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13037 5月3日 曇 良 （27京都3）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時05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

35 マートンパーク 牝3鹿 54 C．ルメール�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 496－121：13．0 2．2�
713 コウエイラブリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 482－ 4 〃 アタマ 13．1�
12 シゲルハナガサ 牝3栗 54 武 豊森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 432－ 41：13．31� 9．2�
24 マロンマロン 牝3栗 54 藤岡 佑介藤田 孟司氏 松下 武士 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 61：13．51� 10．1�
612 ショウナンサアーダ 牝3黒鹿54 浜中 俊国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 480－ 4 〃 クビ 4．6�
36 ニシノアウリイ 牝3鹿 54 北村 宏司西山 茂行氏 吉村 圭司 日高 西山牧場 448－ 21：13．81� 225．4	
816 ハギノレイラニ 牝3鹿 54 福永 祐一安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 404± 0 〃 クビ 22．1

59 ジュリエッタ 牝3鹿 54 岩田 康誠中辻 明氏 大久保龍志 浦河 川越ファーム 444－ 21：14．01 27．0�
11 ゴールデンレコード 牝3青鹿54 池添 謙一吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 472－ 41：14．1� 25．9�
510 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 406－ 81：14．2クビ 12．2
23 ココロナルハ 牝3黒鹿54 太宰 啓介藤原征士郎氏 福島 信晴 浦河 大西ファーム 432－ 2 〃 ハナ 19．4�
611 タガノディナー 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 414＋ 21：14．41� 98．7�

47 ゲ ス ワ ッ ト 牝3鹿 54 竹之下智昭加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 B460－ 21：14．61� 262．9�
815 ヒミノナデシコ 牝3栗 54 水口 優也佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 442＋ 61：15．13 646．7�
48 スピールダンジュ 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 428± 01：15．31� 43．7�
714 メイショウハルゴマ 牝3青鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 様似 中脇 一幸 460 ―1：17．9大差 75．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，811，500円 複勝： 44，657，700円 枠連： 16，171，800円
馬連： 65，991，700円 馬単： 34，565，200円 ワイド： 38，408，300円
3連複： 87，245，800円 3連単： 112，713，200円 計： 427，565，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 310円 � 240円 枠 連（3－7） 1，290円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 770円 �� 610円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 14，340円

票 数

単勝票数 計 278115 的中 � 98989（1番人気）
複勝票数 計 446577 的中 � 123016（1番人気）� 28646（6番人気）� 41328（3番人気）
枠連票数 計 161718 的中 （3－7） 9713（5番人気）
馬連票数 計 659917 的中 �� 35964（4番人気）
馬単票数 計 345652 的中 �� 13310（5番人気）
ワイド票数 計 384083 的中 �� 12928（9番人気）�� 16809（4番人気）�� 6279（19番人気）
3連複票数 計 872458 的中 ��� 14324（14番人気）
3連単票数 計1127132 的中 ��� 5698（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．4―12．6―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マートンパーク �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．4．19 阪神4着

2012．3．15生 牝3鹿 母 シ ャ ラ ポ ワ 母母 ウインブルドンⅡ 2戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウハルゴマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月3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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニホンピロアモーレ号

13038 5月3日 曇 良 （27京都3）第4日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時35分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

611 アースシンフォニー 牡3鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 B468＋ 41：54．4 19．1�
35 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 B508－101：54．61� 41．1�
23 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 552＋12 〃 クビ 11．3�
11 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56 戸崎 圭太森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 B554＋ 21：54．7クビ 5．6�
714 コパノチャーリー 牡3栗 56 武 豊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 498± 01：54．91 1．5�
59 � テーオーヘリオス 牡3鹿 56 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 484 ―1：55．0	 102．6	
612 セイセイセイ 牡3鹿 56 中谷 雄太薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 426＋ 41：55．95 177．6

12 フェローニア 牝3黒鹿54 横山 典弘篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 450＋ 21：56．0クビ 37．1�
816� エルブダムール 牡3栗 56 北村 宏司加藤 誠氏 中竹 和也 米 Whisper Hill

Farm LLC 490＋ 4 〃 ハナ 6．2�
47 テイエムカンベエ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 パカパカ
ファーム 470－101：56．1	 193．5

815 モズドゥーチェ 牡3青鹿56 小牧 太 �キャピタル・システム 中尾 秀正 日高 目黒牧場 480－161：56．52	 19．7�
713 テイエムラータワー 牡3黒鹿56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 テイエム牧場日高支場 448＋ 21：56．6
 453．0�
48 チャーミングポッケ 牝3栗 54 松山 弘平橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452 ―1：57．77 189．8�
510 メイショウハシダテ �3鹿 56 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B480－ 81：57．8クビ 276．6�
36 ダンツフクキタル 牡3黒鹿56 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 480－ 41：58．11
 319．2�
24 アルボルデヴィダ 牝3鹿 54 秋山真一郎泉 一郎氏 飯田 祐史 浦河 高野牧場 B452－161：58．84 413．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，973，700円 複勝： 102，290，800円 枠連： 13，477，400円
馬連： 55，150，300円 馬単： 41，518，600円 ワイド： 31，799，000円
3連複： 76，073，700円 3連単： 142，310，000円 計： 490，593，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 1，140円 � 2，160円 � 1，020円 枠 連（3－6） 16，710円

