
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

13049 5月9日 曇 良 （27京都3）第5日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05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

23 オンワードバース 牡3鹿 56 藤田 伸二樫山 章子氏 柴田 政見 新冠 高橋 忍 436＋ 41：25．3 28．6�
48 ライムチェイサー 牡3鹿 56 内田 博幸杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460＋ 2 〃 クビ 3．4�
510 ウエスタンラムール 牡3黒鹿 56

54 △岩崎 翼西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 444＋ 4 〃 ハナ 6．1�
611 タイキレガトゥス 牡3栗 56 藤岡 康太�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 478＋ 21：25．4� 3．4�
36 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 506 ―1：25．71� 131．1�
12 サウンドフォース 牡3栗 56 和田 竜二増田 雄一氏 佐藤 正雄 日高 碧雲牧場 484± 01：26．12� 20．6	
35 ハ ヤ イ ガ ナ 牡3栗 56 川田 将雅三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 信成牧場 470＋ 51：26．2� 22．2

815 サンマルアリュール 牝3栗 54 岩田 康誠相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 514＋ 81：26．51� 12．9�
24 ワンダープレジール 牡3黒鹿56 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム B434＋ 21：26．6� 111．5�
47 ミュゼバトラー 牡3栗 56 武 豊髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 486－ 21：26．8� 9．5
713 ブルーメーア 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政 �ブルーマネジメント小崎 憲 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 470＋ 81：27．11� 246．2�

59 キートゥザスカイ 牡3黒鹿56 水口 優也�髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 504 ―1：27．41� 222．4�
11 ティーエスデュモル 牡3栗 56 幸 英明田畑 利彦氏 岩元 市三 日高 Shall Farm 484－ 4 〃 クビ 267．8�
612 ダ ン ヴ ィ ル 牡3鹿 56 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 B452＋ 21：27．93 13．3�
816 フ ェ テ ィ ア 牡3黒鹿56 酒井 学 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 486 ―1：28．32� 15．7�
714 ダンツラッシュ 牡3鹿 56 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 三石橋本牧場 492± 01：29．25 40．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，348，700円 複勝： 31，596，200円 枠連： 12，698，500円
馬連： 46，156，500円 馬単： 26，226，600円 ワイド： 26，853，200円
3連複： 66，277，700円 3連単： 88，452，800円 計： 316，610，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，860円 複 勝 � 460円 � 140円 � 190円 枠 連（2－4） 2，490円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 8，900円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，980円 �� 420円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 66，380円

票 数

単勝票数 計 183487 的中 � 5121（10番人気）
複勝票数 計 315962 的中 � 12619（8番人気）� 78519（1番人気）� 41153（3番人気）
枠連票数 計 126985 的中 （2－4） 3938（8番人気）
馬連票数 計 461565 的中 �� 10458（13番人気）
馬単票数 計 262266 的中 �� 2210（30番人気）
ワイド票数 計 268532 的中 �� 7127（10番人気）�� 3256（24番人気）�� 17816（3番人気）
3連複票数 計 662777 的中 ��� 8129（20番人気）
3連単票数 計 884528 的中 ��� 966（196番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．1―12．5―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．8―46．9―59．4―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オンワードバース �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．11．8 京都2着

2012．4．21生 牡3鹿 母 オンワードマルタ 母母 オンワードナレル 7戦1勝 賞金 9，850，000円
〔制裁〕 ウエスタンラムール号の騎手岩崎翼は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マヤノパーチェム号

13050 5月9日 曇 良 （27京都3）第5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

58 マヤノパーチェム 牡3栗 56 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 482－ 41：55．5 106．6�
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 500± 0 〃 クビ 10．2�
35 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 454＋ 21：55．82 197．5�
23 モ ー グ リ 牡3栗 56 岩田 康誠大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 536－ 21：56．01� 2．0�
22 サンマルブリーズ 牡3青鹿56 藤岡 康太相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 414－ 81：56．42� 126．6�
815 セレブレイトソング �3栗 56 荻野 琢真 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－161：56．5クビ 8．7	
713 ク ロ ー ザ ー 牡3栗 56 福永 祐一
ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436＋ 41：56．6� 3．8�
610 クリノリュウイーソ 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 476＋121：56．7	 153．9�
34 ウォーターボンド 牡3青鹿 56

