
13121 5月30日 晴 良 （27京都3）第11日 第1競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

816 ライムチェイサー 牡3鹿 56 川田 将雅杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 466＋ 61：25．8 2．8�
59 ハーツジュニア 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 492＋12 〃 クビ 19．2�
11 ウエスタンラムール 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 446＋ 21：26．01� 3．4�
611 ミカエルシチー 牡3鹿 56 C．ルメール �友駿ホースクラブ 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 532＋ 61：26．32 6．9�
510 ルナマジック 牡3鹿 56 菱田 裕二ニットー商事� 田中 章博 新冠 カミイスタット 480± 01：26．61� 72．3�
714 ヴェスペルティリオ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 41：27．02	 28．5	

12 クリノリーソクツモ 牝3鹿 54
51 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 446＋12 〃 アタマ 22．6


713 リリーヴィクトリー 牡3黒鹿56 北村 友一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 500± 01：27．21� 15．0�
612 メイショウクウボ 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 502－ 41：27．62	 9．0�
23 アグネスイヴァン 牡3栗 56 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 470 ―1：28．02	 193．2
48 
 マイグリュック 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 吉村 圭司 英 Watership

Down Stud B474± 01：28．31� 18．6�
35 ボ ブ 牡3青鹿 56

55 ☆岩崎 翼村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 賀張中川牧場 466－ 61：28．51� 232．8�
47 ハイイノベーション 牡3栗 56 国分 優作服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 458＋ 61：28．71 340．7�
24 パ テ ィ 牝3鹿 54 森 一馬薪浦 英稔氏 西村 真幸 新ひだか 秋田育成牧場 420＋ 81：30．19 439．8�
36 ア ノ シ ュ カ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504 ―1：30．31� 14．1�
815 イソノプレシャス 牡3栗 56 畑端 省吾磯野 俊雄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 526＋ 11：32．0大差 450．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，258，900円 複勝： 38，518，800円 枠連： 14，971，200円
馬連： 56，944，500円 馬単： 29，402，400円 ワイド： 31，162，600円
3連複： 77，163，200円 3連単： 100，278，900円 計： 371，700，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 410円 � 120円 枠 連（5－8） 3，730円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 6，580円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 200円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 25，970円

票 数

単勝票数 計 232589 的中 � 65830（1番人気）
複勝票数 計 385188 的中 � 108284（1番人気）� 13066（8番人気）� 99365（2番人気）
枠連票数 計 149712 的中 （5－8） 3107（13番人気）
馬連票数 計 569445 的中 �� 10738（16番人気）
馬単票数 計 294024 的中 �� 3349（25番人気）
ワイド票数 計 311626 的中 �� 6417（14番人気）�� 51849（1番人気）�� 5543（17番人気）
3連複票数 計 771632 的中 ��� 16440（10番人気）
3連単票数 計1002789 的中 ��� 2799（76番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．7―12．4―12．5―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．5―46．9―59．4―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライムチェイサー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2014．9．14 阪神10着

2012．2．8生 牡3鹿 母 メヤディーニ 母母 Niodini 8戦1勝 賞金 13，550，000円
〔その他〕 イソノプレシャス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 イソノプレシャス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年6月30日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヘイムダル号
（非抽選馬） 8頭 ウインエアフォース号・ゲスワット号・ダンシング号・ダンツラッシュ号・ツキノアカリ号・ハギノレイラニ号・

マルシゲジャパン号・ヤマニンラビサン号

13122 5月30日 晴 良 （27京都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

48 ワールドリースター 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458± 01：55．5 5．3�

611 イェドプリオル 牡3青鹿56 岩田 康誠�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 B510＋ 2 〃 クビ 5．1�
47 ミッキーオリビエ 牡3栗 56 C．ルメール 野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 554＋ 21：55．6� 3．3�
11 レッドファルダ 牡3栗 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 61：56．02� 4．1�
36 ナムラハンベエ 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 514＋ 81：56．42� 6．7	
12 ジェイエルフリート 牡3鹿 56 小林 徹弥橋元 幸人氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 496－201：57．03� 210．3

713 カシノゼウス 牡3鹿 56 水口 優也柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 494± 01：57．1� 199．5�
23 ミュゼバトラー 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 B482－ 4 〃 アタマ 13．0�
35 パンプキンパイ 牝3栗 54

