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13097 5月23日 曇 良 （27京都3）第9日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00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
1：47．8
1：47．8

重
重

59 パヴェダイヤモンド 牝3栗 54 M．デムーロ大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438－ 21：54．7 3．6�
48 ポ リ ア フ 牝3鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 488－ 61：54．91� 21．7�
11 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 508－ 6 〃 ハナ 4．6�
24 デューイハミテージ 牝3鹿 54 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 450＋ 6 〃 ハナ 77．4�
611 ケンブリッジデイズ 牝3栗 54 藤岡 康太中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 444＋ 21：55．22 9．4�
713 シ ー ム リ ー 牝3栗 54 酒井 学岡田 壮史氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 41：55．3クビ 65．5	
714 フ ィ エ ル テ 牝3鹿 54 和田 竜二
ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 41：55．4� 95．7�
12 メイショウセセラギ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 462＋ 61：55．61� 14．9�
612 トウカイララバイ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太内村 正則氏 村山 明 平取 二風谷ファーム 504－ 41：56．02� 26．8
47 ミ ト ス 牝3鹿 54 内田 博幸﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 484 ―1：56．31� 21．9�

（アルタンツェツグ）

815 ミスロンリーハーツ 牝3鹿 54 池添 謙一高山 直樹氏 池添 学 日高 日西牧場 446＋181：56．4� 29．8�
23 オランジェット 牝3鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 中内田充正 千歳 社台ファーム 454 ―1：56．82� 11．2�
35 クインズメモリア 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼 
クイーンズ・ランチ 野中 賢二 日高 沖田牧場 420＋ 61：57．11� 172．7�
36 クールカゲロウ 牝3鹿 54 高倉 稜川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 446＋ 41：57．2� 405．6�
510 ライムスカッシュ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 534＋201：57．3� 3．5�

（15頭）
816 トウバレリーナ 牝3青 54 大野 拓弥玉井 宏和氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 15，313，700円 複勝： 24，213，300円 枠連： 12，268，700円
馬連： 38，021，300円 馬単： 21，684，100円 ワイド： 21，559，700円
3連複： 54，463，300円 3連単： 71，057，800円 計： 258，581，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 430円 � 170円 枠 連（4－5） 1，100円

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 290円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 31，580円

票 数

単勝票数 差引計 153137（返還計 138） 的中 � 34007（2番人気）
複勝票数 差引計 242133（返還計 256） 的中 � 60185（1番人気）� 10123（7番人気）� 38183（3番人気）
枠連票数 差引計 122687（返還計 20） 的中 （4－5） 8630（5番人気）
馬連票数 差引計 380213（返還計 997） 的中 �� 7082（14番人気）
馬単票数 差引計 216841（返還計 512） 的中 �� 2332（26番人気）
ワイド票数 差引計 215597（返還計 668） 的中 �� 5060（13番人気）�� 22314（1番人気）�� 3728（16番人気）
3連複票数 差引計 544633（返還計 2569） 的中 ��� 8579（13番人気）
3連単票数 差引計 710578（返還計 2891） 的中 ��� 1631（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―36．3―49．6―1：03．2―1：16．5―1：29．2―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パヴェダイヤモンド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．3．29 阪神10着

2012．1．30生 牝3栗 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン 4戦1勝 賞金 7，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔出走取消〕 トウバレリーナ号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ペイシャウェヌス号

13098 5月23日 曇 良 （27京都3）第9日 第2競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走10時30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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

12 ダイナミックショー 牡3鹿 56 池添 謙一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 548－ 52：01．9 18．5�
510 キングカヌヌ 牡3芦 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 2．7�
48 ダノンプレジデント 牡3黒鹿56 和田 竜二�ダノックス 高野 友和 新ひだか 岡田スタツド 476＋102：02．53� 2．0�
815 アシュラウェイ 牡3黒鹿56 松山 弘平前原 敏行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 466＋102：03．24 38．4�
11 ビップハテンコウ 牡3鹿 56 高倉 稜鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 村上 雅規 498＋10 〃 ハナ 432．6	
36 メイショウテンロウ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好
氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 470＋ 62：03．3� 31．0�
23 フォースフィールド 牡3黒鹿56 M．デムーロ岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 422－ 22：03．4� 15．0�
714 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± 02：03．5� 17．0
612 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± 02：04．13� 44．5�
24 クレイヴソリッシュ 牡3鹿 56 幸 英明 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 6 〃 アタマ 34．5�
816 セイセイセイ 牡3鹿 56 内田 博幸薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 434＋ 8 〃 クビ 149．3�
713 メイショウクロタカ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 460± 02：04．31 10．9�
59 ビップチャーチャン 牝3栗 54 藤岡 佑介鈴木 邦英氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 418＋ 22：04．72� 174．2�
35 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 484＋ 22：05．02 353．6�
47 アップリズム 牝3鹿 54 柴田 未崎西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 446－ 42：05．63� 392．0�
611 エイユービリーヴ 牡3鹿 56 藤岡 康太笹部 義則氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 472 ―2：05．7� 233．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，848，400円 複勝： 49，089，100円 枠連： 11，520，100円
馬連： 43，663，100円 馬単： 28，167，200円 ワイド： 22，472，700円
3連複： 60，951，100円 3連単： 101，306，300円 計： 337，018，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 220円 � 110円 � 110円 枠 連（1－5） 2，820円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 9，190円