54 △岩崎 翼山岡 良一氏 庄野 靖志 浦河 畔高牧場 468－ 41：57．12� 208．3
712 フォースフィールド 牡3黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 424± 01：57．2� 5．0�
46 サンフェニックス 牡3栗 56 岡田 祥嗣永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 482± 01：57．41 202．6�
47 ニホンピロラプター 牡3鹿 56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 436± 01：58．03� 259．3�
611 アウゲンパワー 牡3鹿 56 国分 優作槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 高岸 順一 498－ 2 〃 アタマ 24．4�
814 エターナルウインド 牡3黒鹿56 幸 英明前田 葉子氏 谷 潔 浦河 岡本 昌市 488－ 21：58．63� 84．8�
59 ワンダーオブテール 牡3黒鹿56 松山 弘平山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 494＋ 21：59．55 129．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，604，100円 複勝： 25，798，300円 枠連： 12，653，500円
馬連： 36，945，400円 馬単： 24，445，700円 ワイド： 19，399，900円
3連複： 49，835，900円 3連単： 80，513，000円 計： 267，195，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，660円 複 勝 � 2，290円 � 310円 � 3，060円 枠 連（1－5） 29，620円

馬 連 �� 53，710円 馬 単 �� 179，740円

ワ イ ド �� 13，490円 �� 53，160円 �� 14，500円

3 連 複 ��� 612，730円 3 連 単 ��� 5，306，530円

票 数

単勝票数 計 176041 的中 � 1320（8番人気）
複勝票数 計 257983 的中 � 2737（9番人気）� 26114（4番人気）� 2028（13番人気）
枠連票数 計 126535 的中 （1－5） 331（28番人気）
馬連票数 計 369454 的中 �� 533（45番人気）
馬単票数 計 244457 的中 �� 102（117番人気）
ワイド票数 計 193999 的中 �� 372（51番人気）�� 94（84番人気）�� 346（54番人気）
3連複票数 計 498359 的中 ��� 61（248番人気）
3連単票数 計 805130 的中 ��� 11（1702番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．3―50．4―1：04．0―1：17．1―1：30．3―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マヤノパーチェム �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2015．4．19 阪神13着

2012．4．29生 牡3栗 母 マヤノプリヤ 母母 タイシンリリイ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出走取消馬 ワンダージュヌオム号（疾病〔感冒〕のため）
※マヤノパーチェム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 京都競馬 第５日



13051 5月9日 曇 良 （27京都3）第5日 第3競走 ��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

35 ラ ン ウ ェ イ 牝3鹿 54 川田 将雅井高 義光氏 小崎 憲 新ひだか 井高牧場 462± 01：21．5 4．3�
36 サウンドドゥイット 牡3鹿 56 北村 友一増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 444＋ 21：21．71� 2．4�
24 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＋101：21．91� 33．4�
11 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 454＋ 6 〃 ハナ 100．0�
713 バイザウェイ 牡3青鹿56 内田 博幸 Him Rock Racing 高橋 義忠 浦河 桑田フアーム 472＋ 21：22．0� 21．2�
816 ケンブリッジデイズ 牝3栗 54 藤田 伸二中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 442＋141：22．21� 33．4�
12 ダ ン シ ン グ 牝3栗 54 幸 英明副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 502＋ 2 〃 クビ 31．8	
714 ブライトボイス 牡3栗 56 岩田 康誠宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 492＋ 21：22．3� 3．9

59 ハッピーコラソン 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 石橋 守 浦河 三嶋牧場 418－ 41：22．4クビ 26．4�
47 エンジェルウィスパ 牝3黒鹿54 太宰 啓介阿部 雅英氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 446＋ 41：22．5� 292．5
715 インスパイアー 牡3栗 56 福永 祐一近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 10．1�
611 ホ ザ ン ナ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 492＋14 〃 アタマ 47．4�
612 ピュアスピリット 牝3鹿 54 浜中 俊�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 404 ― 〃 ハナ 45．8�
510 ファインドミー 牝3鹿 54 酒井 学飯田 正剛氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 460± 01：22．81� 128．5�
23 エイシンシャンプー 牝3黒鹿54 藤岡 康太�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 450＋ 61：22．9� 108．6�
817 ロードチャレンジ 牡3栃栗56 池添 謙一 �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 436＋ 4 〃 クビ 180．3�
818 ヴィヴィッドモズ 牡3黒鹿56 国分 優作 �キャピタル・システム 森 秀行 浦河 村下 明博 438－ 21：23．0� 222．8�
48 ジューンシャイン 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 430 ―1：24．06 279．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，341，800円 複勝： 29，719，900円 枠連： 16，309，100円
馬連： 46，739，600円 馬単： 25，206，900円 ワイド： 26，475，300円
3連複： 59，591，900円 3連単： 81，915，900円 計： 308，300，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 130円 � 520円 枠 連（3－3） 630円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，240円 �� 950円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 29，040円