51 ▲義 英真山本 茂氏 西橋 豊治 新冠 秋田牧場 406－ 41：57．42 65．6
24 トゥラクレス 牡3鹿 56 田中 博康�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 526＋ 21：57．5� 44．7�
816 ローガンカズマ 牡3栗 56 幸 英明�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 酒井牧場 B444－ 41：57．6� 67．8�
612 ニシノアンセム 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新冠 川上牧場 454＋ 21：57．7クビ 215．5�
59 ミルクアロー 牡3黒鹿56 小牧 太宮原 廣伸氏 庄野 靖志 新ひだか 山際牧場 484－261：57．8� 96．4�
510 トラベリックス 牝3鹿 54 菱田 裕二八木 昌司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438＋ 41：58．43� 123．6�
815 スズカエトワール 牡3鹿 56 浜中 俊永井 啓弍氏 中内田充正 新ひだか グランド牧場 464 ―1：58．71� 59．7�
714 ビ ッ グ フ ジ 牡3鹿 56 古川 吉洋�ビッグ 西村 真幸 浦河 村下 清志 490± 02：00．29 503．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，794，200円 複勝： 39，668，400円 枠連： 15，245，700円
馬連： 59，336，500円 馬単： 30，272，800円 ワイド： 28，689，500円
3連複： 70，234，500円 3連単： 101，184，100円 計： 368，425，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 160円 � 140円 枠 連（4－6） 660円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 380円 �� 320円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 8，200円

票 数

単勝票数 計 237942 的中 � 35794（4番人気）
複勝票数 計 396684 的中 � 63392（3番人気）� 59301（5番人気）� 81300（1番人気）
枠連票数 計 152457 的中 （4－6） 17860（2番人気）
馬連票数 計 593365 的中 �� 37366（6番人気）
馬単票数 計 302728 的中 �� 8588（14番人気）
ワイド票数 計 286895 的中 �� 18763（4番人気）�� 22659（3番人気）�� 24505（2番人気）
3連複票数 計 702345 的中 ��� 41362（3番人気）
3連単票数 計1011841 的中 ��� 8938（25番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―13．5―13．7―14．0―13．2―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―37．6―51．3―1：05．3―1：18．5―1：30．6―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワールドリースター �
�
父 Admire Don �

�
母父 Devil His Due デビュー 2014．8．16 札幌5着

2012．3．3生 牡3鹿 母 ワールドリープレジャー 母母 Fast Pleasure 9戦1勝 賞金 12，300，000円
〔制裁〕 ミュゼバトラー号の騎手加藤祥太は，1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：10番・7番）
※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） 2頭 ペイシャウェヌス号・メイショウカルデラ号
（非抽選馬） 3頭 クリノサニーオー号・シゲルタウエマツリ号・スーパーノヴァ号

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

第３回 京都競馬 第11日



13123 5月30日 晴 良 （27京都3）第11日 第3競走 ��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

11 カレンオプシス 牝3青鹿54 C．ルメール 鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478－ 62：00．5 3．3�
713 ナムラケイト 牝3鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 488＋ 22：00．82 3．0�
36 チェリーシェイディ 牝3栗 54 岩田 康誠戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 460＋10 〃 クビ 18．0�
35 カリテスグレース 牝3黒鹿54 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 462－ 62：00．9クビ 5．8�
612 ミッキーポーチ 牝3鹿 54 藤岡 康太野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 アタマ 7．3�
714 メモリーオブハース 牝3黒鹿54 北村 友一�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 402± 02：01．0� 30．3	
24 スズカセルリアン 牝3鹿 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 462＋142：01．1� 17．9

816 プリモレガーロ 牝3鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476＋122：01．63 19．6�
23 ヴァイスゴルト 牝3栗 54 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422 ―2：01．81� 63．0
48 セイリングオーダー 牝3栗 54 和田 竜二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 新ひだか 片山牧場 426＋ 22：02．12 256．0�
510 テールドラヴェリテ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 498 ―2：02．52� 81．6�
611 ル サ リ エ 牝3鹿 54 菱田 裕二飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 420－ 22：02．6� 195．8�
47 サリュダムール 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太 �サンデーレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 476 ―2：02．7� 128．4�
12 レ イ ラ 牝3青鹿54 藤田 伸二�日進牧場 柴田 政見 様似 スイートフアーム 462 ―2：03．01� 127．0�
59 パエリダエーザ 牝3黒鹿54 小牧 太�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418＋ 82：03．1� 16．3�
815 トーホウアヤナ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 470＋ 82：05．3大差 129．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，094，700円 複勝： 43，182，700円 枠連： 14，415，300円
馬連： 58，961，400円 馬単： 31，502，500円 ワイド： 29，726，400円
3連複： 72，856，400円 3連単： 101，209，400円 計： 376，948，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 140円 � 400円 枠 連（1－7） 540円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 270円 �� 820円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 9，980円

票 数

単勝票数 計 250947 的中 � 60183（2番人気）
複勝票数 計 431827 的中 � 87345（2番人気）� 98052（1番人気）� 18839（7番人気）
枠連票数 計 144153 的中 （1－7） 20685（2番人気）
馬連票数 計 589614 的中 �� 82628（1番人気）
馬単票数 計 315025 的中 �� 20661（2番人気）
ワイド票数 計 297264 的中 �� 32884（1番人気）�� 8552（8番人気）�� 7337（10番人気）
3連複票数 計 728564 的中 ��� 19553（6番人気）
3連単票数 計1012094 的中 ��� 7347（21番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．5―12．7―12．8―13．0―12．1―11．6―11．3―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―35．9―48．6―1：01．4―1：14．4―1：26．5―1：38．1―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．0
1
3
5，9（1，13）（4，14，16）6（11，15）（2，8）12，3－10－7
5，9（1，12，8）（13，16）（4，14，15）3（6，11）10，2，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンオプシス �
�
父 サムライハート �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2015．4．4 阪神2着

