
13121 5月28日 曇 良 （28京都3）第11日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

24 マッカートニー 牡3栗 56 岩田 康誠薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 480－ 21：12．6 8．6�
816 ショウサングランド 牡3鹿 56 小牧 太鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 470－ 41：12．7� 2．0�
815 タイキラメール 牡3栗 56 幸 英明�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 464＋ 41：13．01� 4．8�
611 ローゼンタール 牝3栗 54 M．デムーロ岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 21：13．31� 5．7�
12 エイシンヴィーヴォ 牝3栗 54 川島 信二�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 城地 清満 442＋ 6 〃 クビ 92．8	
713 エ タ ー ナ ル 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド B500± 01：13．4クビ 17．8

714 テイエムサンピラー 牝3芦 54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 登別 ユートピア牧場 500－ 21：13．61� 34．4�
36 エイシンディクティ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也平井 克彦氏 小崎 憲 浦河 栄進牧場 458＋141：13．7� 158．7�
59 クリノブラビッシモ 牡3黒鹿56 水口 優也栗本 守氏 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 446－ 61：13．8� 11．3
510 ピエナダンディー 牡3黒鹿56 武 豊本谷 兼三氏 浜田多実雄 日高 藤本 友則 492－ 41：14．65 55．3�
48 アイファーウタオー 牡3黒鹿56 松田 大作中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 490－ 81：14．7クビ 75．9�
35 サフランタイヨウ �3青鹿56 田中 健海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 420－141：14．8� 325．7�
11 ウイングカイユウ �3鹿 56 畑端 省吾池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 472 ―1：14．9クビ 340．4�
23 ヤマニンプチサボン 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 450 ―1：15．0� 153．2�
612 ショウナンアイリス 牝3鹿 54 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 西村 和夫 458± 01：15．1� 92．3�
47 アグネスソワレ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極渡辺公美子氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 480± 01：15．73� 117．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，700，400円 複勝： 50，058，100円 枠連： 12，970，400円
馬連： 53，358，700円 馬単： 29，340，400円 ワイド： 33，248，400円
3連複： 76，585，500円 3連単： 112，118，200円 計： 391，380，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 170円 � 110円 � 140円 枠 連（2－8） 610円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 320円 �� 570円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 9，510円

票 数

単勝票数 計 237004 的中 � 21874（4番人気）
複勝票数 計 500581 的中 � 44213（4番人気）� 242634（1番人気）� 62973（2番人気）
枠連票数 計 129704 的中 （2－8） 16224（3番人気）
馬連票数 計 533587 的中 �� 46842（3番人気）
馬単票数 計 293404 的中 �� 9641（7番人気）
ワイド票数 計 332484 的中 �� 25184（3番人気）�� 12801（7番人気）�� 49984（1番人気）
3連複票数 計 765855 的中 ��� 50737（2番人気）
3連単票数 計1121182 的中 ��� 8542（25番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．5―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．1―47．6―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッカートニー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．2．20 京都5着

2013．4．28生 牡3栗 母 マッキーロイヤル 母母 クリアーチャンス 4戦1勝 賞金 6，350，000円
〔制裁〕 エターナル号の騎手加藤祥太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10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。
（非抽選馬） 5頭 アメジストデュー号・シゲルヒラスズキ号・ダウンタウンブギ号・ヒロノチャンバー号・ライジョー号

13122 5月28日 曇 良 （28京都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

510� チャイマックス 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky
Farms 460－ 21：53．2 2．4�

611 スノードルフィン 牡3黒鹿56 松田 大作 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 B482＋ 61：53．62� 4．0�

612 エランドールシチー 牡3鹿 56 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか カタオカフアーム 450＋ 51：54．13 87．7�
35 ブレイキングザロウ 牡3栗 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510－ 6 〃 クビ 8．2�
714 ウォータープリアム 牡3栗 56 松若 風馬山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 512＋ 61：54．41	 11．3	
36 バイキングスター 牡3黒鹿56 太宰 啓介古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 444± 01：54．61 26．5

59 ミスターライジン 牡3鹿 56 高倉 稜阿部東亜子氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 484＋ 2 〃 ハナ 75．4�
713 クリノメルクリウス 
3鹿 56 武 豊栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム B428－ 41：55．02� 5．6�
815 ベリーフェイマス 牡3黒鹿56 和田 竜二青山 洋一氏 村山 明 日高 下河辺牧場 458＋ 41：55．21� 28．2
24 イーグルバイオ 牡3鹿 56 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 498＋ 61：56．05 50．9�
47 スリーサンレーザー 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人永井商事� 目野 哲也 浦河 辻 牧場 490＋ 41：56．32 377．6�
816 アブソルプション 
3黒鹿 56