票 数

単勝票数 計 223418 的中 � 40819（3番人気）
複勝票数 計 297199 的中 � 49323（3番人気）� 80476（1番人気）� 9426（8番人気）
枠連票数 計 163091 的中 （3－3） 19991（2番人気）
馬連票数 計 467396 的中 �� 58485（2番人気）
馬単票数 計 252069 的中 �� 13295（4番人気）
ワイド票数 計 264753 的中 �� 28843（2番人気）�� 2694（23番人気）�� 6692（8番人気）
3連複票数 計 595919 的中 ��� 7908（14番人気）
3連単票数 計 819159 的中 ��� 2045（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．5―47．1―58．4―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 ・（1，6）（10，14，16）（2，4）9，5，11，15，17（3，7，18）13，12－8 4 ・（1，6）（2，4，14）（10，16）9，5，11，15（17，13）3（7，18）12－8

勝馬の
紹 介

ラ ン ウ ェ イ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．11．24 京都3着

2012．4．17生 牝3鹿 母 ファーストナイト 母母 Morning Devotion 4戦1勝 賞金 7，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トウカイオリエント号
（非抽選馬） 1頭 トキワ号

13052 5月9日 曇 良 （27京都3）第5日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時35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

24 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 446＋102：02．1 2．6�

36 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 468± 0 〃 ハナ 9．3�
611 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 486－ 8 〃 アタマ 5．5�
815 カレンオプシス 牝3青鹿54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 484－ 62：02．31� 3．9�
59 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± 02：02．4� 107．0�
47 ジョヴィアル 牝3栗 54 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 448－ 22：02．5� 19．6	
11 ピアノコンチェルト 牝3黒鹿54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 400＋ 2 〃 クビ 41．5

714 スウィートテイルズ 牝3黒鹿54 池添 謙一吉田 和美氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438－ 22：02．71 6．0�
35 ビップチャーチャン 牝3栗 54 国分 優作鈴木 邦英氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 416－ 2 〃 アタマ 333．5�
713 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿54 藤田 伸二森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424－ 2 〃 同着 110．8
12 スパークルジョイ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 426－ 42：02．91 62．5�
23 シビックハート 牝3栗 54 武 幸四郎國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 村田牧場 424＋ 42：03．22 95．9�
612 スナークソフィア 牝3芦 54 浜中 俊杉本 豊氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 448± 02：03．3� 35．2�
48 ナムラクロワッサン 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 478＋ 22：03．62 147．4�
816 ジョリトウショウ 牝3鹿 54 酒井 学トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508 ―2：04．77 230．3�
510 スイートエルドール 牝3栗 54 太宰 啓介シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 510 ―2：05．65 346．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，515，800円 複勝： 37，058，500円 枠連： 11，923，500円
馬連： 49，735，600円 馬単： 27，931，000円 ワイド： 27，435，900円
3連複： 62，879，200円 3連単： 93，435，700円 計： 335，915，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 210円 � 170円 枠 連（2－3） 1，320円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 390円 �� 420円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 9，200円

票 数

単勝票数 計 255158 的中 � 77904（1番人気）
複勝票数 計 370585 的中 � 87057（1番人気）� 38911（5番人気）� 51734（4番人気）
枠連票数 計 119235 的中 （2－3） 6952（7番人気）
馬連票数 計 497356 的中 �� 38301（4番人気）
馬単票数 計 279310 的中 �� 14407（3番人気）
ワイド票数 計 274359 的中 �� 18902（3番人気）�� 17313（4番人気）�� 8206（10番人気）
3連複票数 計 628792 的中 ��� 21597（6番人気）
3連単票数 計 934357 的中 ��� 7359（21番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．4―12．7―12．8―13．0―12．7―12．2―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．8―48．5―1：01．3―1：14．3―1：27．0―1：39．2―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パラダイスリッジ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．12．7 阪神3着

2012．1．27生 牝3鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 4戦1勝 賞金 8，600，000円



13053 5月9日 曇 良 （27京都3）第5日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12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

11 セイントバローズ 牡3鹿 56 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 466－ 21：33．8 1．5�
714 ノミネーション 牡3黒鹿56 福永 祐一石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 460± 01：34．01 10．5�
817 クローディオ 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466－ 61：34．1� 9．6�
510 アルティマブラッド 牝3青鹿54 浜中 俊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468＋ 8 〃 クビ 7．4�
48 シゲルデンガク 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 畔柳 作次 438＋ 21：34．52� 109．2�
611 キャストアスペル 牝3鹿 54 武 豊	G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 460－ 61：34．71	 29．4