馬 連 �� 25，540円 馬 単 �� 64，730円

ワ イ ド �� 4，190円 �� 2，170円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 50，040円 3 連 単 ��� 543，020円

票 数

単勝票数 計 279737 的中 � 11701（5番人気）
複勝票数 計1022908 的中 � 24121（5番人気）� 12275（7番人気）� 27082（4番人気）
枠連票数 計 134774 的中 （3－6） 625（22番人気）
馬連票数 計 551503 的中 �� 1673（33番人気）
馬単票数 計 415186 的中 �� 481（65番人気）
ワイド票数 計 317990 的中 �� 1941（27番人気）�� 3809（18番人気）�� 2516（23番人気）
3連複票数 計 760737 的中 ��� 1140（75番人気）
3連単票数 計1423100 的中 ��� 190（531番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．1―49．3―1：02．7―1：16．1―1：29．1―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．3
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アースシンフォニー �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．10．25 京都13着

2012．4．23生 牡3鹿 母 オーヴァーアンダー 母母 Princess Mitterand 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔その他〕 チャーミングポッケ号は，1コーナーから2コーナーにかけて外側に逃避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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビップハテンコウ号

第３回 京都競馬 第４日



13039 5月3日 曇 良 （27京都3）第4日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時05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

11 ポップオーヴァー 牝3鹿 54 北村 宏司橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 450－121：08．8 5．7�
713� エイシンパライソ 牡3栗 56 内田 博幸�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 510＋ 41：09．01� 16．0�
36 トウカイクローネ 牡3青鹿56 川田 将雅内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 460－ 4 〃 クビ 13．0�
612 サワヤカムスメ 牝3鹿 54 戸崎 圭太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 424＋ 21：09．1クビ 6．7�
47 デンコウハシャ 	3青鹿56 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 B418± 01：09．42 42．6�
816 ダンツレガリア 牡3青 56 武 豊山元 哲二氏 本田 優 浦河 ガーベラパー

クスタツド 450＋ 2 〃 ハナ 2．8	
817 キャロライン 牡3栗 56 中谷 雄太北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 488－ 21：09．5
 4．3

611� エイシンバンバ 牝3鹿 54 C．ルメール�栄進堂 田所 秀孝 米 Ted Folkerth

& Brookdale 472－141：09．6� 22．2�
24 カネトシスキーム 牝3鹿 54 藤岡 佑介兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 418－10 〃 ハナ 19．4�
48 ジーンノワール 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政国田 正忠氏 池添 学 浦河 高村牧場 386－ 21：09．81
 163．7
714 アグリナンバーワン 牝3青鹿54 酒井 学アグリRC 飯田 雄三 浦河 杵臼斉藤牧場 398－101：10．11� 425．1�
23 ウインカルミナ 牝3鹿 54 松山 弘平�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 430＋101：10．2クビ 37．1�
715 アグネスエピソード 牝3黒鹿54 秋山真一郎渡辺公美子氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B466± 01：10．41� 43．3�
510 ヤマニンラビサン 牝3栗 54 幸 英明土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 472± 01：10．61
 233．9�
35 ニホンピロヒーロー 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 424－ 81：10．81� 269．8�
12 マキヤージュ 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 444＋ 81：11．11� 362．3�
59 マーブルシャルルー 牝3鹿 54 池添 謙一下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 橋本牧場 400± 01：12．05 129．3�
818 ニ エ ロ 牝3青鹿54 小牧 太�ターフ・スポート西村 真幸 安平 ノーザンファーム 398－141：12．32 197．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，805，100円 複勝： 39，159，400円 枠連： 20，242，500円
馬連： 63，790，700円 馬単： 33，874，900円 ワイド： 35，832，500円
3連複： 85，748，200円 3連単： 109，631，500円 計： 417，084，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 250円 � 510円 � 320円 枠 連（1－7） 3，580円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 900円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 12，330円 3 連 単 ��� 51，610円