54 △加藤 祥太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 510 ―1：56．51� 20．7�
23 メイショウジーター 牡3栗 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 524＋101：57．77 44．0�
11 メイショウサトヤマ 
3栗 56

53 ▲坂井 瑠星松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 488＋ 81：58．87 113．1�
12 マ ス カ ー ニ 牡3栗 56

54 △義 英真ライオンレースホース� 岩元 市三 日高 Shall Farm 474＋102：00．29 284．7�
48 ミュークマサナリ 牡3栃栗 56

53 ▲森 裕太朗庄司 修二氏 藤沢 則雄 青森 諏訪牧場 526＋ 8 （競走中止） 98．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，849，600円 複勝： 37，003，800円 枠連： 14，046，000円
馬連： 52，411，100円 馬単： 25，337，600円 ワイド： 30，578，100円
3連複： 65，854，100円 3連単： 83，571，100円 計： 331，651，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 160円 � 1，370円 枠 連（5－6） 530円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 250円 �� 3，020円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 11，590円 3 連 単 ��� 38，200円

票 数

単勝票数 計 228496 的中 � 73573（1番人気）
複勝票数 計 370038 的中 � 98408（1番人気）� 65848（2番人気）� 4163（12番人気）
枠連票数 計 140460 的中 （5－6） 20179（2番人気）
馬連票数 計 524111 的中 �� 71676（1番人気）
馬単票数 計 253376 的中 �� 18118（2番人気）
ワイド票数 計 305781 的中 �� 38842（1番人気）�� 2303（30番人気）�� 1661（36番人気）
3連複票数 計 658541 的中 ��� 4259（35番人気）
3連単票数 計 835711 的中 ��� 1586（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．6―37．8―50．8―1：03．6―1：16．0―1：28．1―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�チャイマックス �
�
父 Congrats �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．10．3 阪神4着

2013．1．25生 牝3鹿 母 Icy Tea 母母 Miss Sobriety 6戦1勝 賞金 11，400，000円
〔競走中止〕 ミュークマサナリ号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し，4コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 メイショウサトヤマ号・マスカーニ号は，4コーナーで競走を中止した馬の影響を受けたため，「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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アマルティア号・コウエイドルバコ号・シゲルサツキサバ号・タイムシャワー号・ニホンピロプレー号・

メイショウアケボノ号・レザニティエ号

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28日 曇 良 （28京都3）第11日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10時55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

23 キャンドヒート 牡3黒鹿56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 平山牧場 466＋ 81：34．8 17．6�
818 ナノセカンド 牡3青鹿56 高倉 稜近藤 克麿氏 宮本 博 日高 シンボリ牧場 450－ 6 〃 クビ 3．8�
47 � ソングライティング 牝3黒鹿54 川田 将雅吉田 和子氏 高野 友和 米 Fares Farms,

L.L.C. 500－201：34．9� 2．4�
36 テイエムマケンゲナ 牝3鹿 54

52 △義 英真竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 440＋ 21：35．11	 198．6�
816 ヒ ワ ラ ニ 牝3鹿 54 四位 洋文名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 464－ 41：35．2クビ 62．8�
817� ジョリーザスターズ 牝3黒鹿54 福永 祐一大塚 亮一氏 斉藤 崇史 仏

Mr Marcello
Randelli, Mlle
Sonja Banziger

472－ 41：35．3� 12．7	
35 ダノングランツ 牡3青 56 M．デムーロ�ダノックス 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 444－ 21：35．51� 8．9

59 ツースターク 牝3鹿 54 国分 恭介宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 沖田牧場 428－ 81：35．6� 14．6�
24 ナムラムサシ 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 446－ 6 〃 アタマ 5．9�
612 インフィニティラヴ 牝3黒鹿 54

52 △加藤 祥太 キャロットファーム 渡辺 薫彦 浦河 高岸 順一 470＋ 61：35．7クビ 161．0�
715 スターズストリーク 牡3鹿 56 松山 弘平吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 494－10 〃 ハナ 54．6�
611 サクラグレイス 牝3栗 54 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡スタット 414 ― 〃 クビ 122．2�
11 ゴッドテンス 牡3芦 56 幸 英明窪田 芳郎氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 502－ 21：35．8� 67．0�
714 ワンダラーズ 牡3鹿 56 M．デュプレシス 石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 富田牧場 510－ 4 〃 クビ 125．3�

（新）

510 ウェーブエンジェル 牝3芦 54 藤岡 佑介万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 434 ―1：36．01	 237．4�
48 ホーリーアーマー 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也天堀 忠博氏 橋田 満 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 472＋221：36．1� 221．7�

713 アデプタスメジャー 牡3栗 56 松若 風馬 シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 500－ 41：36．31	 96．7�
12 カスタニャッチョ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 武 牧場 416－ 21：37．15 281．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，807，200円 複勝： 39，087，500円 枠連： 16，377，200円
馬連： 61，030，400円 馬単： 29，024，500円 ワイド： 33，048，100円
3連複： 73，553，700円 3連単： 96，819，500円 計： 376，748，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 280円 � 130円 � 120円 枠 連（2－8） 620円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 10，180円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 810円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 32，580円

票 数

単勝票数 計 278072 的中 � 12595（7番人気）
複勝票数 計 390875 的中 � 23547（7番人気）� 83244（2番人気）� 104212（1番人気）
枠連票数 計 163772 的中 （2－8） 20451（2番人気）
馬連票数 計 610304 的中 �� 14196（12番人気）
馬単票数 計 290245 的中 �� 2138（34番人気）
ワイド票数 計 330481 的中 �� 7457（14番人気）�� 9634（11番人気）�� 39006（1番人気）
3連複票数 計 735537 的中 ��� 20982（6番人気）
3連単票数 計 968195 的中 ��� 2154（104番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．0―11．8―11．8―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―46．9―58．7―1：10．5―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 7（9，11）2（5，16）4，17（6，12）18（3，10）（14，15）13－（8，1） 4 7（9，11）（2，5，16）（4，17）（12，18）6，3－（14，10，15）13（8，1）

勝馬の
紹 介

キャンドヒート �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2015．7．18 中京7着

2013．3．20生 牡3黒鹿 母 ラヴゴッデス 母母 Controlling 3戦1勝 賞金 5，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シュネルギア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13124 5月28日 曇 良 （28京都3）第11日 第4競走 ��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

816 ヴ ォ ー ジ ュ 牡3青鹿56 川田 将雅杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 508－102：01．7 10．6�
11 インディーズルアー 牡3鹿 56 四位 洋文田島 大史氏 中村 均 新冠 長浜牧場 480＋ 82：01．8� 4．1�
59 ワンスインアライフ 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 460－ 22：02．01� 7．2�
23 マルヨプラード 牡3栗 56 国分 恭介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 468－12 〃 アタマ 173．4�
48 クーパーズヒル 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人加藤 千豊氏 木原 一良 日高 新井 昭二 412－ 8 〃 ハナ 310．2�
36 メイショウルルド 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 502± 02：02．1クビ 38．7	
713 ビービーブレスユー 牡3鹿 56 高倉 稜
坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 486－ 6 〃 クビ 14．6�
47 タガノミシュラン 牡3鹿 56

54 △義 英真八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 444－102：02．3� 18．9�

612 アズナヴァル 牡3鹿 56 福永 祐一前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 444± 0 〃 アタマ 3．0
12 ニュートライ 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 �川フアーム 506－ 2 〃 クビ 365．1�
714 ショウナンラポルタ 牡3鹿 56 岩田 康誠国本 哲秀氏 高野 友和 日高 宝寄山 忠則 486－ 22：02．62 19．8�
510 ダイシンサクセス 牡3黒鹿56 和田 竜二大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 B488－ 8 〃 ハナ 152．6�
815 フリーフォール 牡3鹿 56 M．デムーロ�G1レーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム 436－ 42：03．02� 4．3�
35 ウォーターバステト 牝3黒鹿54 柴田 未崎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 426－ 42：04．8大差 508．4�
24 パ ッ ソ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 432－ 82：05．65 205．1�

（15頭）
611 ハギノセレーノ 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，444，800円 複勝： 43，666，500円 枠連： 14，659，800円
馬連： 64，534，600円 馬単： 30，002，500円 ワイド： 35，382，600円
3連複： 77，342，700円 3連単： 105，518，000円 計： 401，551，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 240円 � 170円 � 190円 枠 連（1－8） 680円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 590円 �� 860円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 20，000円

票 数

単勝票数 計 304448 的中 � 22849（5番人気）
複勝票数 計 436665 的中 � 41314（5番人気）� 75617（2番人気）� 59039（4番人気）
枠連票数 計 146598 的中 （1－8） 16668（2番人気）
馬連票数 計 645346 的中 �� 30074（7番人気）
馬単票数 計 300025 的中 �� 5310（18番人気）
ワイド票数 計 353826 的中 �� 15291（7番人気）�� 10118（12番人気）�� 20473（5番人気）
3連複票数 計 773427 的中 ��� 19501（10番人気）
3連単票数 計1055180 的中 ��� 3824（67番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．5―12．7―12．9―12．1―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．1―48．6―1：01．3―1：14．2―1：26．3―1：38．3―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ォ ー ジ ュ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．4．23 京都8着

2013．5．15生 牡3青鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔出走取消〕 ハギノセレーノ号は，疾病〔四肢挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 ショウナンラポルタ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エイシンシルダリア号・モノトーンボーイ号