818 エドノジョンソン 牡3鹿 56 荻野 琢真遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 454＋ 4 〃 クビ 146．4�
23 ティーエスバラ 牡3鹿 56 松山 弘平田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 488－ 2 〃 アタマ 18．4�
612 リアンシチー 牝3鹿 54 川田 将雅 	友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 416－ 61：35．01� 12．3
47 ヒトミヲトジテ 牝3青鹿54 国分 優作 	グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 信成牧場 462± 0 〃 ハナ 171．8�
59 ブ リ ヤ ン 牡3鹿 56 藤岡 康太﨑川美枝子氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 496－ 81：35．1� 291．8�
816 サッチイズライフ 牝3青鹿54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488 ― 〃 ハナ 92．8�
12 マイフォルトゥーナ 牝3黒鹿54 和田 竜二野田 善己氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 396 ―1：35．2クビ 121．1�
36 キスザミュージック 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼吉田 千津氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 426－18 〃 ハナ 76．6�
713 シャイニーサン 牡3鹿 56 北村 友一小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 464＋ 21：35．3� 106．1�
35 
 アワードジャック 牡3鹿 56 武 幸四郎安原 浩司氏 昆 貢 米 Hiroshi

Nakajima 450－101：35．83 159．2�
24 ダンツフクキタル 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣山元 哲二氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 472－ 81：36．01	 401．9�
715 サウンドギャツビー 牡3黒鹿56 秋山真一郎増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484－ 6 （競走中止） 22．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，632，000円 複勝： 51，644，600円 枠連： 16，111，600円
馬連： 52，718，000円 馬単： 34，222，100円 ワイド： 32，576，400円
3連複： 70，078，300円 3連単： 114，829，200円 計： 398，812，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 260円 枠 連（1－7） 490円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 390円 �� 480円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 6，790円

票 数

単勝票数 計 266320 的中 � 133904（1番人気）
複勝票数 計 516446 的中 � 271872（1番人気）� 37564（4番人気）� 25705（6番人気）
枠連票数 計 161116 的中 （1－7） 25417（2番人気）
馬連票数 計 527180 的中 �� 50197（3番人気）
馬単票数 計 342221 的中 �� 24034（3番人気）
ワイド票数 計 325764 的中 �� 22588（3番人気）�� 17806（5番人気）�� 5699（12番人気）
3連複票数 計 700783 的中 ��� 20042（9番人気）
3連単票数 計1148292 的中 ��� 12259（12番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．1―11．8―11．8―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．5―46．6―58．4―1：10．2―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイントバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gone West デビュー 2014．11．29 京都9着

2012．4．20生 牡3鹿 母 ゴーンクレージー 母母 Nutcase 6戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走中止〕 サウンドギャツビー号は，4コーナーでつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ヒトミヲトジテ号の調教師吉田直弘は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

セイントバローズ号の騎手岩田康誠は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・11番）

13054 5月9日 曇 良 （27京都3）第5日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時55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

44 ピンストライプ 牡3青鹿56 川田 将雅 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－ 61：24．4 2．9�

11 パセンジャーシップ 牝3芦 54 浜中 俊吉田 哲哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 488＋ 61：25．03� 6．1�
66 セルリアンコスモ 牡3鹿 56 松山 弘平�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 490－ 21：25．21� 8．7�
33 ナムラカモン 牡3栗 56 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 450－ 21：25．41� 33．0�
55 ハ ド ウ ホ ウ 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 498－ 21：25．93 101．8�
22 タガノアルデ 牡3芦 56 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 91：26．32� 36．0	
77 フミノミニスター 牡3鹿 56 藤岡 康太谷 二氏 本田 優 新ひだか 金舛 幸夫 494＋ 21：26．4クビ 7．4

88 ニシオボヌール 牡3黒鹿56 福永 祐一西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 480－ 21：26．61� 3．5�
89 メリーモナーク 牡3鹿 56 酒井 学 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 462－ 41：27．34 7．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 24，677，600円 複勝： 31，560，000円 枠連： 9，476，300円
馬連： 47，022，600円 馬単： 27，842，700円 ワイド： 22，975，800円
3連複： 54，800，000円 3連単： 109，822，900円 計： 328，177，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 170円 � 200円 枠 連（1－4） 920円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 320円 �� 410円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 8，530円

票 数

単勝票数 計 246776 的中 � 67977（1番人気）
複勝票数 計 315600 的中 � 68218（1番人気）� 45169（3番人気）� 35472（6番人気）
枠連票数 計 94763 的中 （1－4） 7897（4番人気）
馬連票数 計 470226 的中 �� 38632（2番人気）
馬単票数 計 278427 的中 �� 12533（4番人気）
ワイド票数 計 229758 的中 �� 19909（2番人気）�� 14431（6番人気）�� 6780（14番人気）
3連複票数 計 548000 的中 ��� 18912（10番人気）
3連単票数 計1098229 的中 ��� 9328（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．3―47．3―59．2―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピンストライプ 
�
父 バ ゴ 