ワ イ ド �� 620円 �� 630円 �� 140円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 16，980円

票 数

単勝票数 計 198484 的中 � 8568（6番人気）
複勝票数 計 490891 的中 � 17296（5番人気）� 146283（2番人気）� 233083（1番人気）
枠連票数 計 115201 的中 （1－5） 3156（8番人気）
馬連票数 計 436631 的中 �� 10982（10番人気）
馬単票数 計 281672 的中 �� 2297（25番人気）
ワイド票数 計 224727 的中 �� 6991（8番人気）�� 6893（9番人気）�� 61372（1番人気）
3連複票数 計 609511 的中 ��� 44653（4番人気）
3連単票数 計1013063 的中 ��� 4323（40番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―12．1―14．2―13．8―13．3―13．0―12．4―12．4―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．5―30．6―44．8―58．6―1：11．9―1：24．9―1：37．3―1：49．7

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

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

勝馬の
紹 介

ダイナミックショー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．11．1 京都4着

2012．3．28生 牡3鹿 母 リスペクトライン 母母 ブレイベストスキム 2戦1勝 賞金 6，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

第３回 京都競馬 第９日



13099 5月23日 曇 良 （27京都3）第9日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00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
1：21．7
1：21．5

重
不良

714 ベーリングメファ 牝3栗 54 四位 洋文手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 436± 01：25．5 5．6�
510 ケンブリッジアロー 牝3青鹿54 岩田 康誠中西 桂子氏 大久保龍志 新ひだか 本桐牧場 434＋ 81：25．82 4．7�
47 カネトシスキーム 牝3鹿 54 藤岡 康太兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 422＋ 41：25．9クビ 23．8�
611 カラフルマーメイド 牝3鹿 54 浜中 俊谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478 ―1：26．0� 63．6�
23 サトノマジカル 牝3青鹿54 幸 英明里見 治氏 村山 明 日高 モリナガファーム 418－ 21：26．1� 47．1�
612 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 484＋ 21：26．42 1．8�
59 ノンリケット 牝3栗 54 藤岡 佑介大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 藤沢牧場 414＋ 41：26．82� 26．9	
816 メイショウヒグラシ 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 420± 01：27．11� 193．2

48 ル フ レ 牝3黒鹿54 高倉 稜山上 和良氏 牧田 和弥 新ひだか 高橋フアーム 482＋ 61：27．2� 197．4�
815 クランデール 牝3鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450－ 4 〃 ハナ 13．7
11 ボーベルレーヌ 牝3黒鹿54 水口 優也 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 448± 01：27．41 282．6�
713 クリノショシャリン 牝3鹿 54 田中 健栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 474－ 41：27．71� 66．4�
35 ハローブリーズ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 444＋ 21：27．91� 23．6�
12 テイエムエベレスト 牝3鹿 54 花田 大昂竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 460 ―1：28．11� 70．8�
24 メイショウメガミ 牝3鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 本巣 敦 456＋ 11：28．31� 106．0�
36 コーリンスピカ 牝3芦 54 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 534＋ 41：29．15 38．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，395，200円 複勝： 30，970，700円 枠連： 10，953，600円
馬連： 41，220，100円 馬単： 24，831，900円 ワイド： 20，343，000円
3連複： 53，930，900円 3連単： 85，184，100円 計： 286，829，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 170円 � 530円 枠 連（5－7） 1，250円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，300円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 7，370円 3 連 単 ��� 23，590円

票 数

単勝票数 計 193952 的中 � 27641（3番人気）
複勝票数 計 309707 的中 � 38208（3番人気）� 57119（2番人気）� 11978（6番人気）
枠連票数 計 109536 的中 （5－7） 6742（4番人気）
馬連票数 計 412201 的中 �� 22680（4番人気）
馬単票数 計 248319 的中 �� 6472（8番人気）
ワイド票数 計 203430 的中 �� 12486（3番人気）�� 3868（12番人気）�� 4000（11番人気）
3連複票数 計 539309 的中 ��� 5483（20番人気）
3連単票数 計 851841 的中 ��� 2617（61番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―11．9―12．4―13．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―47．0―59．4―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベーリングメファ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 Bering デビュー 2014．10．18 京都2着

2012．2．20生 牝3栗 母 ミレニアムポップ 母母 Snowdrop 8戦1勝 賞金 14，450，000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 ツキノアカリ号
（非抽選馬） 1頭 ダンシング号