2012．1．31生 牝3青鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 3戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 パエリダエーザ号の騎手小牧太は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・16番）
※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 キャストアスペル号・バルビーナ号・ユヴェーレン号・ワイドバディーズ号

13124 5月30日 晴 良 （27京都3）第11日 第4競走 ��
��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

713 ビットレート 牝3栗 54 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 452－ 81：21．2 2．3�
510 サウンドドゥイット 牡3鹿 56 福永 祐一増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 446＋ 21：21．51� 3．6�
818 オメガハートソング 牝3青鹿54 武 豊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 430＋10 〃 ハナ 8．6�
816 レッドディザーブ 牡3黒鹿56 C．ルメール �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 アタマ 17．6�
24 バイザウェイ 牡3青鹿56 岩田 康誠 Him Rock Racing 高橋 義忠 浦河 桑田フアーム 466－ 61：21．71	 6．4	
23 イ イ ネ ー 牡3鹿 56 田中 健小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 458＋ 41：21．8
 30．7

612� エイシンバランサー 牡3芦 56 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs 470 ―1：21．9� 27．0�
35 シェアザジョイフル 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 448＋ 61：22．0
 24．4�
12 テイエムマンキチ 牡3芦 56 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 松田牧場 440± 0 〃 ハナ 20．1
59 タマモキャラット 牝3鹿 54 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 426－101：22．21	 267．9�
36 シ ャ ル ド ン 牝3鹿 54

51 ▲義 英真�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 446－18 〃 アタマ 91．1�
47 ザッフィーロ 牡3鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 61：22．3
 132．2�
714 タマノバベル 牡3鹿 56 松田 大作玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 486 ―1：22．4� 120．1�
611 サイレンスラヴ 牝3鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 460－ 41：22．82
 210．6�
715 ピエノフィオレ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 456 ―1：23．01	 179．2�
817 グロウミングティア 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 堤 牧場 448＋141：23．42
 231．6�
11 ジョイジョイ 牝3栗 54 高倉 稜�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 418 ―1：23．5� 215．4�
48 ラブステイシー 牝3黒鹿 54

51 ▲�島 克駿増田 陽一氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 392－ 21：24．13
 404．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，433，000円 複勝： 48，646，800円 枠連： 16，771，500円
馬連： 61，564，900円 馬単： 35，335，900円 ワイド： 33，141，200円
3連複： 76，165，500円 3連単： 126，397，400円 計： 426，456，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（5－7） 300円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 150円 �� 360円 �� 390円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 1，990円

票 数

単勝票数 計 284330 的中 � 98600（1番人気）
複勝票数 計 486468 的中 � 175114（1番人気）� 104860（2番人気）� 43768（4番人気）
枠連票数 計 167715 的中 （5－7） 42500（1番人気）
馬連票数 計 615649 的中 �� 161568（1番人気）
馬単票数 計 353359 的中 �� 51913（1番人気）
ワイド票数 計 331412 的中 �� 71836（1番人気）�� 20051（4番人気）�� 17991（5番人気）
3連複票数 計 761655 的中 ��� 77760（2番人気）
3連単票数 計1263974 的中 ��� 45915（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―11．7―11．7―11．5―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―46．8―58．5―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビットレート �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．7．5 中京3着

2012．1．28生 牝3栗 母 スルーレート 母母 スルーオール 6戦1勝 賞金 13，300，000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 シェリュスドパリ号・パイアタウン号・プリンセスメジャー号



13125 5月30日 晴 良 （27京都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

611 ヒデノインペリアル 牡3栗 56 武 豊大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 488± 01：53．2 2．9�
59 デヴァスタシオン 牡3栃栗56 川田 将雅一村 哲也氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 498＋ 21：53．73 3．0�
48 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 494－ 41：54．02 110．5�
36 レッドルグラン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 504－ 41：54．1� 4．6�
815 マウントハレアカラ 牡3鹿 56 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 456－ 41：54．2クビ 62．6	
12 ショウナンバローネ 牡3鹿 56 C．ルメール 国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 486± 01：54．51� 14．1

47 ブルースブレイカー 牡3鹿 56 北村 友一市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 61：54．6� 27．5�
23 デンタルキューティ 牝3青 54