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．7．26 中京3着

2012．3．15生 牡3青鹿 母 ア バ ヤ 母母 Jilbab 9戦2勝 賞金 20，050，000円



13055 5月9日 曇 良 （27京都3）第5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）
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

11 メテオライト �6栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 512－ 21：53．5 9．4�
810 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 482± 0 〃 ハナ 12．9�
33 ダイナミックウオー 牡5黒鹿57 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 518－ 41：53．6	 1．6�
78 コウユーアンドレ 牡5鹿 57 国分 優作加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 464＋ 21：53．92 27．0�
22 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 502＋101：54．21
 30．5�
79 サダムダイジョウブ 牡5青 57 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 0 〃 クビ 8．5	
67 ミキノノボリリュウ 牡5鹿 57 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 494＋ 6 〃 アタマ 5．2

55 シーサイドバウンド �4芦 57 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452－101：54．3クビ 24．2�
66 ピンクプリンセス 牝4芦 55 酒井 学木村 久子氏 服部 利之 日高 沖田牧場 504＋ 21：54．93	 127．3�
811 キャンドルライト 牡4黒鹿 57

55 △岩崎 翼山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 534± 01：55．53	 85．3
44 � ブイキャスター 牡5栗 57 藤岡 康太�駒秀 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 464＋ 41：56．67 188．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，865，000円 複勝： 81，852，900円 枠連： 11，632，800円
馬連： 52，602，300円 馬単： 38，624，600円 ワイド： 31，560，600円
3連複： 70，383，500円 3連単： 142，897，500円 計： 457，419，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 200円 � 170円 � 110円 枠 連（1－8） 6，410円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 13，960円

ワ イ ド �� 970円 �� 290円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 29，170円

票 数

単勝票数 計 278650 的中 � 23622（4番人気）
複勝票数 計 818529 的中 � 36602（5番人気）� 49687（4番人気）� 554293（1番人気）
枠連票数 計 116328 的中 （1－8） 1406（14番人気）
馬連票数 計 526023 的中 �� 7327（13番人気）
馬単票数 計 386246 的中 �� 2075（31番人気）
ワイド票数 計 315606 的中 �� 7373（12番人気）�� 29704（3番人気）�� 23154（4番人気）
3連複票数 計 703835 的中 ��� 37662（6番人気）
3連単票数 計1428975 的中 ��� 3551（85番人気）

ハロンタイム 12．1―11．8―13．4―13．6―12．6―13．0―12．6―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．9―37．3―50．9―1：03．5―1：16．5―1：29．1―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メテオライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Cozzene デビュー 2011．7．3 京都6着

2009．4．18生 �6栗 母 ガ ヴ ィ オ ラ 母母 Forest Key 22戦3勝 賞金 43，990，000円
〔制裁〕 ダイナミックウオー号の騎手福永祐一は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）

13056 5月9日 曇 良 （27京都3）第5日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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
1：09．1
1：08．7

重
重

57 � 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 444－ 21：12．4 24．5�
813 ヒデノヒロイン 牝4芦 55 幸 英明大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 440＋ 41：12．5� 2．2�
11 マ チ ル ダ 牝4栗 55 内田 博幸萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 460－ 21：12．6� 5．9�
33 ハイキートーン 牝5栗 55

53 △岩崎 翼�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 458＋ 81：12．7� 52．5�
610 テイエムゴージャス 牝4鹿 55 藤田 伸二竹園 正繼氏 柴田 政見 平取 北島牧場 488－ 2 〃 クビ 35．4	
69 ア ブ ニ ー ル 牝4鹿 55 酒井 学中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436± 01：12．8クビ 15．3

712 テイエムリヴィエラ 牝4鹿 55 松山 弘平竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B462＋ 4 〃 ハナ 11．1�
34 ボストンビリーヴ 牝5栗 55

52 ▲城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478＋ 4 〃 ハナ 25．9�
46 ショウナンランパダ 牝4鹿 55 荻野 琢真国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 6 〃 アタマ 15．4
22 キュークッキング 牝4黒鹿55 岩田 康誠栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 474－ 21：13．01� 4．5�
58 ハンマークラビア 牝4黒鹿55 浜中 俊 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：13．1クビ 19．8�
45 ターフジェニック 牝5鹿 55 小林 徹弥柏木 務氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 492－ 41：14．59 446．8�
711 ハギノソフィア 牝5栗 55 柴田 未崎安岡美津子氏 	島 一歩 日高 天羽 禮治 476± 01：15．24 158．8�
814 ビアンコカンドーレ 牝4芦 55 和田 竜二吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 448± 01：16．37 177．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，255，100円 複勝： 36，097，000円 枠連： 14，620，900円
馬連： 61，517，400円 馬単： 31，938，300円 ワイド： 32，134，200円
3連複： 78，502，200円 3連単： 115，762，700円 計： 396，827，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 400円 � 120円 � 230円 枠 連（5－8） 1，060円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 7，160円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，320円 �� 350円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 43，230円