票 数

単勝票数 計 288051 的中 � 40244（3番人気）
複勝票数 計 391594 的中 � 44593（4番人気）� 18285（7番人気）� 32653（5番人気）
枠連票数 計 202425 的中 （1－7） 4373（13番人気）
馬連票数 計 637907 的中 �� 14177（12番人気）
馬単票数 計 338749 的中 �� 4979（18番人気）
ワイド票数 計 358325 的中 �� 6589（18番人気）�� 10585（7番人気）�� 3433（33番人気）
3連複票数 計 857482 的中 ��� 5214（43番人気）
3連単票数 計1096315 的中 ��� 1540（176番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．3―11．4―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．0―34．3―45．7―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．5
3 12，15，13（1，4）（6，14）（8，11，16）（3，10）（7，17）（2，5）－9－18 4 12（15，13）1，4（6，14）16（8，11）17（3，10）（7，5）－2，9－18
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ポップオーヴァー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．3．15 中京14着

2012．2．24生 牝3鹿 母 ポップチャート 母母 ポ ッ プ ス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーブルシャルルー号・ニエロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月

3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アルティマブラッド号
（非抽選馬） 2頭 クラウンラフィナ号・ホザンナ号

13040 5月3日 曇 良 （27京都3）第4日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時35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
1：56．8
1：56．1

良
良

33 サウンドバーニング 牡3鹿 56 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 430＋ 82：02．6 8．7�
22 ウインアーマー 牡3栗 56 C．ルメール�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 42：02．81� 4．4�
89 イルミリオーネ 牡3鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538－102：02．9� 1．9�
55 アグネスマクシム 牝3栗 54 川田 将雅渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 450－ 22：03．11� 19．6�
44 デルマフウライマツ �3鹿 56 松山 弘平浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 506－142：03．41	 121．8	
88 ハギノパトリオット 牡3黒鹿56 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 458± 0 〃 ハナ 3．4

66 テイエムヤゴロドン �3鹿 56

53 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 474－ 42：03．82� 49．7�
77 ロードウォーリア 牡3鹿 56 北村 宏司 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか 築紫 洋 464－ 22：04．75 37．8�
11 アメリカンジュエル 牝3栗 54 水口 優也小野 博郷氏 崎山 博樹 日高 坂東ファーム 432－ 62：05．55 199．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，170，200円 複勝： 63，318，500円 枠連： 11，986，400円
馬連： 50，907，000円 馬単： 42，195，000円 ワイド： 26，921，900円
3連複： 63，097，700円 3連単： 177，417，500円 計： 469，014，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 180円 � 140円 � 110円 枠 連（2－3） 1，210円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 370円 �� 350円 �� 190円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 8，480円

票 数

単勝票数 計 331702 的中 � 30258（4番人気）
複勝票数 計 633185 的中 � 39531（4番人気）� 63136（3番人気）� 373436（1番人気）
枠連票数 計 119864 的中 （2－3） 7660（5番人気）
馬連票数 計 509070 的中 �� 33171（5番人気）
馬単票数 計 421950 的中 �� 12141（11番人気）
ワイド票数 計 269219 的中 �� 16631（5番人気）�� 17677（4番人気）�� 43571（2番人気）
3連複票数 計 630977 的中 ��� 52105（3番人気）
3連単票数 計1774175 的中 ��� 15165（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―13．3―13．2―12．7―13．0―12．3―11．8―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．2―37．5―50．7―1：03．4―1：16．4―1：28．7―1：40．5―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F33．9
1
3
6，3，2，9（4，7）（1，5）8
6，3，5，2，9，4（7，8）－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウンドバーニング �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Moscow Ballet デビュー 2014．12．14 阪神2着

2012．2．22生 牡3鹿 母 モスコーバーニング 母母 Burning Desire 5戦1勝 賞金 9，100，000円



13041 5月3日 曇 良 （27京都3）第4日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時25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
1：09．1
1：08．7

重
重

46 ナムラヒューマン 牡3芦 56 小牧 太奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 458－ 61：12．4 10．8�
57 バ リ キ 牡3栗 56 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 442－ 2 〃 クビ 1．7�
33 ツァリーツァ 牝3栗 54 松山 弘平増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか 大典牧場 466－ 21：12．5クビ 24．1�
22 ブリンディス 牡3青鹿56 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B498－ 21：12．6� 28．4�
58 サンアルパイン 牡3鹿 56 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B474－ 21：13．13 24．4�
711 ネイバルエンスン 牡3鹿 56 C．ルメール 山上 和良氏 日吉 正和 新冠 田渕牧場 448± 01：13．2� 44．2�
34 タキオンレディー 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太	宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 442－ 81：13．3クビ 6．0