13125 5月28日 曇 良 （28京都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

11 ネクストムーブ 牡3栗 56 小牧 太林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 506± 01：51．7 2．5�
47 ボンナヴァン 牡3鹿 56 岩田 康誠吉田 晴哉氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 532＋121：52．33� 24．3�
24 キングラディウス 牡3栗 56 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B464＋ 41：52．61� 45．0�
816 シゲルキハダマグロ 牡3栗 56 松山 弘平森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか タガミファーム 438＋ 21：52．81 3．2�
12 ストライクイーグル 牡3青鹿56 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 高野 友和 新ひだか 前田 宗将 510＋ 41：53．11� 28．8�
35 カルムパシオン 牡3鹿 56 武 豊前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510± 01：53．42 21．8	
714 デアリングエッジ 牝3栗 54 国分 優作 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 428± 0 〃 クビ 55．4

611 カフジデンジャー 牡3鹿 56 松田 大作加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 556± 01：53．5� 22．1�
815 エイシンリンリン 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 水丸牧場 462＋ 41：53．6� 118．2
510 ピスコサワー 牡3黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 514－ 21：53．81� 10．2�
48 スナークレッド 牡3鹿 56 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 482± 01：54．11� 141．7�
23 ロードボアソルテ 牡3栗 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか タツヤファーム 472＋ 61：54．31� 53．4�
36 マイネルインディゴ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ムラカミファーム 468＋ 21：54．51� 24．9�
612 ノーブルスノー 牝3芦 54 M．デュプレシス 吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 474－ 41：54．81� 259．6�

（新）

59 トウショウコマンチ 牡3青鹿56 �島 良太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502＋ 41：55．22� 35．4�
713 アルコステラート 牡3鹿 56 M．デムーロ藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 482－ 4 〃 ハナ 7．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，227，900円 複勝： 48，248，900円 枠連： 16，796，400円
馬連： 71，413，000円 馬単： 34，535，300円 ワイド： 42，265，400円
3連複： 95，476，500円 3連単： 123，668，400円 計： 464，631，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 650円 � 760円 枠 連（1－4） 2，780円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，670円 �� 9，010円

3 連 複 ��� 31，620円 3 連 単 ��� 114，940円

票 数

単勝票数 計 322279 的中 � 101532（1番人気）
複勝票数 計 482489 的中 � 133903（1番人気）� 14891（8番人気）� 12572（10番人気）
枠連票数 計 167964 的中 （1－4） 4675（12番人気）
馬連票数 計 714130 的中 �� 15302（12番人気）
馬単票数 計 345353 的中 �� 5066（15番人気）
ワイド票数 計 422654 的中 �� 8081（11番人気）�� 6560（15番人気）�� 1176（62番人気）
3連複票数 計 954765 的中 ��� 2264（94番人気）
3連単票数 計1236684 的中 ��� 780（324番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―13．0―12．5―12．4―12．3―12．4―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―36．5―49．0―1：01．4―1：13．7―1：26．1―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネクストムーブ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．3．6 阪神1着

2013．2．20生 牡3栗 母 ナスケンアイリス 母母 オブザーヴァント 3戦2勝 賞金 16，888，000円
〔発走状況〕 キングラディウス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ドラゴンカップ号・モルゲンロート号・レッドジェイド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13126 5月28日 曇 良 （28京都3）第11日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走12時45分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

22 アグネスミニッツ 牡5栗 57 菱田 裕二渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 510＋ 22：00．9 5．1�
34 ヘ イ ム ダ ル 牡4黒鹿 57

54 ▲荻野 極岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 492＋ 42：01．0� 14．1�
11 メリーモナーク 	4鹿 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 464－ 42：01．21
 8．2�
46 キングナポレオン 	5黒鹿57 M．デムーロ田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 クビ 3．6�
610 グリーンラヴ 牡6栗 57 秋山真一郎 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 470－ 62：01．3クビ 3．3

69 � スリーマキシマム 牡5鹿 57

55 △城戸 義政永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 488－ 62：01．51� 124．2�
33 � ト ラ ヴ ィ ス 牡5鹿 57 松若 風馬�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 492± 02：01．6
 97．6�
813 ウイングジャパン 牡4栗 57 松山 弘平池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 498± 02：01．81
 40．1
57 レ レ オ ー ネ 牡4鹿 57

56 ☆島 克駿 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484－ 42：01．9クビ 12．0�
814 ノーブルソニック 牝4黒鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 アタマ 10．6�
712� ウィステリアメジロ 牝5黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星水谷 昌晃氏 日吉 正和 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋ 2 〃 クビ 181．4�
45 アドマイヤアース 牡5栗 57 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－ 22：02．22 196．1�
711� ラックアサイン 牝4鹿 55