51 ▲�島 克駿安田 光則氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 442± 01：54．7� 37．3�
713 サージェントバッジ 牡3黒鹿56 福永 祐一大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B486－ 4 〃 クビ 19．6
510 ウインユニファイド 牡3黒鹿56 丹内 祐次�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 494± 0 〃 ハナ 74．0�
816 メイショウカシュウ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 480± 01：55．02 107．2�
612 キングルアウ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム B494－ 21：55．2� 18．2�
24 ヤマノルミナス 牝3栗 54 太宰 啓介山泉千代子氏 高橋 亮 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－121：55．52 142．9�
11 マッカナバラ 牝3芦 54 松山 弘平�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 452－101：55．71 56．3�
714 マルイチウラノス 牡3栗 56 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 488－ 21：56．55 180．1�
35 ブレーヴマン 牡3鹿 56 国分 優作栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 B442＋ 2 〃 クビ 16．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，604，400円 複勝： 45，708，800円 枠連： 17，536，200円
馬連： 72，433，700円 馬単： 34，722，500円 ワイド： 39，492，300円
3連複： 88，210，800円 3連単： 128，432，400円 計： 455，141，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 130円 � 1，370円 枠 連（5－6） 420円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 240円 �� 4，880円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 17，300円 3 連 単 ��� 46，000円

票 数

単勝票数 計 286044 的中 � 76481（1番人気）
複勝票数 計 457088 的中 � 104472（2番人気）� 111438（1番人気）� 4854（13番人気）
枠連票数 計 175362 的中 （5－6） 32309（1番人気）
馬連票数 計 724337 的中 �� 134133（1番人気）
馬単票数 計 347225 的中 �� 27862（2番人気）
ワイド票数 計 394923 的中 �� 53339（1番人気）�� 1816（42番人気）�� 1774（43番人気）
3連複票数 計 882108 的中 ��� 3823（46番人気）
3連単票数 計1284324 的中 ��� 2024（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―36．3―49．7―1：03．1―1：16．2―1：28．6―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒデノインペリアル �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2014．11．15 福島2着

2012．3．25生 牡3栗 母 ジャックヒマワリ 母母 レディアイスキューブス 8戦2勝 賞金 23，400，000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 オルナ号・マヤノパーチェム号・ヤマイチレジェンド号

13126 5月30日 晴 良 （27京都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

811 スワーヴジョージ 牡3鹿 56 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 518－101：59．8 4．9�
22 ワンダーアツレッタ 牡3黒鹿56 川田 将雅山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 476＋ 4 〃 クビ 6．4�
67 ジェネラルゴジップ 牡3青鹿56 幸 英明 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 468＋ 22：00．01� 13．9�
812 ク レ ス ト 牡3青鹿56 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 6 〃 アタマ 27．5�
33 ブロウユアマインド 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 456＋ 82：00．21� 35．5	
44 � サンタフェチーフ 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 和美氏 高野 友和 愛 Gestut Bona 452± 0 〃 クビ 5．4

68 シャッターチャンス 牡3鹿 56 松山 弘平前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 434＋ 2 〃 ハナ 44．2�
710 カ ゼ ル タ 牝3栗 54 藤岡 康太吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 446＋ 4 〃 ハナ 16．9�
55 ショウボート 牡3栗 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466± 02：00．41� 6．0
11 パラダイスリッジ 牝3鹿 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋102：00．61� 4．1�
56 カシノサクセス 牡3黒鹿56 水口 優也柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 野坂牧場 446－ 82：01．87 206．7�
79 ミ コ ラ ソ ン 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 468＋ 62：02．11	 12．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，665，100円 複勝： 54，686，100円 枠連： 14，145，800円
馬連： 76，232，100円 馬単： 32，545，100円 ワイド： 36，585，700円
3連複： 83，830，100円 3連単： 126，495，800円 計： 456，185，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 220円 � 420円 枠 連（2－8） 1，710円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 710円 �� 800円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 6，630円 3 連 単 ��� 24，550円

票 数

単勝票数 計 316651 的中 � 50800（2番人気）
複勝票数 計 546861 的中 � 76681（3番人気）� 69099（5番人気）� 29063（7番人気）
枠連票数 計 141458 的中 （2－8） 6406（11番人気）
馬連票数 計 762321 的中 �� 36186（5番人気）
馬単票数 計 325451 的中 �� 6571（16番人気）
ワイド票数 計 365857 的中 �� 13483（8番人気）�� 11892（11番人気）�� 6012（22番人気）
3連複票数 計 838301 的中 ��� 9470（24番人気）
3連単票数 計1264958 的中 ��� 3735（72番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．1―12．3―12．6―12．8―12．0―11．4―11．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．4―48．7―1：01．3―1：14．1―1：26．1―1：37．5―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F33．7
1
3
2，3（1，4，10）（7，5，11）－12（8，6）－9・（2，5）（3，10，11）（1，4，9）（7，12）8－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴジョージ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．7．20 函館1着

2012．2．27生 牡3鹿 母 ギ ー ニ ョ 母母 フェアリードール 7戦2勝 賞金 22，800，000円

追 加 記 事（第 3回京都競馬第 10 日第 2競走）
〔その他〕　　ミッキーオレゴン号は，競走中に疾病〔右第３手根骨々折〕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。