69 ハクサンフレンチ 牡3鹿 56 岩田 康誠河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 486± 0 〃 クビ 25．2�
11 	 カフジオリオン 牡3鹿 56 北村 宏司加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 468± 01：13．4クビ 21．6�
814 ジャイアントアイ 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 松山 将樹 浦河 村中牧場 484± 0 〃 クビ 127．1
712 ファイアリシンゾウ 牡3青鹿56 蛯名 正義 K.C．タン氏 中竹 和也 新ひだか 加野牧場 510± 0 〃 ハナ 24．3�
45 ゴマスリオトコ 牡3黒鹿56 内田 博幸小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 500－ 61：14．35 22．1�
610 サンフレイム 牝3芦 54 幸 英明 	キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 476－101：14．51
 57．2�
813 サウスリバティー 牡3栗 56 戸崎 圭太南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 452＋ 21：14．71
 11．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，353，500円 複勝： 61，658，000円 枠連： 20，136，800円
馬連： 71，848，600円 馬単： 45，599，600円 ワイド： 43，819，700円
3連複： 96，923，200円 3連単： 149，101，900円 計： 527，441，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 250円 � 110円 � 410円 枠 連（4－5） 670円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 420円 �� 3，060円 �� 970円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 40，080円

票 数

単勝票数 計 383535 的中 � 28376（3番人気）
複勝票数 計 616580 的中 � 44199（4番人気）� 266182（1番人気）� 22381（6番人気）
枠連票数 計 201368 的中 （4－5） 23003（3番人気）
馬連票数 計 718486 的中 �� 51310（3番人気）
馬単票数 計 455996 的中 �� 11225（11番人気）
ワイド票数 計 438197 的中 �� 29559（3番人気）�� 3408（34番人気）�� 11338（10番人気）
3連複票数 計 969232 的中 ��� 12677（21番人気）
3連単票数 計1491019 的中 ��� 2697（133番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―12．1―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．7―46．8―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラヒューマン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2014．12．20 阪神3着

2012．3．31生 牡3芦 母 ナムラアミューズ 母母 ナムラローマン 7戦2勝 賞金 16，050，000円
〔発走状況〕 ネイバルエンスン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 バリキ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：2

番）
〔調教再審査〕 ネイバルエンスン号は，発走調教再審査。
〔その他〕 カフジオリオン号は，3コーナーで砂をかぶり，歩様を乱し減速したことについて平地調教注意。

13042 5月3日 曇 良 （27京都3）第4日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55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
1：06．7
1：06．5

良
良

33 ポルボローネ 牝3栗 54 藤岡 佑介小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 420－121：08．3 7．5�
55 アズマクィーン 牝3鹿 54 川田 将雅東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 456± 0 〃 クビ 5．0�
79 アグネスユーリヤ 牡3鹿 56 岩田 康誠渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 466－ 41：08．4� 2．2�
68 フェアラフィネ 牝3芦 54 戸崎 圭太髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 436＋ 4 〃 クビ 8．4�
22 カノヤカンザクラ 牡3栗 56 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 504－ 41：08．5� 15．7�
11 スズカマドンナ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 442＋ 21：08．6� 9．7�
812 ゼンノイザナギ 牡3栗 56 北村 宏司大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 480＋ 61：08．91� 24．1	
56 タ ピ エ ス 牡3鹿 56 田辺 裕信細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 464＋ 21：09．11� 60．0

67 シゲルチャグチャグ 牝3鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 478＋ 81：09．2クビ 12．3�
710 グッドピアス 牝3栗 54 酒井 学杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 402± 01：09．41 165．6�
44 	 タイセイスウォード 牡3芦 56 内田 博幸田中 成奉氏 森田 直行 むかわ 上水牧場 464＋ 41：09．5� 111．5
811
 アヴェーヌモン 牡3鹿 56 松山 弘平加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm

& Greg Justice B520＋ 61：09．6� 32．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 33，336，200円 複勝： 43，619，500円 枠連： 14，922，700円
馬連： 69，148，500円 馬単： 38，285，400円 ワイド： 38，741，900円
3連複： 86，339，200円 3連単： 133，148，700円 計： 457，542，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 160円 � 140円 � 110円 枠 連（3－5） 2，030円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 580円 �� 330円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 14，120円

票 数

単勝票数 計 333362 的中 � 35450（3番人気）
複勝票数 計 436195 的中 � 58063（3番人気）� 74460（2番人気）� 125951（1番人気）
枠連票数 計 149227 的中 （3－5） 5689（9番人気）
馬連票数 計 691485 的中 �� 29303（6番人気）
馬単票数 計 382854 的中 �� 7601（14番人気）
ワイド票数 計 387419 的中 �� 15066（6番人気）�� 29512（3番人気）�� 47273（1番人気）
3連複票数 計 863392 的中 ��� 37252（3番人気）
3連単票数 計1331487 的中 ��� 6836（37番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．2―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．2―45．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポルボローネ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．9．27 阪神3着

2012．3．29生 牝3栗 母 ボーンザスカイ 母母 クイーンゴーラン 6戦2勝 賞金 16，050，000円
〔制裁〕 スズカマドンナ号の騎手加藤祥太は，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50，000円。（被害馬：11番・2