53 △義 英真岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 486± 02：02．62
 104．7�
58 ミッキーカーニバル 牝4鹿 55 小牧 太野田みづき氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 476－ 22：03．02
 18．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，508，200円 複勝： 39，275，500円 枠連： 13，910，000円
馬連： 66，320，100円 馬単： 29，141，800円 ワイド： 35，797，900円
3連複： 80，400，300円 3連単： 107，927，700円 計： 400，281，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 430円 � 260円 枠 連（2－3） 4，050円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 970円 �� 650円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 5，960円 3 連 単 ��� 25，790円

票 数

単勝票数 計 275082 的中 � 43076（3番人気）
複勝票数 計 392755 的中 � 55269（3番人気）� 20773（8番人気）� 40641（4番人気）
枠連票数 計 139100 的中 （2－3） 2659（18番人気）
馬連票数 計 663201 的中 �� 17514（13番人気）
馬単票数 計 291418 的中 �� 4749（19番人気）
ワイド票数 計 357979 的中 �� 9449（12番人気）�� 14751（6番人気）�� 5714（22番人気）
3連複票数 計 804003 的中 ��� 10109（23番人気）
3連単票数 計1079277 的中 ��� 3034（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．4―49．2―1：01．8―1：14．2―1：26．1―1：37．5―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスミニッツ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．11．17 京都3着

2011．5．19生 牡5栗 母 アグネスマジカル 母母 ブレッシング 17戦2勝 賞金 17，500，000円
〔制裁〕 レレオーネ号の騎手島克駿は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・11番・13番）



13127 5月28日 曇 良 （28京都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

23 � トレジャーステイト 牝4鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 468－ 21：24．5 11．2�
611 ヴ レ ク ー ル 牡5栗 57 川田 将雅 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 514± 01：24．82 4．0�
713 コ ン テ ナ 牡4鹿 57 M．デムーロ住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 600＋ 4 〃 ハナ 3．1�
816 グランシュクレ 牝4芦 55

53 △加藤 祥太間宮 秀直氏 庄野 靖志 新冠 芳住 鉄兵 460＋181：24．9クビ 25．2�
612 カノヤプレジデント 	6鹿 57 中村 将之神田アヤ子氏 谷 潔 登別 青藍牧場 488± 01：25．0
 140．1�
35 ヴェアデイロス 牡7鹿 57

54 ▲坂井 瑠星	ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 454＋101：25．21
 59．1

12 � プレスアテンション 牡5栗 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス	 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 518＋ 6 〃 ハナ 7．0�
47 レンズフルパワー 牡4鹿 57 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 502± 01：25．3クビ 27．4�
24 ダイメイコンドル 牡4黒鹿57 武 豊宮本 孝一氏 浜田多実雄 新ひだか 今 牧場 530± 01：25．4
 5．2
11 � スズカファイン 牡4栗 57 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 478± 0 〃 クビ 15．2�
815� バーサーカー 牡4栗 57 秋山真一郎香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 B500± 0 〃 クビ 23．0�
714 サーティグランド 牡4鹿 57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 492－ 61：25．93 41．8�
36 � クリノミユキチャン 牝5鹿 55

52 ▲森 裕太朗栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 今井 秀樹 446－161：26．0クビ 265．5�
59 ケープオブホープ 牝5黒鹿55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 榊原 敏明 434＋ 41：26．42
 487．3�
510� マルカジャーニー 牡4栗 57

56 ☆小崎 綾也日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 信成牧場 486－201：27．14 83．1�
48 � キングズアフェアー 	4黒鹿 57

56 ☆�島 克駿吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 512＋151：27．2
 56．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，802，300円 複勝： 50，085，100円 枠連： 19，720，500円
馬連： 80，411，100円 馬単： 33，233，500円 ワイド： 45，484，900円
3連複： 101，150，000円 3連単： 123，351，800円 計： 485，239，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 240円 � 130円 � 140円 枠 連（2－6） 740円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 610円 �� 640円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 17，040円

票 数

単勝票数 計 318023 的中 � 22626（5番人気）
複勝票数 計 500851 的中 � 40940（5番人気）� 111651（1番人気）� 99239（2番人気）
枠連票数 計 197205 的中 （2－6） 20408（4番人気）
馬連票数 計 804111 的中 �� 26992（9番人気）
馬単票数 計 332335 的中 �� 4995（19番人気）
ワイド票数 計 454849 的中 �� 18176（5番人気）�� 17245（6番人気）�� 41715（1番人気）
3連複票数 計1011500 的中 ��� 37610（3番人気）
3連単票数 計1233518 的中 ��� 5248（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．5―47．8―1：00．0―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 3（4，11）（1，7，16）13（8，15）9（6，2，14）－（12，10，5） 4 3（4，11）（1，16）7（13，15）8（9，2）14（6，12，5）－10