13127 5月30日 晴 良 （27京都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

59 タイガークラウン 牡4黒鹿57 酒井 学伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 472－ 41：25．6 22．4�
713 ウォーターショパン 牡4黒鹿57 福永 祐一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 470－ 21：25．7� 3．6�
35 エミネントレコード 牡4鹿 57 幸 英明�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B486± 0 〃 クビ 11．8�
23 ゼンノロンゴ 牡4鹿 57

54 ▲	島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 518＋281：26．01
 22．3�
714 アドマイヤレイ 牡6鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 524－ 21：26．1クビ 31．9�
11 ホッコージョイフル 牡5鹿 57 松田 大作矢部 道晃氏 飯田 祐史 新ひだか 千代田牧場 506＋24 〃 アタマ 116．1	
815 シ ュ ネ ー ル 牡4鹿 57 岩田 康誠永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 504± 01：26．2
 3．5

47 アリエスムーン 牝4青鹿 55

52 ▲加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 436± 01：26．3クビ 8．2�
48 サンレイクウッド 牡4鹿 57 浜中 俊加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 520－ 2 〃 クビ 14．1�
612� スリーエスペラント 牡5栗 57 和田 竜二永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 496－ 41：26．4� 89．6
510 アラートミノル 牡4鹿 57 松山 弘平吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484＋101：26．6
 90．8�
24 � ブラックブッシュ 牡5黒鹿57 太宰 啓介小林 秀樹氏 高橋 亮 新ひだか 山本 昇寿 480＋191：26．7� 207．4�
12 ルヴァンカー 牡4鹿 57 武 豊 �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 61：26．91� 6．1�
611� グランソレイユ 牝4栗 55 四位 洋文 �フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 51：28．07 195．5�
36 チ ャ ー マ ー 牡4青鹿 57

56 ☆岩崎 翼 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508＋14 〃 クビ 81．4�

816 ア バ ン サ ル 牡4栗 57 藤田 伸二今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 502± 01：31．1大差 12．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，057，900円 複勝： 50，230，600円 枠連： 20，621，100円
馬連： 76，883，200円 馬単： 33，364，100円 ワイド： 38，442，500円
3連複： 91，374，200円 3連単： 124，150，900円 計： 463，124，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 540円 � 140円 � 290円 枠 連（5－7） 4，370円

馬 連 �� 6，030円 馬 単 �� 13，630円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 3，530円 �� 710円

3 連 複 ��� 19，010円 3 連 単 ��� 134，140円

票 数

単勝票数 計 280579 的中 � 10007（9番人気）
複勝票数 計 502306 的中 � 17895（8番人気）� 131923（1番人気）� 39184（5番人気）
枠連票数 計 206211 的中 （5－7） 3654（13番人気）
馬連票数 計 768832 的中 �� 10504（21番人気）
馬単票数 計 333641 的中 �� 1835（50番人気）
ワイド票数 計 384425 的中 �� 5559（21番人気）�� 2702（37番人気）�� 14639（5番人気）
3連複票数 計 913742 的中 ��� 3604（59番人気）
3連単票数 計1241509 的中 ��� 671（378番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイガークラウン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．4．19 阪神4着

2011．5．21生 牡4黒鹿 母 フレンドリーステラ 母母 マ キ ー ナ 8戦2勝 賞金 15，250，000円
〔その他〕 アバンサル号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 アームストロング号・ヴェアデイロス号・カノヤプレジデント号・チョウエンペラー号・ミッキーボクサー号

13128 5月30日 晴 良 （27京都3）第11日 第8競走 ��3，930�第17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 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード4：21．6良

814 ルールプロスパー 牡10青鹿61 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 468－104：26．2 5．9�
58 � マ サ ラ イ ト 牡11鹿 60 北沢 伸也丸井サカミ氏 浜田多実雄 三石 本桐牧場 502－ 84：26．94 17．4�
711 アポロマーベリック 牡6鹿 62 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 528± 04：27．0クビ 5．0�
22 ソ ン ブ レ ロ 牡5鹿 60 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 470－ 64：29．5大差 2．1�
33 コスモソユーズ 牡7栗 60 山本 康志 �ビッグレッドファーム 田中 剛 新ひだか マークリ牧場 496－ 84：30．03 37．3�
69 ダンツミュータント 牡6青鹿60 平沢 健治山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 434－ 84：31．38 24．5	
712 ミヤコデラックス 牡6鹿 60 草野 太郎吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B474－ 44：31．61� 155．3