番・7番）



13043 5月3日 曇 良 （27京都3）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

67 メイショウブーケ 牝4栗 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B460＋ 41：52．7 16．4�
810 タ マ モ リ ド 牝4黒鹿55 水口 優也タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 478－ 41：52．8� 15．2�
55 サンタエヴィータ 牝4栗 55 川田 将雅 �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 466＋341：53．01� 4．1�
811 サンレイフローラ 牝5鹿 55 武 豊永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B456＋ 41：53．31� 7．0�
33 ロ ゼ ラ ニ 牝5鹿 55 戸崎 圭太宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 484＋ 81：53．62 2．1	
79 ビジュートウショウ 牝4栗 55 松山 弘平トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456＋10 〃 アタマ 30．5

11 クロカミノオトメ 牝5青 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 61：53．81� 32．9�
22 サ チ ヒ メ 牝5青鹿 55

52 ▲加藤 祥太林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 440± 01：53．9� 254．4�
66 ウインクルミラクル 牝4鹿 55 福永 祐一�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 468－ 21：54．21� 12．7
78 ル ア ノ ヴ ァ 牝4鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414＋121：54．52 71．4�
44 キネオマドンナ 牝4芦 55 浜中 俊吉田 千津氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 482± 01：54．6� 8．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，551，600円 複勝： 45，517，800円 枠連： 16，751，400円
馬連： 75，149，400円 馬単： 43，093，900円 ワイド： 35，988，500円
3連複： 88，643，100円 3連単： 153，302，700円 計： 494，998，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 350円 � 410円 � 230円 枠 連（6－8） 1，260円

馬 連 �� 8，710円 馬 単 �� 20，230円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 960円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 12，840円 3 連 単 ��� 138，060円

票 数

単勝票数 計 365516 的中 � 17818（7番人気）
複勝票数 計 455178 的中 � 32986（6番人気）� 27282（7番人気）� 56919（3番人気）
枠連票数 計 167514 的中 （6－8） 10261（5番人気）
馬連票数 計 751494 的中 �� 6680（25番人気）
馬単票数 計 430939 的中 �� 1597（54番人気）
ワイド票数 計 359885 的中 �� 3534（29番人気）�� 9909（11番人気）�� 6763（17番人気）
3連複票数 計 886431 的中 ��� 5175（43番人気）
3連単票数 計1533027 的中 ��� 805（342番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．7―49．4―1：02．1―1：14．9―1：27．5―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウブーケ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．16 京都11着

2011．4．30生 牝4栗 母 アドマイヤベリー 母母 ブリリアントベリー 18戦2勝 賞金 21，270，000円
〔制裁〕 メイショウブーケ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

13044 5月3日 晴 良 （27京都3）第4日 第8競走 ��
��1，400�

た か が み ね

鷹 ケ 峰 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）
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
1：19．3
1：19．0

良
良

11 メイショウライナー 牡5鹿 57 武 豊松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 478＋ 21：20．7 7．4�
812 ドラゴンストリート 牡4鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 476± 01：20．91 2．7�
33 セトノフラッパー 牝5栗 55 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 460＋101：21．11� 37．9�
69 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 478－ 41：21．31� 21．9�
45 ベッラヴォーチェ 牝5鹿 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 6 〃 クビ 3．9�
22 ケイアイユニコーン 牡6栗 57 秋山真一郎亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B502＋ 21：21．4クビ 34．8	
813 ライブリシュネル 牡5鹿 57 田辺 裕信加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 21：21．5	 174．4

711 ステイウェル 牡5黒鹿57 C．ルメール �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 492－ 2 〃 クビ 4．1�
68 ラーストチカ 牝5黒鹿55 岩田 康誠岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 B450± 01：21．6
 29．9
56 � ウエスタンムサシ 牡6芦 57 内田 博幸西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 518± 0 〃 アタマ 28．4�
710 アドマイヤクーガー 牡7栗 57 川田 将雅近藤 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＋ 21：21．7	 69．2�
44 サンキストロード 牡5鹿 57 幸 英明 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 518＋ 21：22．12
 72．5�
57 � コスモグラウベ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 454＋ 21：22．2クビ 16．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，723，000円 複勝： 60，058，400円 枠連： 20，402，700円
馬連： 104，270，800円 馬単： 52，466，800円 ワイド： 49，287，300円
3連複： 124，719，600円 3連単： 202，516，100円 計： 656，444，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 150円 � 770円 枠 連（1－8） 1，200円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，580円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 11，210円 3 連 単 ��� 60，390円

票 数

単勝票数 計 427230 的中 � 45668（4番人気）
複勝票数 計 600584 的中 � 62894（4番人気）� 137313（1番人気）� 14785（10番人気）
枠連票数 計 204027 的中 （1－8） 13108（4番人気）
馬連票数 計1042708 的中 �� 60721（4番人気）
馬単票数 計 524668 的中 �� 11421（12番人気）
ワイド票数 計 492873 的中 �� 23883（5番人気）�� 4711（29番人気）�� 6202（25番人気）
3連複票数 計1247196 的中 ��� 8340（39番人気）
3連単票数 計2025161 的中 ��� 2431（186番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―35．3―47．0―58．3―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウライナー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2012．10．20 京都2着