勝馬の
紹 介

�トレジャーステイト �
�
父 Oasis Dream �

�
母父 Sadler’s Wells

2012．4．19生 牝4鹿 母 ワ イ オ ラ 母母 Rubies From Burma 5戦1勝 賞金 10，950，000円
初出走 JRA

※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。
（非抽選馬） 6頭 アーネストミノル号・カノヤカンザクラ号・シンプリースパーブ号・タマモワカサマ号・マイネルレハイム号・

ライムチェイサー号

13128 5月28日 曇 良 （28京都3）第11日 第8競走 ��3，930�第18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 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード4：21．6良

22 ニホンピロバロン 牡6栗 60 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 484－ 24：27．4 1．4�
710 サンライズロイヤル 牡7鹿 60 北沢 伸也松岡 隆雄氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 556＋ 44：28．57 7．8�
56 ドリームセーリング 牡9栗 60 石神 深一ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 478－ 24：28．81� 18．4�
813 マイネルフィエスタ 牡6芦 60 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 512－ 24：30．8大差 27．4�
33 ルールプロスパー 牡11青鹿61 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 462－124：30．9� 5．3�
45 メイショウセイウン 牡5栗 60 森 一馬松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 490± 04：31．43 82．6	
44 タガノグーフォ �7黒鹿60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 八木牧場 488＋ 44：31．61	 41．7

68 ミヤコデラックス 牡7鹿 60 浜野谷憲尚吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B478－ 24：32．34 155．4�
69 ラガートモヒーロ 牡7黒鹿60 黒岩 悠奥村 啓二氏 池添 学 浦河 山春牧場 472± 04：32．62 174．1�
57 ピ ン ク マ ン 牡4黒鹿59 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 436± 04：32．7クビ 14．8
812 キープトライン 牡6鹿 60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B488＋ 24：33．97 70．5�
11 ウォンテッド 牡6黒鹿60 中村 将之谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 500＋ 64：36．2大差 33．9�
711 グリッターウイング 牡9栗 60 小坂 忠士吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 538＋ 44：38．8大差 220．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，428，900円 複勝： 76，187，100円 枠連： 21，491，000円
馬連： 82，745，700円 馬単： 52，032，300円 ワイド： 43，747，800円
3連複： 120，628，500円 3連単： 241，316，900円 計： 677，578，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（2－7） 410円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 200円 �� 450円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 394289 的中 � 215386（1番人気）
複勝票数 計 761871 的中 � 494471（1番人気）� 65541（2番人気）� 30819（4番人気）
枠連票数 計 214910 的中 （2－7） 40432（1番人気）
馬連票数 計 827457 的中 �� 155331（1番人気）
馬単票数 計 520323 的中 �� 79427（1番人気）
ワイド票数 計 437478 的中 �� 69228（1番人気）�� 22922（4番人気）�� 11513（9番人気）
3連複票数 計1206285 的中 ��� 58298（3番人気）
3連単票数 計2413169 的中 ��� 56396（5番人気）
上り 1マイル 1：49．9 4F 53．2－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→」
�
�
6－3，2－4＝10＝（5，12）－7－13－9－8＝1＝11・（6，2）10－3＝4＝（7，5）12，13＝8，9＝1－11

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロバロン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．30生 牡6栗 母 ニホンピロアニカ 母母 ニホンピロプレイズ 障害：6戦5勝 賞金 98，647，000円



13129 5月28日 曇 良 （28京都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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

712 トウカイセンス 牝5鹿 55 M．デムーロ内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 448± 01：07．9 3．9�
35 グランシェリー 牝5芦 55 浜中 俊間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 526＋ 6 〃 クビ 5．7�
22 ブラッククローバー 牡4黒鹿57 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 496± 01：08．1� 15．7�
46 	 イ ッ テ ツ 牡4鹿 57 武 豊林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 478－ 4 〃 アタマ 11．4�
59 ナリタスターワン 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 478＋101：08．2
 6．8�
11 ダノンマッキンレー 牡5栗 57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 512＋ 41：08．41� 17．6	
610 ハ ピ ネ ス 牝5黒鹿55 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 21：08．61� 3．7

34 キタサンラブコール 牡5鹿 57 古川 吉洋�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 472± 01：08．7� 7．9�
58 アドマイヤクーガー 牡8栗 57 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 4 〃 クビ 39．5
814 トウカイインパルス 牡6青鹿57 藤懸 貴志内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 532－ 81：08．8
 172．7�
23 � マンハッタンヘンジ 牡5黒鹿57 丹内 祐次加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 506－ 81：09．01
 212．5�
713 バトルムーングロウ 牝5栗 55 松田 大作宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 496＋141：09．21� 196．9�
47 アグネスマチュア 牡7鹿 57 菱田 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 506＋ 21：09．3クビ 410．3�
611 デンコウヒノマル 牡5栗 57 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 506＋ 21：09．51� 114．8�
815 ウインソワレ 牝4鹿 55 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 456－ 41：10．03 48．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，830，400円 複勝： 69，171，900円 枠連： 24，984，300円
馬連： 136，341，100円 馬単： 52，004，300円 ワイド： 61，638，500円
3連複： 165，600，200円 3連単： 219，296，700円 計： 771，867，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 200円 � 340円 枠 連（3－7） 750円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，300円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 6，430円 3 連 単 ��� 21，560円