57 アルトゥバン 牡7栗 60 黒岩 悠�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 486－ 64：33．5大差 9．0�
46 メジロサンノウ 牡7黒鹿60 浜野谷憲尚岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞�湖 メジロ牧場 474－ 24：33．81� 142．3�
813 アラタマユニバース 牡6青鹿60 中村 将之荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 488± 04：34．01 49．7
45 フ ァ イ ヤ ー 牡7青鹿60 森 一馬深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 520＋ 24：35．06 19．7�
11 テイエムセイリュウ 牡6青鹿60 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 496－124：44．2大差 122．7�
34 アドマイヤサイモン 牡7栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 470－ 2 （競走中止） 101．1�
610 シゲルジュウヤク 牡7栗 61 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 大栄牧場 500－ 8 （競走中止） 11．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，467，700円 複勝： 43，064，500円 枠連： 23，423，200円
馬連： 88，918，800円 馬単： 47，226，700円 ワイド： 41，485，300円
3連複： 123，533，700円 3連単： 197，226，900円 計： 598，346，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 240円 � 370円 � 200円 枠 連（5－8） 1，610円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 700円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 8，210円 3 連 単 ��� 50，650円

票 数

単勝票数 計 334677 的中 � 44796（3番人気）
複勝票数 計 430645 的中 � 48229（4番人気）� 26816（6番人気）� 63153（2番人気）
枠連票数 計 234232 的中 （5－8） 11221（7番人気）
馬連票数 計 889188 的中 �� 14021（15番人気）
馬単票数 計 472267 的中 �� 3918（29番人気）
ワイド票数 計 414853 的中 �� 6290（20番人気）�� 15798（7番人気）�� 7782（14番人気）
3連複票数 計1235337 的中 ��� 11285（29番人気）
3連単票数 計1972269 的中 ��� 2823（154番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 53．5－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
14＝11＝9（3，2）8＝13＝4－6－1－7－5－12
14＝11－8，2，9，3＝4－13＝6＝12－7＝1，5

�
�
14＝11＝（9，2）3，8＝13－4＝6－1，7－5－12
14＝11－8＝2－9，3＝12，13，6＝7＝5＝1

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10青鹿 母 グロウリボン 母母 グリーンアーク 障害：13戦6勝 賞金 143，309，000円
〔競走中止〕 シゲルジュウヤク号は，9号障害〔バンケット〕着地時に転倒したため競走中止。

アドマイヤサイモン号は，3周目7号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 マサライト号の騎手北沢伸也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



13129 5月30日 晴 良 （27京都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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

33 コウエイタケル 牡4鹿 57 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 480＋ 21：08．1 5．2�
22 ウィットウォーター 牝4黒鹿55 太宰 啓介鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B444－ 21：08．41� 15．5�
813 メイショウブイダン 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 462± 0 〃 ハナ 7．0�
58 	 アンウォンド 牝5栗 55 宮崎 北斗�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 486－ 6 〃 クビ 27．0�
46 
 カ カ リ ア 牝4鹿 55 川田 将雅加藤 春夫氏 武井 亮 様似 様似共栄牧場 464－ 41：08．5クビ 3．7�
34 ヤマニンカヴァリエ 牡6鹿 57 浜中 俊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 510－ 41：08．71� 30．6	
57 アドマイヤクーガー 牡7栗 57 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 0 〃 アタマ 31．3

711	 コスモグラウベ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 452－ 21：08．8クビ 13．1�
11 ヒカリトリトン 牡7鹿 57 藤懸 貴志�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 500＋ 8 〃 アタマ 58．7
712
 ウエスタンムサシ 牡6芦 57 柴田 善臣西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 512－ 6 〃 クビ 15．8�
814 フルールシチー 牝4鹿 55 武 豊 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 510＋ 2 〃 ハナ 3．9�
610 アポロパレス 牝6鹿 55 加藤 祥太小林 量氏 西村 真幸 浦河 笹島 政信 474－ 61：08．9クビ 201．6�
45 イントゥザストーム 牝6鹿 55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 430＋101：09．11� 87．0�
69 スクワドロン 牡5芦 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 514－ 41：09．73� 16．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，899，500円 複勝： 53，281，100円 枠連： 26，631，200円
馬連： 114，774，700円 馬単： 50，165，500円 ワイド： 49，587，800円
3連複： 131，343，700円 3連単： 182，480，300円 計： 641，163，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 380円 � 270円 枠 連（2－3） 3，280円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 900円 �� 780円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 10，120円 3 連 単 ��� 54，640円

票 数

単勝票数 計 328995 的中 � 50282（3番人気）
複勝票数 計 532811 的中 � 69200（3番人気）� 32897（6番人気）� 51521（4番人気）
枠連票数 計 266312 的中 （2－3） 6288（12番人気）
馬連票数 計1147747 的中 �� 28029（12番人気）
馬単票数 計 501655 的中 �� 5702（26番人気）
ワイド票数 計 495878 的中 �� 14301（9番人気）�� 16653（7番人気）�� 7141（21番人気）
3連複票数 計1313437 的中 ��� 9727（33番人気）
3連単票数 計1824803 的中 ��� 2421（176番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．1―11．0―11．2―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―34．8―45．8―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイタケル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．6．30 中京1着