2010．4．16生 牡5鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 23戦4勝 賞金 57，446，000円



13045 5月3日 晴 良 （27京都3）第4日 第9競走 ��1，800�
ただす もり

糺 の 森 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

812 アドマイヤシーマ 牝4鹿 55 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446＋101：45．7 4．1�
68 ディープサウス 牝5青 55 C．ルメール 窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 6．4�
22 アサクサティアラ 牝5青鹿55 浜中 俊田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 ハナ 5．9�
710 カラフルブラッサム 牝5鹿 55 武 豊吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 478－ 41：45．8クビ 3．0�
33 ブリュネット 牝5栗 55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 61：46．01 5．6�
55 タガノバラード 牝4黒鹿55 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422＋ 41：46．31� 19．9	
811 ディープストーリー 牝5青 55 戸崎 圭太 
シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434± 01：46．4� 30．9�
67 レッドラヴィータ 牝4栗 55 内田 博幸 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450－ 61：46．61� 67．9�
11 フェイトカラー 牝4黒鹿55 田辺 裕信吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 514± 0 〃 クビ 19．4
56 ソロデビュー 牝6黒鹿55 松山 弘平
フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 494－ 81：46．81� 249．2�
79 ダイワデッセー 牝6栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 500－ 41：46．9� 70．3�
44 クイーンリヴィエラ 牝6黒鹿55 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 420－ 41：47．64 63．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，009，200円 複勝： 67，434，600円 枠連： 20，632，800円
馬連： 119，899，200円 馬単： 62，860，300円 ワイド： 50，795，400円
3連複： 139，017，200円 3連単： 250，139，600円 計： 759，788，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 170円 � 210円 枠 連（6－8） 1，400円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 700円 �� 720円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 14，920円

票 数

単勝票数 計 490092 的中 � 94400（2番人気）
複勝票数 計 674346 的中 � 94764（4番人気）� 107162（2番人気）� 79215（5番人気）
枠連票数 計 206328 的中 （6－8） 11372（6番人気）
馬連票数 計1198992 的中 �� 52758（8番人気）
馬単票数 計 628603 的中 �� 13584（14番人気）
ワイド票数 計 507954 的中 �� 18547（10番人気）�� 18038（11番人気）�� 21284（7番人気）
3連複票数 計1390172 的中 ��� 28097（12番人気）
3連単票数 計2501396 的中 ��� 12154（46番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．2―11．6―11．8―11．6―11．6―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―34．8―46．4―58．2―1：09．8―1：21．4―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．9
3 5－（1，9）4－2，7（3，11）12（8，10）－6 4 5－（1，9）4，2，7（3，11）12（8，10）6
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4鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous 10戦3勝 賞金 37，726，000円

13046 5月3日 晴 良 （27京都3）第4日 第10競走 ��
��1，400�

た ん ご

端午ステークス
発走15時00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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

36 ホワイトフーガ 牝3芦 54 蛯名 正義西森 鶴氏 高木 登 浦河 梅田牧場 500＋ 21：23．3 22．3�
23 カフジテイク 牡3青鹿56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 21：23．72� 14．9�
35 ブルドッグボス 牡3鹿 56 C．ルメール Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 	川 啓一 514± 01：23．91
 3．4�
815 リアルプロジェクト 牡3鹿 56 岩田 康誠吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 508＋ 81：24．0� 45．9�
714 ニホンピロサンダー 牡3黒鹿56 太宰 啓介小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 470＋ 4 〃 クビ 145．5�
510 スマートアヴァロン 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 494＋ 21：24．21
 12．9�
612 ブルームーン 牡3鹿 56 浜中 俊	ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 61：24．41
 8．5

11 マイネルオフィール 牡3鹿 56 川田 将雅 	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 488＋ 4 〃 ハナ 30．8�
48 ショコラブラン 牡3芦 56 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468± 01：24．72 6．7
816 キタサンサジン 牡3栗 56 小牧 太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 510＋ 6 〃 クビ 7．0�
59 メイショウワダイコ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 518－ 61：25．23 43．3�
12 タイセイラビッシュ 牡3鹿 56 酒井 学田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 41：25．3� 173．7�
24 スキースクール 牝3青鹿54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 21：25．72� 6．3�
713 ワインシャワー 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：25．8� 23．8�
611 プレシャスルージュ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：26．01� 24．4�
47 リリーウイナー 牡3鹿 56 秋山真一郎土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 526－ 81：26．1� 27．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，592，100円 複勝： 97，153，200円 枠連： 44，873，600円
馬連： 192，691，200円 馬単： 83，984，800円 ワイド： 82，052，800円
3連複： 241，783，800円 3連単： 329，614，200円 計： 1，141，745，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 570円 � 370円 � 160円 枠 連（2－3） 870円

