 プルーヴダモール 牝3芦 54

53 ☆岩崎 翼 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 430－ 4 〃 アタマ 119．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，118，600円 複勝： 39，205，800円 枠連： 14，748，900円
馬連： 58，174，400円 馬単： 36，801，100円 ワイド： 31，993，700円
3連複： 80，872，800円 3連単： 140，167，000円 計： 430，082，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 280円 � 590円 枠 連（1－4） 1，000円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，220円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 11，640円 3 連 単 ��� 33，360円

票 数

単勝票数 計 281186 的中 � 117118（1番人気）
複勝票数 計 392058 的中 � 134569（1番人気）� 28563（5番人気）� 11237（9番人気）
枠連票数 計 147489 的中 （1－4） 11319（5番人気）
馬連票数 計 581744 的中 �� 40284（5番人気）
馬単票数 計 368011 的中 �� 19801（3番人気）
ワイド票数 計 319937 的中 �� 18339（4番人気）�� 6628（13番人気）�� 1828（39番人気）
3連複票数 計 808728 的中 ��� 5207（32番人気）
3連単票数 計1401670 的中 ��� 3046（105番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．4―12．1―11．8―11．7―11．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．7―34．1―46．2―58．0―1：09．7―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナガラフラワー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2014．12．14 阪神1着

2012．3．27生 牝3鹿 母 ガリカローズ 母母 カイロローズ 5戦2勝 賞金 21，892，000円
〔発走状況〕 マイティティー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マイティティー号は，平成27年5月25日から平成27年6月23日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



13115 5月24日 晴 良 （27京都3）第10日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時10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

12 タ マ モ リ ド 牝4黒鹿55 太宰 啓介タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 476－ 21：52．1 9．2�
11 エクストレミティー 牡4鹿 57 幸 英明 P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 500－ 21：52．95 6．0�
816 ストロベリーキング 牡4黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 486＋ 4 〃 ハナ 4．5�
35 � トウケイアロー 牡4鹿 57 和田 竜二木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 増本牧場 474＋ 2 〃 ハナ 8．1�
714 コウエイアース 牡5鹿 57 田中 健西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 464－ 41：53．22 49．1�
510 コウユーアンドレ 牡5鹿 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 468＋ 4 〃 アタマ 19．4	
59 � エアカーディナル 牡4鹿 57 四位 洋文 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 480＋ 61：53．52 73．2

47 ア ル カ ナ 牝5鹿 55 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 61：53．6クビ 51．7�
48 マルイチワンダー 牡5栗 57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 454± 0 〃 クビ 29．3�
611 サンタエヴィータ 牝4栗 55 藤岡 康太 シルクレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 41：54．13 5．8�
23 ローザズカレッジ 牡5黒鹿57 松山 弘平 サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：54．41	 7．4�
815� サカジロハンサム 牡4栗 57 岡田 祥嗣ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 前田 宗将 514－ 11：54．71	 186．0�
612 クァンタムギア 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 B470＋ 21：55．44 23．2�
36 ウインアルザス 牡5鹿 57 酒井 学�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 520＋221：56．57 8．1�
713 ミヤジカールソン 牡4鹿 57 藤岡 佑介曽我 司氏 本田 優 浦河 川越ファーム 528＋281：56．92
 47．0�

（15頭）
24 ティマイドリーム 牡5鹿 57

54 ▲加藤 祥太田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，888，700円 複勝： 37，874，100円 枠連： 18，746，600円
馬連： 67，098，900円 馬単： 28，946，900円 ワイド： 34，888，900円
3連複： 89，787，300円 3連単： 113，294，100円 計： 414，525，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 290円 � 220円 � 180円 枠 連（1－1） 1，980円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 910円 �� 960円 �� 720円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 23，560円

票 数

単勝票数 計 238887 的中 � 20557（7番人気）
複勝票数 計 378741 的中 � 29844（7番人気）� 44933（4番人気）� 61795（1番人気）
枠連票数 計 187466 的中 （1－1） 7323（9番人気）
馬連票数 計 670989 的中 �� 24423（7番人気）
馬単票数 計 289469 的中 �� 3813（31番人気）
ワイド票数 計 348889 的中 �� 9840（10番人気）�� 9189（11番人気）�� 12665（6番人気）
3連複票数 計 897873 的中 ��� 16454（8番人気）
3連単票数 計1132941 的中 ��� 3485（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―36．5―49．3―1：01．7―1：14．0―1：26．4―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タ マ モ リ ド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 クロコルージュ デビュー 2013．8．11 小倉9着

2011．3．4生 牝4黒鹿 母 ムーランルージュ 母母 ジ ャ ビ ラ バ 14戦2勝 賞金 17，100，000円
〔出走取消〕 ティマイドリーム号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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。
（非当選馬） 3頭 カフジホーク号・シャッツクヴェレ号・ミキノノボリリュウ号
（非抽選馬） 1頭 セルリアンラッシュ号