13100 5月23日 曇 良 （27京都3）第9日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時30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

35 サウンドアプローズ 牡3黒鹿56 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 486＋ 41：34．5 8．8�
11 ノミネーション 牡3黒鹿56 岩田 康誠石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 466＋ 61：34．92� 2．7�
48 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 494＋ 6 〃 ハナ 16．7�
715 イレイション 牡3栗 56 M．デムーロ 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 482－ 21：35．11� 3．3�
24 	 アワードジャック 牡3鹿 56 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 米 Hiroshi

Nakajima B450± 0 〃 クビ 21．9�
714 スマートシャイン 牝3栗 54 藤岡 康太大川 徹氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 414＋101：35．42 62．3�
12 クィーンアルビレオ 牝3鹿 54 和田 竜二髙野 葉子氏 高野 友和 新冠 中央牧場 430＋161：35．5� 343．7	
510 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± 01：35．6
 4．3�
818 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 440＋ 21：35．92 32．4�
611 エイシンシャルル �3栃栗56 大野 拓弥栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 456± 01：36．0クビ 403．3�
713 エアシーラン 牡3黒鹿56 浜中 俊 ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 482 ―1：36．21� 24．6�
36 リバイブビート 牡3栗 56 高倉 稜宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 隆栄牧場 474＋ 8 〃 アタマ 235．3�
23 スマートレジェンド 牡3鹿 56 戸崎 圭太大川 徹氏 吉村 圭司 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 480－ 21：36．3クビ 56．6�

612 シャイニーサン 牡3鹿 56 酒井 学小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 470＋ 6 〃 ハナ 113．7�
47 オウケンクイーン 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太福井 明氏 千田 輝彦 日高 シンボリ牧場 468＋ 81：36．61
 330．2�
817 ウルドシャトル 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育
成牧場 474＋221：37．13 642．0�

816 ハマノマーキュリー 牡3栗 56 岡田 祥嗣浜井 弘至氏 服部 利之 新冠 山岡ファーム 426＋ 61：37．73� 435．0�
59 ヒカリノカケラ 牡3黒鹿56 北村 友一岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 462－ 41：43．8大差 161．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，064，900円 複勝： 24，690，900円 枠連： 11，765，000円
馬連： 45，904，700円 馬単： 26，091，200円 ワイド： 22，537，100円
3連複： 57，944，100円 3連単： 85，095，600円 計： 294，093，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 210円 � 140円 � 310円 枠 連（1－3） 1，290円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，650円 �� 660円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 32，780円

票 数

単勝票数 計 200649 的中 � 18176（4番人気）
複勝票数 計 246909 的中 � 28619（4番人気）� 56677（1番人気）� 16395（5番人気）
枠連票数 計 117650 的中 （1－3） 7021（4番人気）
馬連票数 計 459047 的中 �� 30116（4番人気）
馬単票数 計 260912 的中 �� 6456（9番人気）
ワイド票数 計 225371 的中 �� 13036（4番人気）�� 3277（17番人気）�� 8796（7番人気）
3連複票数 計 579441 的中 ��� 8476（14番人気）
3連単票数 計 850956 的中 ��� 1882（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．1―48．4―1：00．4―1：11．9―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドアプローズ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．1．18 京都4着

2012．2．18生 牡3黒鹿 母 タイキシャイン 母母 タイキトゥインクル 4戦1勝 賞金 7，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒカリノカケラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月23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） 3頭 エイシンシャンプー号・エドノジョンソン号・ミラクルナイト号



13101 5月23日 曇 良 （27京都3）第9日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時20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

35 ダイシンカレラ 牡3黒鹿 56
53 ▲加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 464－ 22：00．1 37．4�

713 ウインアーマー 牡3栗 56 M．デムーロ�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 22：00．41� 3．9�
11 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 〃 クビ 10．6�
816 プレミオテーラー 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 472 ―2：00．71� 33．8�
24 エアマニング 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド千田 輝彦 様似 猿倉牧場 422－ 22：00．91� 5．9�
714 アウトゼアー 牡3鹿 56 和田 竜二薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 494＋ 2 〃 クビ 15．4	
36 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 542＋ 42：01．11� 3．2�
612 コスモサンズサン 牡3栗 56 戸崎 圭太 
ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 大北牧場 454－ 62：01．42 149．8�
23 ペプチドホープフル 牡3鹿 56 藤岡 康太沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 530± 02：01．61� 93．7
12 ヒルノリヴァプール 牡3鹿 56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 B478－10 〃 ハナ 5．0�
48 ツカサブレイブ 牡3青鹿56 柴田 未崎中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 472－102：01．91� 49．1�
47 イーストホープ 牡3栗 56 太宰 啓介
ターフ・スポート高橋 亮 浦河 鵜木 唯義 456± 02：02．11� 187．0�
611 ア ン ネ イ 牡3栗 56 小牧 太橋口スイ子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 492－ 62：02．42 21．7�
815 コスモジョイジョイ 牡3鹿 56 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 西園 正都 日高 田端牧場 456－ 22：02．71� 136．6�
59 ワイドヴィンチェレ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣幅田 昌伸氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 406－ 42：02．8� 313．0�
510 ゼットジョイ 牡3鹿 56 酒井 学
フォーレスト 宮 徹 浦河 赤田牧場 474＋ 42：04．8大差 454．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，574，900円 複勝： 35，306，900円 枠連： 14，150，500円
馬連： 50，849，800円 馬単： 27，539，100円 ワイド： 27，084，200円
3連複： 66，021，300円 3連単： 88，993，700円 計： 334，520，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，740円 複 勝 � 1，030円 � 170円 � 290円 枠 連（3－7） 420円