馬 連 �� 9，100円 馬 単 �� 20，610円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 1，650円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 14，850円 3 連 単 ��� 130，010円

票 数

単勝票数 計 695921 的中 � 24871（8番人気）
複勝票数 計 971532 的中 � 35733（10番人気）� 60702（6番人気）� 205977（1番人気）
枠連票数 計 448736 的中 （2－3） 39608（3番人気）
馬連票数 計1926912 的中 �� 16398（35番人気）
馬単票数 計 839848 的中 �� 3055（78番人気）
ワイド票数 計 820528 的中 �� 7485（35番人気）�� 12772（16番人気）�� 21277（7番人気）
3連複票数 計2417838 的中 ��� 12211（47番人気）
3連単票数 計3296142 的中 ��� 1838（437番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．1―45．8―58．4―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトフーガ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．12．6 中山1着

2012．3．28生 牝3芦 母 マリーンウィナー 母母 ドバイソプラノ 6戦3勝 賞金 36，640，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 スキースクール号・リリーウイナー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

２レース目



13047 5月3日 晴 良 （27京都3）第4日 第11競走 ��
��3，200�第151回天 皇 賞 （ 春 ）（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，58�，牝馬2�減

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 3，612，000円 1，032，000円 516，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

3：13．4
3：13．4
3：13．4

良
良
良

11 ゴールドシップ 牡6芦 58 横山 典弘合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B510＋ 23：14．7 4．6�

714 フェイムゲーム 牡5青鹿58 北村 宏司 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 22．6�
12 カレンミロティック �7栗 58 蛯名 正義鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 454± 03：14．8	 30．5�
24 ラストインパクト 牡5青鹿58 川田 将雅 �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 492＋ 23：14．9クビ 12．5�
23 ネオブラックダイヤ 牡7青鹿58 秋山真一郎小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 83：15．0
 191．8�
36 ホッコーブレーヴ 牡7鹿 58 幸 英明矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 474－ 6 〃 ハナ 31．6	
713 キ ズ ナ 牡5青鹿58 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504－ 23：15．21� 3．3

510 ラブリーデイ 牡5黒鹿58 C．ルメール 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 494－ 4 〃 クビ 24．9�
815 サウンズオブアース 牡4黒鹿58 内田 博幸吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 496－ 43：15．41 6．2
612 デニムアンドルビー 牝5鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－ 43：15．61� 26．3�
611 フーラブライド 牝6鹿 56 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 480－ 4 〃 クビ 109．2�
816 ウインバリアシオン 牡7鹿 58 福永 祐一�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 528＋ 23：15．8	 15．8�
47 トーセンアルニカ 牝5鹿 56 池添 謙一島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 456－ 63：16．33 203．8�
35 タマモベストプレイ 牡5栗 58 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 480＋ 43：16．4
 141．2�
817 アドマイヤデウス 牡4栗 58 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 470－ 23：17．57 5．4�
59 クリールカイザー 牡6栗 58 田辺 裕信横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B486－ 83：17．82 55．2�
48 スズカデヴィアス 牡4黒鹿58 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 500－ 43：17．9クビ 59．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 886，246，500円 複勝： 860，390，700円 枠連： 798，227，400円 馬連： 2，857，717，400円 馬単： 1，379，634，600円
ワイド： 973，382，600円 3連複： 4，119，436，600円 3連単： 7，895，180，300円 5重勝： 722，520，800円 計： 20，492，736，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 260円 � 630円 � 610円 枠 連（1－7） 690円

馬 連 �� 6，060円 馬 単 �� 8，480円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 2，460円 �� 6，010円

3 連 複 ��� 57，160円 3 連 単 ��� 236，300円

5 重 勝
対象競走：東京10R／京都10R／新潟11R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 8，291，220円

票 数

単勝票数 計8862465 的中 � 1520134（2番人気）
複勝票数 計8603907 的中 � 996818（4番人気）� 335483（9番人気）� 342797（8番人気）
枠連票数 計7982274 的中 （1－7） 887849（3番人気）
馬連票数 計28577174 的中 �� 365019（22番人気）
馬単票数 計13796346 的中 �� 121918（30番人気）
ワイド票数 計9733826 的中 �� 110126（29番人気）�� 102381（36番人気）�� 41234（61番人気）
3連複票数 計41194366 的中 ��� 54046（165番人気）
3連単票数 計78951803 的中 ��� 24223（678番人気）
5重勝票数 計7225208 的中 ����� 61