13116 5月24日 晴 良 （27京都3）第10日 第8競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時40分 （芝・右・外）
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
2：10．0
2：10．0

良
良

812� サンライズジャパン 牡4鹿 57 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 512－122：13．5 16．1�
11 インプレショニスト 牝5鹿 55 和田 竜二吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 クビ 4．4�
79 ウェーブゴールド 牡4黒鹿57 松山 弘平万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 488± 0 〃 アタマ 3．2�
44 ステイザコース 	5栗 57 幸 英明 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋262：13．82 9．2�
55 � ウインマルゲリータ 牝5黒鹿55 国分 恭介�ウイン 日吉 正和 浦河 岡本 昌市 430＋ 42：14．11
 190．6	
33 フロリダパンサー 牡4青鹿57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B474－ 22：14．31� 3．8

68 � ショウナンアトラス 牡4鹿 57 藤岡 康太国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 2 〃 クビ 6．5�
710� ゴールデンクロス 牡4鹿 57

54 ▲加藤 祥太吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 444＋ 22：14．4
 23．6�
56 サ チ ヒ メ 牝5青鹿55 水口 優也林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 442＋ 22：14．71
 120．5
811� ウルトラバローズ 牡4鹿 57 小牧 太猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前川 正美 440－ 72：14．8
 21．0�
67 � デンコウウンリュウ 牡5鹿 57 藤岡 佑介田中 康弘氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 520＋ 22：14．9クビ 43．8�
22 ウォーターワルツ 牝4栗 55 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 500－ 42：16．17 108．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，353，500円 複勝： 33，537，700円 枠連： 15，385，100円
馬連： 64，332，500円 馬単： 32，219，900円 ワイド： 29，812，900円
3連複： 79，120，100円 3連単： 131，360，500円 計： 409，122，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 330円 � 150円 � 130円 枠 連（1－8） 1，920円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，030円 �� 310円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 29，050円

票 数

単勝票数 計 233535 的中 � 11583（6番人気）
複勝票数 計 335377 的中 � 17895（6番人気）� 60621（2番人気）� 88832（1番人気）
枠連票数 計 153851 的中 （1－8） 6183（9番人気）
馬連票数 計 643325 的中 �� 14381（13番人気）
馬単票数 計 322199 的中 �� 3184（28番人気）
ワイド票数 計 298129 的中 �� 6974（11番人気）�� 6924（12番人気）�� 27524（2番人気）
3連複票数 計 791201 的中 ��� 18025（10番人気）
3連単票数 計1313605 的中 ��� 3278（96番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．2―12．1―12．2―13．0―12．6―12．6―12．2―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．4―35．6―47．7―59．9―1：12．9―1：25．5―1：38．1―1：50．3―2：01．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．4
1
3
2－3－12，6，9（1，11）（4，10）8（5，7）
2＝3－12，8，9（6，11）1，4，10，5，7

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

勝馬の
紹 介

�サンライズジャパン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 デ イ ン ヒ ル

2011．4．20生 牡4鹿 母 ソルトレイクブルー 母母 ラツクオメガー 9戦1勝 賞金 9，160，000円
初出走 JRA



13117 5月24日 晴 良 （27京都3）第10日 第9競走 ��2，000�
お む ろ

御 室 特 別
発走14時15分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 タガノバラード 牝4黒鹿55 松山 弘平八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 424＋ 21：59．3 3．3�

11 センセーション 牝4鹿 55 四位 洋文田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B476＋ 41：59．4� 2．7�
88 フラッシュバイオ 牝4鹿 55 藤岡 佑介バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 438－ 42：00．14 3．7�
66 ニシノモンクス 牝5鹿 55 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 446± 02：00．2クビ 9．3�
22 ニシノシュロ 牝4青鹿55 国分 恭介西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 496－ 2 〃 クビ 22．3�
55 ソロデビュー 牝6黒鹿55 和田 竜二	フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 498－ 22：00．41 50．0

77 アポロパレス 牝6鹿 55 北村 友一小林 量氏 西村 真幸 浦河 笹島 政信 480＋ 42：00．72 34．7�
33 � タンスチョキン 牝5鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 490＋ 6 〃 クビ 30．7�
89 ショウナンアズサ 牝5鹿 55 幸 英明国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 524＋ 62：01．12� 12．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，412，500円 複勝： 29，001，300円 枠連： 13，820，100円
馬連： 69，075，600円 馬単： 42，202，600円 ワイド： 30，581，800円
3連複： 86，830，600円 3連単： 194，257，600円 計： 492，182，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（1－4） 420円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 190円 �� 250円 �� 190円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 1，760円