票 数

単勝票数 計 428304 的中 � 86938（2番人気）
複勝票数 計 691719 的中 � 116784（2番人気）� 91940（3番人気）� 44099（7番人気）
枠連票数 計 249843 的中 （3－7） 25561（3番人気）
馬連票数 計1363411 的中 �� 80889（3番人気）
馬単票数 計 520043 的中 �� 17191（4番人気）
ワイド票数 計 616385 的中 �� 24528（5番人気）�� 11907（20番人気）�� 12250（18番人気）
3連複票数 計1656002 的中 ��� 19307（24番人気）
3連単票数 計2192967 的中 ��� 7374（64番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．6―11．0―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．3―44．3―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイセンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．2．9 京都7着

2011．5．9生 牝5鹿 母 トウカイファイン 母母 トウカイステラ 22戦4勝 賞金 59，043，000円
〔制裁〕 トウカイセンス号の騎手M．デムーロは，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10，000円。（被害馬：1番）

13130 5月28日 曇 良 （28京都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 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

89 ブラックスピネル 牡3黒鹿57 武 豊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502± 01：47．8 5．6�
44 メートルダール 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 4．4�
22 ノーブルマーズ 牡3栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 470－ 21：47．9クビ 22．2�
55 ジョルジュサンク 牡3栗 57 川田 将雅 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 508± 01：48．11	 12．2�
11 シャドウアプローチ 牡3栗 57 浜中 俊飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 492＋ 41：48．2クビ 13．3	
810 マイネルラフレシア 牡3栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 2 〃 クビ 39．4

77 ロイカバード 牡3黒鹿56 M．デムーロ寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：48．3
 1．9�
78 エルビッシュ 牝3黒鹿54 四位 洋文吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 422－ 21：48．51	 109．4�
66 キンショーユキヒメ 牝3芦 54 松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 492－ 61：49．03 9．9

（9頭）
33 フ ォ ン ス 牡3黒鹿56 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 73，374，500円 複勝： 118，729，800円 枠連： 20，792，500円
馬連： 187，217，500円 馬単： 86，457，300円 ワイド： 89，585，700円
3連複： 220，999，700円 3連単： 434，635，800円 計： 1，231，792，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 180円 � 490円 枠 連（4－8） 1，190円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，200円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 27，550円

票 数

単勝票数 差引計 733745（返還計 7597） 的中 � 103007（3番人気）
複勝票数 差引計1187298（返還計 14169） 的中 � 172148（3番人気）� 194848（2番人気）� 49728（7番人気）
枠連票数 差引計 207925（返還計 8949） 的中 （4－8） 13438（4番人気）
馬連票数 差引計1872175（返還計 51557） 的中 �� 115265（4番人気）
馬単票数 差引計 864573（返還計 24682） 的中 �� 25444（9番人気）
ワイド票数 差引計 895857（返還計 33580） 的中 �� 63157（3番人気）�� 18248（15番人気）�� 17134（16番人気）
3連複票数 差引計2209997（返還計144222） 的中 ��� 27298（19番人気）
3連単票数 差引計4346358（返還計249190） 的中 ��� 11434（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．7―50．0―1：02．2―1：13．9―1：24．9―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックスピネル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．7．19 中京1着

2013．2．14生 牡3黒鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 8戦3勝 賞金 79，211，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 フォンス号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。



13131 5月28日 曇 良 （28京都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；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

36 エーシンマイェスタ 牡6黒鹿57 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 538－ 41：20．9 5．5�
47 マサハヤドリーム 牡4鹿 57 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464＋ 61：21．0� 41．5�
35 ラヴァーズポイント 牝6青鹿55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 510＋ 21：21．1クビ 20．3�
11 ユキノアイオロス 	8鹿 57 川島 信二井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 474－ 2 〃 クビ 162．8�
24 オースミナイン 牡6鹿 57 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 480－ 21：21．2クビ 17．4�
612 アンナミルト 牝5黒鹿55 浜中 俊 	社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 436± 01：21．3
 48．6