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．5―12．8―12．2―12．1―12．8―12．4―12．3―12．5―12．0―11．7―11．8―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．7―24．1―36．1―48．6―1：01．4―1：13．6―1：25．7―1：38．5―1：50．9―2：03．2―2：15．7―2：27．7

2，600� 2，800� 3，000�
―2：39．4―2：51．2―3：02．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F47．0―3F35．3
1
	
9（2，8）－（5，10）（15，17）（6，16）14，3，11，4（7，1）12，13
9，8（2，1）（5，10）17（6，15）16，14（3，11，13）12，4，7

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

勝馬の
紹 介

ゴールドシップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．7．9 函館1着

2009．3．6生 牡6芦 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム 24戦13勝 賞金 1，397，767，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ゴールドシップ号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔調教再審査〕 ゴールドシップ号は，発走調教再審査。

13048 5月3日 晴 良 （27京都3）第4日 第12競走 ��
��1，400�

たかせがわ

高瀬川ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，26．5．3以降27．4．26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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

612 メイショウオセアン 牡4鹿 54 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 538± 01：23．8 9．6�
510 アルボナンザ 牝5栗 54 岩田 康誠�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 464＋ 41：24．01� 2．9�
714 マヤノオントロジー 牡6黒鹿55 国分 優作田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 496－ 61：24．21� 54．0�
611 ゴーインググレート 牡5栗 55 浜中 俊田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 478－ 41：24．41 5．8�
47 ダンシングミッシー 牝6鹿 53 戸崎 圭太伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 474－10 〃 クビ 20．9	
815 メイショウアイアン 牡5鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 496－ 2 〃 アタマ 14．6

36 	 セ イ ラ 牝6栗 53 内田 博幸萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 482－ 4 〃 ハナ 19．2�
713 ロードヴォルケーノ 牡4鹿 55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 480± 01：24．61 8．9
35 キタサンミカヅキ 牡5鹿 56 北村 宏司�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 532＋ 4 〃 アタマ 7．5�
48 ドリームコンサート 牡6栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B512－ 4 〃 ハナ 47．4�
59 キクノフレヴァン 牡9鹿 53 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 486－ 41：24．7クビ 136．3�
24 シンキングマシーン 
6黒鹿55 蛯名 正義佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド B496－221：25．12� 62．7�
11 � ダノンクリエーター 牡6栗 54 小牧 太�ダノックス 村山 明 米 Waterford

Farm 528± 01：25．2クビ 14．2�
12 � ミリオンヴォルツ 牡6鹿 55 C．ルメール 林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 496－ 4 〃 アタマ 12．5�
23 スマートアレンジ 牝5鹿 52 酒井 学深見 富朗氏 池添 学 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472－101：25．3� 114．7�
816 ヤマノサファイア 牡7栗 54 水口 優也澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 436－ 41：25．4� 173．2�
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売 得 金
単勝： 100，052，200円 複勝： 137，552，600円 枠連： 73，717，200円
馬連： 266，618，500円 馬単： 115，064，600円 ワイド： 125，235，200円
3連複： 330，469，100円 3連単： 525，980，100円 計： 1，674，689，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 320円 � 150円 � 950円 枠 連（5－6） 610円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 790円 �� 6，690円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 24，120円 3 連 単 ��� 114，410円

票 数

単勝票数 計1000522 的中 � 82784（5番人気）
複勝票数 計1375526 的中 � 98908（5番人気）� 330041（1番人気）� 27860（12番人気）
枠連票数 計 737172 的中 （5－6） 92334（1番人気）
馬連票数 計2666185 的中 �� 111470（4番人気）
馬単票数 計1150646 的中 �� 19732（11番人気）
ワイド票数 計1252352 的中 �� 43266（5番人気）�� 4660（60番人気）�� 11099（34番人気）
3連複票数 計3304691 的中 ��� 10275（84番人気）
3連単票数 計5259801 的中 ��� 3333（387番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．3―35．4―47．8―1：00．0―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．0
3 8，12（1，7）2（9，5）（6，3，11）10（13，16）（14，15）－4 4 ・（8，12）7，1（2，5）9（11，10）（6，3）13（14，16，15）－4

勝馬の
紹 介

メイショウオセアン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．12．7 阪神5着

2011．4．22生 牡4鹿 母 メイショウハイパス 母母 ハイパスチャー 15戦4勝 賞金 48，126，000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 ゲンパチメジャー号・スザク号・テイクエイム号

５レース目



（27京都3）第4日 5月3日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

491，910，000円
2，080，000円
6，060，000円
7，010，000円
45，850，000円
69，466，000円
5，049，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
1，373，624，800円
1，622，811，200円
1，071，542，700円
3，993，183，300円
1，973，143，700円
1，532，265，100円
5，539，497，200円
10，181，055，800円
722，520，800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
5 重 勝
計 28，009，644，600円

総入場人員 76，776名 （有料入場人員 73，927名）
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