票 数

単勝票数 計 264125 的中 � 63006（2番人気）
複勝票数 計 290013 的中 � 50856（3番人気）� 79304（1番人気）� 59800（2番人気）
枠連票数 計 138201 的中 （1－4） 25174（2番人気）
馬連票数 計 690756 的中 �� 123417（1番人気）
馬単票数 計 422026 的中 �� 35960（3番人気）
ワイド票数 計 305818 的中 �� 41952（2番人気）�� 28165（3番人気）�� 43932（1番人気）
3連複票数 計 868306 的中 ��� 168707（1番人気）
3連単票数 計1942576 的中 ��� 79737（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―35．8―47．8―59．9―1：12．0―1：24．0―1：35．7―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノバラード �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2014．2．23 京都5着

2011．2．13生 牝4黒鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise 10戦3勝 賞金 32，353，000円
〔発走状況〕 ショウナンアズサ号は，発走地点で左前肢落鉄。発走時刻4分遅延。

13118 5月24日 晴 良 （27京都3）第10日 第10競走 ��
��1，800�

ほうすう

鳳雛ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
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1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

66 ライドオンウインド 牡3栗 56 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 482－ 61：51．3 18．6�
810 ラインルーフ 牡3栗 56 武 幸四郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 490＋121：51．4� 12．0�
55 リ ア フ ァ ル 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－ 21：51．5クビ 1．5�
22 モズライジン 牡3芦 56 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 468± 01：51．71	 10．0�
33 リアルプロジェクト 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 512＋ 41：52．02 24．3	
77 マイネルオフィール 牡3鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：52．21	 24．4

78 スマートボムシェル 牡3栗 56 幸 英明大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 500－ 8 〃 クビ 25．6�
89 ペプチドウォヘッド 牡3鹿 56 藤岡 佑介沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 462－ 21：52．3� 11．0�
11 ノースランドボーイ 牡3青 56 岩崎 翼河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 488＋ 2 〃 ハナ 91．8
44 シンゼンガンプ 牡3鹿 56 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 462＋ 61：53．04 7．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，800，200円 複勝： 105，445，300円 枠連： 21，455，800円
馬連： 105，135，500円 馬単： 72，927，100円 ワイド： 48，317，000円
3連複： 121，841，700円 3連単： 294，864，700円 計： 810，787，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 250円 � 240円 � 110円 枠 連（6－8） 4，070円

馬 連 �� 8，450円 馬 単 �� 19，900円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 360円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 42，580円

票 数

単勝票数 計 408002 的中 � 17535（6番人気）
複勝票数 計1054453 的中 � 34576（6番人気）� 36584（5番人気）� 756206（1番人気）
枠連票数 計 214558 的中 （6－8） 4076（12番人気）
馬連票数 計1051355 的中 �� 9642（22番人気）
馬単票数 計 729271 的中 �� 2748（44番人気）
ワイド票数 計 483170 的中 �� 5804（22番人気）�� 36265（4番人気）�� 35620（5番人気）
3連複票数 計1218417 的中 ��� 39053（9番人気）
3連単票数 計2948647 的中 ��� 5020（121番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．8―12．4―12．4―12．1―12．0―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．9―49．3―1：01．7―1：13．8―1：25．8―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライドオンウインド �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．29 函館10着

2012．5．7生 牡3栗 母 サンシャインバレイ 母母 メイジホリデイ 9戦3勝 賞金 37，010，000円

１レース目



13119 5月24日 晴 良 （27京都3）第10日 第11競走 ��
��2，400�

からすま

烏丸ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，26．5．24以降27．5．17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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

11 メドウラーク 牡4鹿 55 松山 弘平吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 498± 02：24．6 6．0�
68 カ ノ ン 牝5鹿 52 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 486＋102：24．81� 9．9�
812 エーティータラント 牡5芦 55 藤岡 佑介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 502± 0 〃 ハナ 5．4�
56 シ ホ ウ 牡4鹿 55 四位 洋文�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 510＋ 22：25．01 4．7�
22 モ ビ ー ル 牡7鹿 56 小牧 太吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 クビ 9．2	
711 ア ロ ヒ ラ ニ 牡6黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B460＋102：25．21 35．7

45 アドマイヤケルソ 牡7栗 55 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 488＋ 4 〃 ハナ 7．2�
33 � カンタベリーナイト 牡6鹿 52 酒井 学峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B506± 02：25．51	 73．7�
44 ヤマニンボワラクテ 牡4鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 488－ 6 〃 クビ 5．7
813 フェスティヴイェル 牡4黒鹿55 幸 英明臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 488－ 62：25．71� 16．2�
57 コスモユッカ 牡6鹿 54 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 482＋ 42：26．87 86．4�
69 プランスペスカ 牡5鹿 55 古川 吉洋山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B462± 02：27．01 30．1�
710 エーシングングン 牡6栗 55 太宰 啓介�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 486＋162：27．1	 40．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，880，800円 複勝： 63，100，700円 枠連： 45，679，800円
馬連： 200，790，000円 馬単： 87，330，800円 ワイド： 70，743，700円
3連複： 254，535，100円 3連単： 400，031，900円 計： 1，166，092，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 340円 � 180円 枠 連（1－6） 3，080円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 5，850円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 670円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 39，440円