馬 連 �� 10，730円 馬 単 �� 27，500円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 5，110円 �� 660円

3 連 複 ��� 31，570円 3 連 単 ��� 235，470円

票 数

単勝票数 計 245749 的中 � 5253（9番人気）
複勝票数 計 353069 的中 � 6832（9番人気）� 72014（2番人気）� 30321（5番人気）
枠連票数 計 141505 的中 （3－7） 25809（1番人気）
馬連票数 計 508498 的中 �� 3672（24番人気）
馬単票数 計 275391 的中 �� 751（63番人気）
ワイド票数 計 270842 的中 �� 2278（26番人気）�� 1312（41番人気）�� 11325（8番人気）
3連複票数 計 660213 的中 ��� 1568（73番人気）
3連単票数 計 889937 的中 ��� 274（491番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―35．9―48．0―1：00．8―1：13．3―1：25．2―1：36．6―1：48．2

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

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

勝馬の
紹 介

ダイシンカレラ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dehere デビュー 2014．11．2 京都3着

2012．4．24生 牡3黒鹿 母 ダイシンシルビア 母母 Castle Creek 3戦1勝 賞金 6，800，000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 ビュトンドール号

13102 5月23日 曇 良 （27京都3）第9日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時50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

57 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 434－ 21：08．6 5．1�
46 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± 0 〃 クビ 22．8�
45 オメガタックスマン 牡3鹿 56 岩田 康誠原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 458± 01：08．7クビ 2．7�
34 ポップオーヴァー 牝3鹿 54 M．デムーロ橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：08．8� 4．1�
813 トロピカルガーデン 牝3鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 462－ 2 〃 ハナ 20．0�
58 グリューヴァイン 牝3栗 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 456＋101：09．01� 21．7	
11 シゲルアオイマツリ 牡3黒鹿56 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 458－ 21：09．1クビ 11．7

33 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 506＋ 2 〃 同着 8．9�
814 ゼンノイザナギ 牡3栗 56 北村 友一大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 482＋ 2 〃 クビ 18．8�
711 アグネスリュシアン 牝3鹿 54 松山 弘平渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 464＋ 81：09．2	 40．2
22 
 タイセイスウォード 牡3芦 56

53 ▲加藤 祥太田中 成奉氏 森田 直行 むかわ 上水牧場 464± 0 〃 アタマ 54．9�
712 フォースター 牡3栗 56 水口 優也中西 功氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 456± 01：09．3クビ 191．0�
69 パ オ ロ ッ サ 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 460－ 6 〃 クビ 110．3�
610 ホームゲーム 牝3栗 54 酒井 学平川 浩之氏 蛯名 利弘 新ひだか 畠山牧場 474－ 21：09．4クビ 237．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，251，200円 複勝： 34，060，900円 枠連： 13，850，200円
馬連： 49，581，300円 馬単： 26，303，500円 ワイド： 27，737，700円
3連複： 64，539，800円 3連単： 89，098，600円 計： 326，423，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 480円 � 130円 枠 連（4－5） 610円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 8，470円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 320円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 32，370円

票 数

単勝票数 計 212512 的中 � 32741（3番人気）
複勝票数 計 340609 的中 � 47726（3番人気）� 12510（9番人気）� 89326（1番人気）
枠連票数 計 138502 的中 （4－5） 17542（2番人気）
馬連票数 計 495813 的中 �� 7676（19番人気）
馬単票数 計 263035 的中 �� 2327（34番人気）
ワイド票数 計 277377 的中 �� 4671（18番人気）�� 24636（2番人気）�� 8416（9番人気）
3連複票数 計 645398 的中 ��� 13344（12番人気）
3連単票数 計 890986 的中 ��� 1995（106番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．3―11．1―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．6―45．7―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．0
3 6，11（1，13）7（4，9）（5，14）（2，10）8（3，12） 4 6，11（1，7，13）（4，9）5，14（2，8）10（3，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フェアラフィネ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2014．6．22 阪神3着