票 数

単勝票数 計 262551 的中 � 8552（8番人気）
複勝票数 計 360970 的中 � 16045（9番人気）� 115961（1番人気）� 34453（4番人気）
枠連票数 計 146209 的中 （5－8） 10613（5番人気）
馬連票数 計 615174 的中 �� 19267（7番人気）
馬単票数 計 319383 的中 �� 3344（25番人気）
ワイド票数 計 321342 的中 �� 8585（10番人気）�� 5803（16番人気）�� 25972（2番人気）
3連複票数 計 785022 的中 ��� 12359（13番人気）
3連単票数 計1157627 的中 ��� 1941（147番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．8―12．0―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．4―47．4―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 1，2，10（6，13）（3，9）14（7，11）12，8，5－4 4 1（2，10）（6，13）（3，9）（7，11）14（8，12）（5，4）

勝馬の
紹 介

�ジョディーズロマン �
�
父 サムライハート �

�
母父 Woodman

2010．1．20生 牝5栗 母 ジョディーディア 母母 Graceful Jody 13戦1勝 賞金 11，920，000円
初出走 JRA



13057 5月9日 曇 良 （27京都3）第5日 第9競走 ��
��1，600�

ろ く は ら

六 波 羅 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，26．5．10以降27．5．3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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：31．4
1：30．7

良
良

813 レインフォール 牡6芦 56 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 434－ 61：33．4 23．7�
46 カピオラニパレス 牡7芦 56 浜中 俊横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 530＋ 21：33．71� 3．5�
712 サイモンラムセス 牡5鹿 56 松山 弘平澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B448＋ 2 〃 クビ 4．3�
58 ノーブルコロネット 牝5鹿 53 池添 謙一�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 ハナ 10．4�
33 バ ン ザ イ 牡6栗 54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 61：33．8クビ 22．6�
11 サンセットスカイ 牡5栗 55 小牧 太前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 41：33．9� 16．0	
814 タガノエンブレム 牡5青鹿57 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 4 〃 クビ 6．3

34 イ デ ア 牡7鹿 53 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 492± 0 〃 アタマ 265．9�
22 スズカキングダム 牡6鹿 53 水口 優也永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 504＋ 21：34．11	 142．7�
57 ラテラルアーク 牡4栗 55 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 B484－ 2 〃 アタマ 6．6
610 モンドシャルナ 牡4鹿 55 武 豊山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 ハナ 7．6�
711 イ ダ ス 牡4栗 53 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ヒカル牧場 B496＋12 〃 クビ 90．5�
69 オーキッドレイ 牝5鹿 52 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 472± 01：34．52� 37．5�
45 サウンドバラッド 
8鹿 52 酒井 学増田 雄一氏 佐藤 正雄 千歳 社台ファーム B470－ 61：34．6クビ 198．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，509，700円 複勝： 57，198，200円 枠連： 20，933，200円
馬連： 97，162，200円 馬単： 45，791，100円 ワイド： 44，804，100円
3連複： 118，881，500円 3連単： 176，380，000円 計： 595，660，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 550円 � 140円 � 190円 枠 連（4－8） 770円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 10，370円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，840円 �� 360円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 52，100円

票 数

単勝票数 計 345097 的中 � 11623（9番人気）
複勝票数 計 571982 的中 � 18795（9番人気）� 134189（1番人気）� 81108（2番人気）
枠連票数 計 209332 的中 （4－8） 20830（2番人気）
馬連票数 計 971622 的中 �� 19347（17番人気）
馬単票数 計 457911 的中 �� 3310（42番人気）
ワイド票数 計 448041 的中 �� 8770（18番人気）�� 5827（24番人気）�� 35541（1番人気）
3連複票数 計1188815 的中 ��� 16897（19番人気）
3連単票数 計1763800 的中 ��� 2454（190番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．7―11．7―11．7―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．2―45．9―57．6―1：09．3―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レインフォール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Nijinsky デビュー 2012．2．25 阪神1着

2009．3．27生 牡6芦 母 エヴァソーライトリー 母母 Quixotic Lady 24戦4勝 賞金 78，736，000円
〔騎手変更〕 オーキッドレイ号の騎手秋山真一郎は，第5競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。