票 数

単勝票数 計 438808 的中 � 58236（4番人気）
複勝票数 計 631007 的中 � 79943（4番人気）� 41564（8番人気）� 100934（1番人気）
枠連票数 計 456798 的中 （1－6） 11488（15番人気）
馬連票数 計2007900 的中 �� 47385（18番人気）
馬単票数 計 873308 的中 �� 11180（27番人気）
ワイド票数 計 707437 的中 �� 15658（17番人気）�� 28252（6番人気）�� 15219（20番人気）
3連複票数 計2545351 的中 ��� 30152（25番人気）
3連単票数 計4000319 的中 ��� 7353（156番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．0―35．5―48．6―1：01．1―1：13．5―1：26．4―1：38．5―1：50．1―2：01．5―2：12．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メドウラーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．2．8 京都2着

2011．4．5生 牡4鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 11戦4勝 賞金 59，182，000円

13120 5月24日 晴 良 （27京都3）第10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 10，500，000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
1：21．7
1：21．5

重
不良

11 サウンドアドバイス 牝5栗 55
52 ▲加藤 祥太加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 61：23．8 3．3�

67 � トータルヒート 牝4栗 55 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-
ration, LTD. 470＋ 2 〃 ハナ 4．7�

55 セトノミッシー 牝5鹿 55 松山 弘平難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B442＋ 6 〃 クビ 15．8�

68 � ライオンズバイツ 牡5鹿 57 四位 洋文黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green
Gates Farm 472＋ 2 〃 ハナ 3．6�

44 スランジバール 牡6鹿 57 酒井 学�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480± 01：24．01	 10．7�
79 ベリートゥベリー 牡5鹿 57 水口 優也北所 直人氏 高木 登 様似 髙村 伸一 468－ 41：24．21	 11．9	
56 
 ゴールドブラザー 牡5栗 57 藤岡 康太加藤 充彦氏 高橋 康之 浦河 浦河土肥牧場 486＋ 21：24．41	 8．6

22 スリーアルテミス 牝7鹿 55

54 ☆岩崎 翼永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 470＋10 〃 アタマ 48．2�
811 ワンダーアベニール 牡5鹿 57 武 幸四郎山本 信行氏 小崎 憲 浦河 荻伏三好フ

アーム 486＋ 21：25．25 57．5
710
 エルウェーオージャ �7青 57 国分 恭介雑古 隆夫氏 坪 憲章 新ひだか 加野牧場 490＋ 4 〃 ハナ 23．1�
33 ヒカルソラフネ 牡6鹿 57 高倉 稜松本 俊廣氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 480± 01：25．52 77．5�
812 アグネスダリム 牝6栗 55 藤岡 佑介渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 95．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，426，300円 複勝： 49，424，100円 枠連： 34，618，300円
馬連： 142，110，900円 馬単： 66，198，100円 ワイド： 55，239，200円
3連複： 165，280，900円 3連単： 302，336，500円 計： 857，634，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 180円 � 340円 枠 連（1－6） 350円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 350円 �� 790円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 14，200円

票 数

単勝票数 計 424263 的中 � 102636（1番人気）
複勝票数 計 494241 的中 � 91053（2番人気）� 76746（3番人気）� 29899（7番人気）
枠連票数 計 346183 的中 （1－6） 75990（1番人気）
馬連票数 計1421109 的中 �� 130455（2番人気）
馬単票数 計 661981 的中 �� 35554（2番人気）
ワイド票数 計 552392 的中 �� 44583（3番人気）�� 17182（10番人気）�� 13130（15番人気）
3連複票数 計1652809 的中 ��� 32622（13番人気）
3連単票数 計3023365 的中 ��� 15428（39番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―11．9―12．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．6―46．5―58．6―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドアドバイス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．7．1 中京2着

2010．3．20生 牝5栗 母 ミネルバサウンド 母母 シンメイミネルバ 24戦3勝 賞金 41，850，000円
［他本会外：1戦0勝］

４レース目



（27京都3）第10日 5月24日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

211，510，000円
4，160，000円
6，680，000円
1，060，000円
19，410，000円
64，785，500円
4，186，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
317，953，000円
482，625，800円
222，585，100円
920，391，100円
487，196，200円
412，003，200円
1，156，559，400円
1，994，956，000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 5，994，269，800円

総入場人員 22，893名 （有料入場人員 21，520名）
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