2011．3．21生 牡4鹿 母 ケイアイエリザベス 母母 タ ム ヒ ー ド 16戦3勝 賞金 56，866，000円

13130 5月30日 晴 良 （27京都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1，200万円毎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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

58 アルバートドック 牡3鹿 56 藤岡 康太�G1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 472± 01：46．2 3．7�

711 ナ ム ラ ア ン 牝3黒鹿54 C．ルメール 奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 464＋ 8 〃 クビ 4．7�
69 ミュゼゴースト 牡3黒鹿56 柴田 善臣髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 496－ 21：46．3クビ 14．9�
814 ティルナノーグ 牡3鹿 56 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 81：46．4� 9．1�
11 ケツァルテナンゴ 牡3鹿 57 池添 謙一�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 〃 アタマ 17．9�
813 ブラヴィッシモ 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B488－ 4 〃 ハナ 24．1	
33 トーセンバジル 牡3黒鹿56 岩田 康誠島川 
哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468± 01：46．5� 4．5�
45 ダノンリバティ 牡3鹿 56 浜中 俊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 〃 ハナ 5．4�
712 ダイトウキョウ 牡3鹿 56 福永 祐一市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 452－ 41：46．6� 29．9
57 マサハヤドリーム 牡3鹿 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 446＋ 41：46．81	 38．9�
610 マイネルシュバリエ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 61：47．01	 49．3�
46 ヤマニンマンドール 牡3黒鹿56 
島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 438± 0 〃 アタマ 117．4�
22 リアンドジュエリー 牝3芦 54 四位 洋文大塚 亮一氏 奥村 武 日高 オリオンファーム 448± 01：47．21	 143．2�
34 マイネルサクセサー 牡3栗 57 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 41：48．15 262．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 65，349，600円 複勝： 119，046，100円 枠連： 32，527，100円
馬連： 215，094，700円 馬単： 84，874，100円 ワイド： 83，095，600円
3連複： 234，246，300円 3連単： 369，200，700円 計： 1，203，434，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 180円 � 370円 枠 連（5－7） 820円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，150円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 21，700円

票 数

単勝票数 計 653496 的中 � 137931（1番人気）
複勝票数 計1190461 的中 � 272731（1番人気）� 179020（4番人気）� 60315（6番人気）
枠連票数 計 325271 的中 （5－7） 30390（2番人気）
馬連票数 計2150947 的中 �� 173528（3番人気）
馬単票数 計 848741 的中 �� 33827（6番人気）
ワイド票数 計 830956 的中 �� 55631（3番人気）�� 17883（11番人気）�� 14109（16番人気）
3連複票数 計2342463 的中 ��� 33822（15番人気）
3連単票数 計3692007 的中 ��� 12333（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―35．6―47．8―1：00．1―1：12．2―1：23．7―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．0
3 4，12（10，13）11，9，8，1，7，5，14，2（3，6） 4 ・（4，12）（10，13）11，9，8（1，7）5，14，2（3，6）

勝馬の
紹 介

アルバートドック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2014．9．21 阪神6着

2012．1．21生 牡3鹿 母 ゴールデンドックエー 母母 Penpont 8戦3勝 賞金 59，251，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13131 5月30日 曇 良 （27京都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，26．5．31以降27．5．24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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

59 ワードイズボンド 牡4青 54 藤岡 康太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 540＋ 61：20．5 19．2�
58 サトノキングリー 牡5鹿 54 福永 祐一里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 486＋ 21：20．6� 6．9�
35 タ マ ラ マ �6黒鹿55 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 21：20．81	 32．2�
11 フロアクラフト 牝5黒鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 510± 0 〃 ハナ 3．7�
610 ゴールドベル 牡6黒鹿53 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 478－18 〃 クビ 43．4�
46 ボンジュールココロ 牝5鹿 52 酒井 学田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 480－ 81：20．9クビ 27．8	
814 ダイナミックガイ 牡5栗 55 柴田 善臣小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 482－ 21：21．0� 36．1

22 エーシンエムディー 牝6黒鹿53 岩田 康誠�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 470± 0 〃 クビ 12．9�
713 シルクドリーマー 牡6鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 482＋ 21：21．1クビ 19．7
23 
 マイネルエテルネル 牡5栗 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 488－ 41：21．2� 14．7�

611 シンデレラボーイ 牡5鹿 55 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 494－ 8 〃 ハナ 9．3�
815
 キョウエイバサラ 牡7芦 53 川須 栄彦田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 516－ 41：21．3� 135．5�
47 � アドマイヤイナズマ 牡5青鹿55 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 500＋ 6 〃 クビ 14．3�
34 メイショウヒデタダ 牡6黒鹿53 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 472＋ 41：21．4� 103．8�
712� フォーチュンスター �6鹿 56 C．ルメール 前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 516－ 41：22．46 3．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 67，134，300円 複勝： 104，409，500円 枠連： 59，249，100円
馬連： 284，511，800円 馬単： 111，268，200円 ワイド： 110，565，400円
3連複： 353，546，900円 3連単： 532，992，600円 計： 1，623，677，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 680円 � 290円 � 950円 枠 連（5－5） 9，410円