2012．4．1生 牝3芦 母 ガ イ ヤ ー ル 母母 メイトリアーク 15戦2勝 賞金 24，450，000円



13103 5月23日 曇 良 （27京都3）第9日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時20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
1：21．7
1：21．5

重
不良

12 オーシャンブルグ 牝4鹿 55 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 450＋141：24．4 11．6�
11 マ ナ オ ラ ナ 牝4青鹿55 松山 弘平吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 426＋ 2 〃 クビ 22．7�
612 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－ 61：24．5� 6．7�
23 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 442＋ 21：24．6クビ 3．0�
713 モズマッテタワ 牝5黒鹿55 岩田 康誠 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 486＋ 6 〃 ハナ 4．2�
59 ハッピーロングラン 牝4鹿 55 大野 拓弥馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 424± 0 〃 クビ 67．6	
24 � レディカリビアン 牝4芦 55 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 452＋ 31：24．7クビ 16．1

510� エアマデレーン 牝5青鹿55 四位 洋文 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 460－ 81：24．91� 21．9�
35 モンシュシュ 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 514＋ 2 〃 クビ 6．1�
36 ポ ロ タ ン 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 444－ 2 〃 ハナ 197．9
714 タガノレオーネ 牝5鹿 55 津村 明秀八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 61：25．11 30．8�
815 アイリッシュハープ 牝4栗 55 北村 友一 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468＋ 61：25．41� 32．9�
48 � メイショウマツシマ 牝4青鹿55 太宰 啓介松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 452＋ 21：25．71� 255．5�
611 オリエンタルリリー 牝5鹿 55 藤岡 康太近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 518＋ 81：26．01� 27．4�
47 ヘリオドール 牝4青鹿55 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 456＋ 81：26．95 72．5�
816 パンズラビリンス 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 456＋ 81：27．22 216．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，430，800円 複勝： 39，135，600円 枠連： 14，130，800円
馬連： 60，657，000円 馬単： 30，632，600円 ワイド： 32，542，300円
3連複： 79，247，200円 3連単： 104，056，700円 計： 385，833，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 450円 � 940円 � 290円 枠 連（1－1） 15，210円

馬 連 �� 14，700円 馬 単 �� 28，080円

ワ イ ド �� 3，880円 �� 1，340円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 17，020円 3 連 単 ��� 120，120円

票 数

単勝票数 計 254308 的中 � 17469（5番人気）
複勝票数 計 391356 的中 � 22836（5番人気）� 9857（11番人気）� 39656（4番人気）
枠連票数 計 141308 的中 （1－1） 720（30番人気）
馬連票数 計 606570 的中 �� 3196（38番人気）
馬単票数 計 306326 的中 �� 818（76番人気）
ワイド票数 計 325423 的中 �� 2131（39番人気）�� 6391（13番人気）�� 2889（34番人気）
3連複票数 計 792472 的中 ��� 3492（54番人気）
3連単票数 計1040567 的中 ��� 628（370番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．9―12．2―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―35．0―47．2―59．3―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーシャンブルグ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．1．25 京都13着

2011．4．26生 牝4鹿 母 オーシャンレディー 母母 ネヴァーブライター 10戦2勝 賞金 20，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クロカミノオトメ号
（非抽選馬） 2頭 アブニール号・ショウナンランパダ号

13104 5月23日 曇 良 （27京都3）第9日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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
1：31．4
1：30．7

良
良

47 ヴィンテージローズ 牝4栗 55 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：33．7 9．6�
612 ガルデルスリール 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462± 01：33．91� 2．9�
59 トップアート 牡4鹿 57 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B436± 0 〃 クビ 10．5�
11 トウカイセンス 牝4鹿 55 藤岡 佑介内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 444± 01：34．0クビ 16．3�
611 スイートガーデン 牝4鹿 55 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 498－101：34．1� 48．5�
714 ア ー ブ ル 牡4黒鹿57 池添 謙一吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 三嶋牧場 B528＋ 4 〃 ハナ 4．3�
48 ト ル ス ト イ 牡5鹿 57 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：34．31 5．8	
35 メイショウヤマホコ 牡5黒鹿57 高倉 稜松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 476± 01：34．4� 50．2

815� ベネフィットユー 牡6黒鹿57 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 462＋12 〃 クビ 19．7�
36 クリーブラット 牡4芦 57 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：34．5� 14．1
713� レーヴドプランス 	5鹿 57 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 490＋ 81：34．71� 24．8�
23 カシノランナウェイ 	5栗 57 大下 智柏木 務氏 池添 学 鹿児島 柏木 務 490－ 61：34．91� 89．1�
510 レッドフェザー 牝4栗 55 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－201：35．0
 38．4�
12 ボンセジュール 牝4栗 55