13058 5月9日 曇 良 （27京都3）第5日 第10競走 ��
��2，000�

か も が わ

鴨 川 特 別
発走15時00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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

810 ラブラバード 牡5芦 57 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－ 41：58．4 8．7�

33 エイシンハドソン 牡4鹿 57 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 542＋ 21：58．61� 6．4�
22 フ ァ シ ー ノ 牡4鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 472－ 2 〃 クビ 3．9�
66 	 アウォーディー 牡5鹿 57 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B506＋ 61：58．92 5．1�
78 パドルウィール 牡4芦 57 松山 弘平 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：59．21
 3．3	
811 ナインテイルズ 牡4栗 57 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 470± 0 〃 クビ 113．7

11 アウトオブシャドウ 牡5栗 57 福永 祐一飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460－ 21：59．41� 8．7�
67 フォルシャー 牡4栗 57 浜中 俊 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472＋ 21：59．5� 20．0�
55 スリーロブロイ 牡6鹿 57 水口 優也永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 452＋ 4 〃 クビ 231．8
44 � ノ ブ ペ イ ジ 牡4鹿 57 藤田 伸二前田 亘輝氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 440－ 41：59．6クビ 164．4�
79 ビオラフォーエバー 牡4栗 57 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468－ 22：00．13 18．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，425，400円 複勝： 63，734，100円 枠連： 20，721，700円
馬連： 113，893，600円 馬単： 55，852，400円 ワイド： 45，097，200円
3連複： 125，537，800円 3連単： 227，980，100円 計： 693，242，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 190円 � 180円 � 170円 枠 連（3－8） 2，410円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 690円 �� 580円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 22，400円

票 数

単勝票数 計 404254 的中 � 37115（5番人気）
複勝票数 計 637341 的中 � 80120（5番人気）� 90284（4番人気）� 106625（2番人気）
枠連票数 計 207217 的中 （3－8） 6642（12番人気）
馬連票数 計1138936 的中 �� 39213（12番人気）
馬単票数 計 558524 的中 �� 9089（23番人気）
ワイド票数 計 450972 的中 �� 16351（11番人気）�� 19795（8番人気）�� 25757（5番人気）
3連複票数 計1255378 的中 ��� 31833（13番人気）
3連単票数 計2279801 的中 ��� 7378（94番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．0―12．2―12．0―11．8―11．9―11．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―35．9―48．1―1：00．1―1：11．9―1：23．8―1：35．4―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブラバード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Kaldoun デビュー 2012．9．1 札幌8着

2010．2．4生 牡5芦 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope 19戦4勝 賞金 55，640，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13059 5月9日 曇 良 （27京都3）第5日 第11競走 ��
��2，200�第63回京 都 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走15時35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

京都新聞杯（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，232，000円 352，000円 176，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

24 サトノラーゼン 牡3鹿 56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454＋ 42：11．3 4．6�
12 ポルトドートウィユ 牡3鹿 56 武 豊 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476－ 42：11．4� 4．1�
815 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－ 2 〃 ハナ 10．4�
23 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－ 4 〃 アタマ 6．4	
11 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 508± 02：11．5� 5．5

59 スピリッツミノル 牡3栗 56 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476± 02：11．71	 8．0�
611 レ ン ト ラ ー 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 440－ 62：11．91	 42．2�
612 シュヴァルグラン 牡3栗 56 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 アタマ 12．3
36 シャッターチャンス 牡3鹿 56 小牧 太前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 432－ 22：12．43 98．1�
714 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 466± 02：12．61 102．5�
510 スワーヴジョージ 牡3鹿 56 池添 謙一�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 528＋10 〃 ハナ 18．8�
47 リベレーター 牡3鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 追分ファーム 478－ 4 〃 クビ 54．2�
48 タイセイアプローズ 牡3鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 458－ 22：12．81	 143．0�
713 ゼンノブレーメン 牡3鹿 56 和田 竜二大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 480＋ 42：13．86 117．8�
816
 ロードクロムウェル 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 愛 K. I. Farm

Corporation 490－122：14．11� 40．6�
35 
 ネオアトラクション 牡3鹿 56 武 幸四郎林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 482－ 22：14．52� 167．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 124，795，300円 複勝： 205，263，700円 枠連： 97，033，200円
馬連： 433，999，400円 馬単： 179，040，300円 ワイド： 182，760，800円
3連複： 603，240，300円 3連単： 924，129，000円 計： 2，750，262，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 160円 � 240円 枠 連（1－2） 380円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 430円 �� 770円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 13，160円