馬 連 �� 8，860円 馬 単 �� 19，090円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 8，990円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 53，100円 3 連 単 ��� 527，170円

票 数

単勝票数 計 671343 的中 � 27836（8番人気）
複勝票数 計1044095 的中 � 38357（10番人気）� 110119（3番人気）� 26388（12番人気）
枠連票数 計 592491 的中 （5－5） 4877（28番人気）
馬連票数 計2845118 的中 �� 26457（30番人気）
馬単票数 計1112682 的中 �� 4371（66番人気）
ワイド票数 計1105654 的中 �� 10657（32番人気）�� 3143（75番人気）�� 6311（47番人気）
3連複票数 計3535469 的中 ��� 4993（148番人気）
3連単票数 計5329926 的中 ��� 733（1205番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．4―47．0―58．0―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワードイズボンド �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．21 阪神6着

2011．3．7生 牡4青 母 トロピカルナイト 母母 ウインドフレスカ 14戦4勝 賞金 46，770，000円

13132 5月30日 曇 良 （27京都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 10，500，000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
1：09．1
1：08．7

重
重

11 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 B444＋ 21：12．1 9．1�

816 マ リ カ 牝4栗 55
54 ☆岩崎 翼�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 466－ 6 〃 アタマ 8．1�

611 ローレルベローチェ 牡4栗 57 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 488＋161：12．41� 19．3�
510 シルヴァーグレイス 牝5鹿 55 C．ルメール 吉田 哲哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 466＋ 41：12．71� 4．7�
714 シャンパンルージュ 牝5鹿 55 西田雄一郎�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B488± 01：12．91� 67．2	
612 ウインヴォイジャー 牡4芦 57 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 528± 0 〃 クビ 5．5

36 シークレットアーム 牡6鹿 57 酒井 学�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 510－ 41：13．0� 103．7�
815 マ ー シ レ ス 牡4栗 57

54 ▲義 英真窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 470＋ 61：13．1� 20．3�
47 タッチシタイ 牡5栗 57 池添 謙一小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 494± 0 〃 ハナ 3．5
48 � クリノカグヤマ 牝5栗 55 小牧 太栗本 博晴氏 奥村 豊 浦河 信成牧場 488± 01：13．2クビ 26．9�
12 ヤマニンブルジョン 牡5栗 57

54 ▲	島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 482－ 21：13．3� 40．4�
35 � レッドグラサージュ 牡6栗 57 岡田 祥嗣 �東京ホースレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 486－201：13．4クビ 98．0�
24 � ジョディーズロマン 牝5栗 55 国分 優作 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 448＋ 4 〃 クビ 60．8�
713 アラタマシャトル 牡4鹿 57 四位 洋文荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 484± 0 〃 アタマ 12．8�
59 ローレルボルケーノ 牡6鹿 57

54 ▲城戸 義政 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム B510－241：13．5クビ 73．8�
23 サンマディソン 牝4鹿 55 藤岡 佑介加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 446－ 41：14．35 27．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，984，800円 複勝： 75，876，100円 枠連： 37，285，200円
馬連： 154，382，000円 馬単： 61，462，900円 ワイド： 74，149，400円
3連複： 194，402，400円 3連単： 264，692，500円 計： 906，235，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 300円 � 270円 � 510円 枠 連（1－8） 2，310円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 9，350円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 2，450円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 13，910円 3 連 単 ��� 147，610円

票 数

単勝票数 計 439848 的中 � 38301（5番人気）
複勝票数 計 758761 的中 � 69744（5番人気）� 78058（4番人気）� 35230（7番人気）
枠連票数 計 372852 的中 （1－8） 12462（12番人気）
馬連票数 計1543820 的中 �� 25677（15番人気）
馬単票数 計 614629 的中 �� 4927（31番人気）
ワイド票数 計 741494 的中 �� 13573（13番人気）�� 7741（25番人気）�� 7385（28番人気）
3連複票数 計1944024 的中 ��� 10480（42番人気）
3連単票数 計2646925 的中 ��� 1300（448番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―11．9―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．2―47．1―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セトノミッシー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．11．17 京都10着

2010．4．7生 牝5鹿 母 フレンチミステリー 母母 ミスティックアイズ 29戦3勝 賞金 51，720，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴァーノン号
（非抽選馬） 5頭 カリスマサンスカイ号・クーゲル号・セイウンチカラ号・セイユウスマイル号・ヤマニンメンヒル号



（27京都3）第11日 5月30日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

275，260，000円
6，380，000円
2，100，000円
25，430，000円
73，214，000円
5，992，800円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
431，744，100円
716，319，500円
292，822，600円
1，320，038，300円
582，142，700円
596，123，700円
1，596，907，700円
2，354，741，900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 7，890，840，500円

総入場人員 19，188名 （有料入場人員 18，028名）
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