52 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 398－ 21：35．21� 188．9�

816 レッドカチューシャ 牝5青鹿55 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490＋ 21：35．73 147．2�
24 � ブイキャスター 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼�駒秀 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 462－ 21：36．02 502．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，726，300円 複勝： 37，112，700円 枠連： 15，872，100円
馬連： 60，524，200円 馬単： 29，942，400円 ワイド： 30，529，100円
3連複： 74，338，700円 3連単： 104，740，300円 計： 377，785，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 250円 � 140円 � 320円 枠 連（4－6） 470円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，270円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 22，760円

票 数

単勝票数 計 247263 的中 � 20542（4番人気）
複勝票数 計 371127 的中 � 33417（4番人気）� 95543（1番人気）� 24041（5番人気）
枠連票数 計 158721 的中 （4－6） 26022（1番人気）
馬連票数 計 605242 的中 �� 35859（3番人気）
馬単票数 計 299424 的中 �� 6996（7番人気）
ワイド票数 計 305291 的中 �� 14165（3番人気）�� 5881（14番人気）�� 12681（4番人気）
3連複票数 計 743387 的中 ��� 14867（9番人気）
3連単票数 計1047403 的中 ��� 3335（52番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．7―11．8―11．8―11．5―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．3―47．1―58．9―1：10．4―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィンテージローズ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Shirley Heights デビュー 2013．9．22 阪神1着

2011．4．5生 牝4栗 母 ロ ゼ カ ラ ー 母母 ロ ー ザ ネ イ 13戦2勝 賞金 22，700，000円
※スイートガーデン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13105 5月23日 曇 良 （27京都3）第9日 第9競走 ��
��2，200�メルボルントロフィー

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

メルボルンレーシングクラブ－ムーニーバレーレーシングクラブ－ヴィクトリアレーシングクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
2：10．0
2：10．0

良
良

78 グランアルマダ 牡3芦 56 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 534± 02：12．1 140．0�
79 サラトガスピリット 牡3栗 56 和田 竜二平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 502－ 42：12．2� 8．9�
67 チ ャ パ ラ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 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 472＋ 22：12．41� 12．5�
811 フローレスダンサー 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 482＋ 22：12．61� 3．7�
33 ロングスピーク 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 558－ 42：12．81� 84．8�
66 レ ゲ ン デ 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476＋ 62：12．9� 2．1	
22 アンバーグリスキー 牡3鹿 56 幸 英明青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 434－102：13．0� 22．1

55 カレンラストショー 牡3栗 56 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 426± 02：13．21� 15．5�
11 ヴァーサトル 牡3黒鹿56 内田 博幸水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 482＋ 22：13．3	 20．5�
810 スズカステイボーイ 牡3鹿 56 加藤 祥太永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B438＋ 22：14．04 64．2
44 シゲルヤブサメ 牡3黒鹿56 藤岡 康太森中 蕃氏 中村 均 新ひだか グランド牧場 460－ 42：14．63� 7．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，187，800円 複勝： 40，342，800円 枠連： 15，270，000円
馬連： 86，922，500円 馬単： 51，094，000円 ワイド： 40，980，900円
3連複： 104，439，100円 3連単： 194，667，200円 計： 569，904，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，000円 複 勝 � 2，130円 � 240円 � 410円 枠 連（7－7） 28，440円

馬 連 �� 40，650円 馬 単 �� 114，040円

ワ イ ド �� 9，100円 �� 10，620円 �� 920円

3 連 複 ��� 70，950円 3 連 単 ��� 771，220円

票 数

単勝票数 計 361878 的中 � 2067（11番人気）
複勝票数 計 403428 的中 � 4174（10番人気）� 50931（3番人気）� 25900（7番人気）
枠連票数 計 152700 的中 （7－7） 416（31番人気）
馬連票数 計 869225 的中 �� 1657（43番人気）
馬単票数 計 510940 的中 �� 336（94番人気）
ワイド票数 計 409809 的中 �� 1132（45番人気）�� 969（46番人気）�� 12061（12番人気）
3連複票数 計1044391 的中 ��� 1104（108番人気）
3連単票数 計1946672 的中 ��� 183（722番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．1―12．2―12．0―13．0―12．3―11．6―11．6―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．5―35．6―47．8―59．8―1：12．8―1：25．1―1：36．7―1：48．3―2：00．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランアルマダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．8．10 小倉4着

2012．2．4生 牡3芦 母 レディスキッパー 母母 ライクザウインド 7戦2勝 賞金 18，359，000円

13106 5月23日 曇 良 （27京都3）第9日 第10競走
オーストラリアターフクラブ賞

��
��1，200�シドニートロフィー

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

オーストラリアターフクラブ賞（1着）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

59 ルベーゼドランジェ 牝5鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B484± 01：10．8 6．3�
612 スマートアレンジ 牝5鹿 55 酒井 学深見 富朗氏 池添 学 新冠 有限会社 大