票 数

単勝票数 計1247953 的中 � 214933（2番人気）
複勝票数 計2052637 的中 � 332395（2番人気）� 372032（1番人気）� 183094（6番人気）
枠連票数 計 970332 的中 （1－2） 194577（1番人気）
馬連票数 計4339994 的中 �� 301305（1番人気）
馬単票数 計1790403 的中 �� 54541（4番人気）
ワイド票数 計1827608 的中 �� 114816（1番人気）�� 59190（8番人気）�� 55036（9番人気）
3連複票数 計6032403 的中 ��� 158028（5番人気）
3連単票数 計9241290 的中 ��� 50882（19番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―12．2―12．1―12．1―12．6―12．5―11．9―11．4―11．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．0―35．2―47．3―59．4―1：12．0―1：24．5―1：36．4―1：47．8―1：59．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノラーゼン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Intikhab デビュー 2014．7．27 札幌3着

2012．3．13生 牡3鹿 母 ト ゥ ー ピ ー 母母 Turpitude 9戦3勝 賞金 81，089，000円
〔騎手変更〕 リベレーター号の騎手秋山真一郎は，第5競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
※ネオアトラクション号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13060 5月9日 曇 良 （27京都3）第5日 第12競走 ��
��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

811 マイネルハルカゼ 牡5鹿 57 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 492－101：59．5 105．1�

11 プリンスダム 牡4黒鹿57 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B486± 01：59．6� 5．2�
78 ヴ ィ ッ セ ン 牡4鹿 57 松山 弘平 �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 4 〃 ハナ 3．7�
55 ブロンクスシルバー 牝4芦 55 浜中 俊 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 484－ 22：00．02	 12．3�
810
 キーアシスト 牡4鹿 57 幸 英明北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 488－ 22：00．1	 6．3	
22 ディライトフル 牡4鹿 57 岩田 康誠�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482－ 22：00．2	 8．0

67 カ ト ラ ス �5芦 57 藤田 伸二村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 470＋ 62：00．3クビ 13．2�
44 メイショウドゥーマ 牡5黒鹿 57

54 ▲城戸 義政松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 4 〃 アタマ 7．5
66 メイショウソレイユ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 452－ 82：00．4	 93．4�
33 ハナズリベンジ 牝4黒鹿 55

53 △岩崎 翼M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 484＋ 82：00．5� 8．1�
79 ヒロノエンペラー 牡5青鹿57 藤岡 康太サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 482＋ 82：00．6	 12．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，115，700円 複勝： 56，179，000円 枠連： 22，482，900円
馬連： 115，705，100円 馬単： 51，926，800円 ワイド： 50，345，500円
3連複： 130，009，300円 3連単： 222，894，300円 計： 687，658，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，510円 複 勝 � 1，640円 � 210円 � 160円 枠 連（1－8） 2，000円

馬 連 �� 25，180円 馬 単 �� 68，920円

ワ イ ド �� 6，930円 �� 5，300円 �� 440円

3 連 複 ��� 26，290円 3 連 単 ��� 304，900円

票 数

単勝票数 計 381157 的中 � 2901（11番人気）
複勝票数 計 561790 的中 � 6226（10番人気）� 71874（3番人気）� 117971（1番人気）
枠連票数 計 224829 的中 （1－8） 8711（9番人気）
馬連票数 計1157051 的中 �� 3561（40番人気）
馬単票数 計 519268 的中 �� 565（92番人気）
ワイド票数 計 503455 的中 �� 1758（41番人気）�� 2309（37番人気）�� 32575（1番人気）
3連複票数 計1300093 的中 ��� 3708（85番人気）
3連単票数 計2228943 的中 ��� 530（568番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．4―30．8―44．4―57．5―1：10．0―1：22．0―1：34．5―1：46．9

コーナー
通過順位

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

2
4

・（11，5）（2，1，9）10，8，6，3，7，4・（11，5）6（2，1）（8，10）（9，3）4，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルハルカゼ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Pulpit デビュー 2012．7．7 中京5着

2010．4．24生 牡5鹿 母 イヴニングミスト 母母 Next Fall 25戦4勝 賞金 46，621，000円
〔騎手変更〕 キーアシスト号の騎手秋山真一郎は，第5競走での落馬負傷のため幸英明に変更。



（27京都3）第5日 5月9日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

266，120，000円
2，080，000円
7，900，000円
2，620，000円
24，420，000円
68，190，000円
4，666，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
427，086，200円
707，702，400円
266，597，200円
1，154，197，700円
569，048，500円
542，418，900円
1，490，017，600円
2，379，013，100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 7，536，081，600円

総入場人員 17，673名 （有料入場人員 16，479名）
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