作ステーブル 470－ 2 〃 クビ 107．2�
47 キングズウェザー 牡5栗 57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 512＋ 21：11．01� 9．8�
815 スペシャルギフト 	4栗 57 浜中 俊 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：11．1
 6．9�
11 トキノゲンジ 牡7鹿 57 藤岡 康太中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 508＋ 2 〃 ハナ 32．0�
24 マックスガイ 牡6青鹿57 大野 拓弥平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム 472－ 81：11．2
 44．0	
510 ドリームコンサート 牡6栗 57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B518＋ 61：11．3� 15．5

23 メイショウゾンビ 牡6鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 498＋ 41：11．4
 17．7�
816 タガノミューチャン 牝5鹿 55 松山 弘平八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524＋ 2 〃 ハナ 39．6�
48 タイセイマスタング 牡6栗 57 高倉 稜田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 532－ 21：11．5クビ 161．0
714 ゲンパチメジャー 牡6栗 57 岡田 祥嗣平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 506＋121：11．71� 61．5�
713 ルミナスウイング 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490－ 21：11．91� 2．8�
36 グランプリブルー 牡6栗 57 内田 博幸北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B484＋ 41：12．0
 56．2�
12 テイクエイム 牡8鹿 57 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 464＋ 41：12．32 126．3�
611 ヤマノサファイア 牡7栗 57 四位 洋文澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 450＋141：12．4クビ 168．6�
35 メイショウロフウ 牡5黒鹿57 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 492＋ 6 （競走中止） 4．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，080，200円 複勝： 47，745，400円 枠連： 24，329，200円
馬連： 102，112，400円 馬単： 47，783，600円 ワイド： 45，343，400円
3連複： 124，348，000円 3連単： 185，482，000円 計： 612，224，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 1，710円 � 330円 枠 連（5－6） 9，270円

馬 連 �� 31，000円 馬 単 �� 40，580円

ワ イ ド �� 6，510円 �� 1，170円 �� 7，740円

3 連 複 ��� 76，060円 3 連 単 ��� 320，170円

票 数

単勝票数 計 350802 的中 � 44350（3番人気）
複勝票数 計 477454 的中 � 59494（4番人気）� 6099（13番人気）� 38910（5番人気）
枠連票数 計 243292 的中 （5－6） 2032（24番人気）
馬連票数 計1021124 的中 �� 2552（61番人気）
馬単票数 計 477836 的中 �� 883（91番人気）
ワイド票数 計 453434 的中 �� 1764（57番人気）�� 10398（14番人気）�� 1482（61番人気）
3連複票数 計1243480 的中 ��� 1226（166番人気）
3連単票数 計1854820 的中 ��� 420（717番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―11．5―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．0―46．5―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルベーゼドランジェ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Ogygian デビュー 2013．5．18 京都11着

2010．3．22生 牝5鹿 母 シンコウエンジェル 母母 A Kiss for Luck 13戦5勝 賞金 54，457，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 メイショウロフウ号は，競走中に疾病〔寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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） 6頭 エーシングリズリー号・ゲマインシャフト号・ゴーインググレート号・サザンブレイズ号・ダンシングミッシー号・

モエレジュンキン号



13107 5月23日 曇 良 （27京都3）第9日 第11競走 ��
��1，900�第22回平安ステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，26．5．24以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，26．5．23以前の
GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

11 インカンテーション 牡5鹿 57 内田 博幸�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 498＋101：55．1 6．2�
611 クリノスターオー 牡5青 57 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 B544＋ 81：55．41� 5．7�
612 ローマンレジェンド 牡7黒鹿58 岩田 康誠太田珠々子氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 520± 0 〃 クビ 9．1�
23 ナムラビクター 牡6鹿 56 M．デムーロ奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 524－ 41：55．5クビ 4．4�
713	 アジアエクスプレス 牡4栗 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud B538± 01：55．6� 3．9�
35 サウンドトゥルー 
5栗 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：55．7クビ 54．1	
815 ドコフクカゼ 牡5黒鹿56 四位 洋文國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 520＋ 2 〃 アタマ 34．5

47 ニホンピロアワーズ 牡8青鹿58 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 522－181：55．91� 42．8�
12 エノラブエナ 牡4鹿 56 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 548＋ 21：56．11 14．7
36 グランドシチー 牡8鹿 56 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 480－101：56．52� 133．1�
48 ダノンバトゥーラ 牡4黒鹿56 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 480＋ 61：56．92� 14．3�
59 ソリタリーキング 牡8黒鹿57 池添 謙一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋121：57．0クビ 79．9�
510� イッシンドウタイ 牡6鹿 56 和田 竜二�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 522＋ 21：57．53 100．0�
816 マイネルクロップ 牡5芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 496－ 41：58．45 18．9�
24 アスカノロマン 牡4栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520＋121：58．93 33．0�
714 タガノゴールド 牡4栗 56 北村 友一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472± 01：59．21� 172．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 123，656，400円 複勝： 218，798，900円 枠連： 88，281，400円
馬連： 447，488，800円 馬単： 180，507，300円 ワイド： 203，685，200円
3連複： 666，226，400円 3連単： 944，717，900円 計： 2，873，362，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 220円 � 250円 枠 連（1－6） 900円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，220円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 5，380円 3 連 単 ��� 27，260円

票 数

単勝票数 計1236564 的中 � 157966（4番人気）
複勝票数 計2187989 的中 � 251642（4番人気）� 271205（3番人気）� 218780（5番人気）
枠連票数 計 882814 的中 （1－6） 75761（4番人気）
馬連票数 計4474888 的中 �� 191126（6番人気）
馬単票数 計1805073 的中 �� 40214（11番人気）
ワイド票数 計2036852 的中 �� 72711（6番人気）�� 42177（12番人気）�� 50944（9番人気）
3連複票数 計6662264 的中 ��� 92846（14番人気）
3連単票数 計9447179 的中 ��� 25123（74番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．3―12．8―12．6―11．9―11．7―12．0―12．2―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．1―29．4―42．2―54．8―1：06．7―1：18．4―1：30．4―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インカンテーション �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Machiavellian デビュー 2012．7．14 中京15着

2010．3．24生 牡5鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 22戦8勝 賞金 265，891，000円
〔その他〕 イッシンドウタイ号は，1コーナーで外側に逃避しようと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23頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）23頭 アメージングタクト号・アンコイルド号・アンズチャン号・エアウルフ号・ガンジス号・グラッツィア号・

サトノプライマシー号・ソロル号・ダイヤノゲンセキ号・タールタン号・デザートオアシス号・ナリタハリケーン号・
ナリタポセイドン号・バンズーム号・ブルーチッパー号・ベルゲンクライ号・ベルサリエーレ号・
マキャヴィティ号・メイショウツチヤマ号・メテオロロジスト号・ラヴィアンクレール号・レオンビスティー号・
ワンダーコロアール号

13108 5月23日 曇 良 （27京都3）第9日 第12競走
レーシングオーストラリア賞

��
��1，800�オーストラリアトロフィー

発走16時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

レーシングオーストラリア賞（1着）
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

67 イ サ ベ ル 牝4鹿 55 浜中 俊近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456＋101：44．9 2．8�
22 ブレイヴリー 牡4鹿 57 四位 洋文岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B484－ 41：45．11� 8．2�
79 アサクサティアラ 牝5青鹿55 M．デムーロ田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 444± 01：45．2	 3．8�
33 イイデフューチャー 牡4黒鹿57 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 462± 01：45．41� 53．2�
811 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 464－ 41：45．5
 41．3�
55 サイモンラムセス 牡5鹿 57 松山 弘平澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B444－ 4 〃 アタマ 4．0	
810 バ ン ザ イ 牡6栗 57 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 512－ 41：45．6クビ 15．4

66 アウトオブシャドウ 牡5栗 57 岩田 康誠飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 458－ 21：45．81� 8．3�
44 イ デ ア 牡7鹿 57 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 488－ 41：45．9クビ 95．6�
11 キンショータイム 牡5栗 57 津村 明秀礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 482－ 61：46．0	 91．3
78 クロイゼリンチャン 牝5鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 北田 剛 448＋ 81：47．38 63．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，250，200円 複勝： 48，761，700円 枠連： 22，529，200円
馬連： 106，305，200円 馬単： 55，392，300円 ワイド： 43，934，300円
3連複： 120，774，000円 3連単： 252，003，100円 計： 691，950，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 200円 � 130円 枠 連（2－6） 940円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 440円 �� 230円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 5，700円

票 数

単勝票数 計 422502 的中 � 119944（1番人気）
複勝票数 計 487617 的中 � 113809（1番人気）� 47269（5番人気）� 105396（2番人気）
枠連票数 計 225292 的中 （2－6） 18404（4番人気）
馬連票数 計1063052 的中 �� 69919（4番人気）
馬単票数 計 553923 的中 �� 25497（7番人気）
ワイド票数 計 439343 的中 �� 23602（4番人気）�� 56282（1番人気）�� 20439（8番人気）
3連複票数 計1207740 的中 ��� 74463（3番人気）
3連単票数 計2520031 的中 ��� 32037（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．4―34．7―46．8―58．8―1：10．6―1：22．0―1：33．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ サ ベ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．3．16 阪神1着

2011．2．16生 牝4鹿 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 7戦3勝 賞金 34，579，000円



（27京都3）第9日 5月23日（土曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

238，790，000円
2，080，000円
7，520，000円
2，060，000円
21，830，000円
72，529，000円
4，978，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
407，780，000円
630，228，900円
254，920，800円
1，133，250，400円
549，969，200円
538，749，600円
1，527，223，900円
2，306，403，300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 7，348，526，100円

総入場人員 17，671名 （有料入場人員 16，605名）
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