818 エリーティアラ 牝4青鹿55 藤岡 佑介谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B454－121：21．61� 109．7�
48 クラウンロゼ 牝6鹿 55 酒井 学矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 492－ 21：21．7
 190．1�
510 プレイズエターナル 牡6黒鹿57 福永 祐一 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 B496± 01：21．8
 13．6
816 コウエイタケル 牡5鹿 57 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 490± 0 〃 ハナ 11．4�
715 スナッチマインド 牝5鹿 55 川田 将雅 	シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 2 〃 クビ 1．7�
714 スマートカルロス 牡4鹿 57 北村 友一大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 470＋ 21：22．01 21．0�
12 カフェリュウジン 牡6鹿 57 松若 風馬西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 520－ 61：22．1� 60．9�
59 サ ン シ カ ゴ 牡5栗 57 菱田 裕二加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 476－ 21：22．42 98．4�
23 クリノタカラチャン 牝6黒鹿55 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 414－ 81：22．5
 285．3�
611 ジ ル ダ 牝4鹿 55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 426＋ 81：22．6クビ 32．6�
713 アドマイヤゴッド 牡4鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B498± 01：23．13 26．3�
817 メイショウハガクレ 牡7鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 472＋ 21：23．52
 362．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 75，337，000円 複勝： 125，390，700円 枠連： 59，877，600円
馬連： 284，415，500円 馬単： 127，060，100円 ワイド： 126，935，900円
3連複： 374，578，100円 3連単： 605，242，800円 計： 1，778，837，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 240円 � 1，060円 � 530円 枠 連（3－4） 5，570円

馬 連 �� 10，170円 馬 単 �� 17，020円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 1，410円 �� 6，060円

3 連 複 ��� 43，280円 3 連 単 ��� 226，300円

票 数

単勝票数 計 753370 的中 � 109577（2番人気）
複勝票数 計1253907 的中 � 165844（2番人気）� 27076（10番人気）� 58667（6番人気）
枠連票数 計 598776 的中 （3－4） 8330（14番人気）
馬連票数 計2844155 的中 �� 23052（25番人気）
馬単票数 計1270601 的中 �� 5597（42番人気）
ワイド票数 計1269359 的中 �� 9327（33番人気）�� 23842（13番人気）�� 5314（48番人気）
3連複票数 計3745781 的中 ��� 6490（100番人気）
3連単票数 計6052428 的中 ��� 1939（496番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．4―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．6―46．0―57．6―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンマイェスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．9 阪神4着

2010．4．18生 牡6黒鹿 母 エイシンシンシアナ 母母 By Land by Sea 26戦5勝 賞金 76，565，000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 アルテ号・ドラゴンストリート号・フォーチュンスター号

13132 5月28日 小雨 良 （28京都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

35 ナリタモード 牝5栗 55
53 △加藤 祥太�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 452＋121：11．6 23．9�

36 セクシーボーイ 牡5鹿 57 武 豊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482－ 5 〃 アタマ 13．6�

612 マッドアバウトユー 牝5栗 55 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 452－121：11．81� 115．6�
815 メイショウユメゴゼ 牝7栃栗55 国分 優作松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 482＋ 2 〃 クビ 7．5�
12 カ オ ー ル 牝5青 55

54 ☆中井 裕二 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 508＋ 61：11．9クビ 21．0�

11 アイムユアドリーム 牝5栗 55 松山 弘平ユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 450＋ 2 〃 クビ 11．3	
48 チーフアセスメント 牡5鹿 57 岩田 康誠 
社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 41：12．11� 2．6�
816 メイショウカフウ 牡5鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 478－ 41：12．2� 32．6�
59 ア ト ラ ン タ 牡4鹿 57 菱田 裕二桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 528＋ 2 〃 ハナ 3．7
714 タガノヴェルリー 牝4鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B454＋ 81：12．41� 14．0�
611 ア バ ン サ ル 牡5栗 57 松田 大作今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 506－ 8 〃 ハナ 228．3�
23 ツーエムカイザー 牡4鹿 57 秋山真一郎水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 500＋ 81：12．61� 76．4�
510 コスモピーコック 牝4鹿 55 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 41：12．7クビ 34．4�
47 ヴェアリアスサマー 牡5栗 57

54 ▲坂井 瑠星小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 516－ 41：13．02 19．1�
24 コスモキーマン 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人 
ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 川越ファーム 470± 01：14．49 222．2�
713 サンマルヴィグラス 牡6鹿 57 �島 良太相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 496－161：15．46 119．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，210，100円 複勝： 66，813，500円 枠連： 36，628，100円
馬連： 160，878，400円 馬単： 58，019，500円 ワイド： 75，858，600円
3連複： 184，868，800円 3連単： 264，563，900円 計： 895，840，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 810円 � 410円 � 2，050円 枠 連（3－3） 12，470円

馬 連 �� 13，740円 馬 単 �� 26，070円

ワ イ ド �� 3，010円 �� 16，090円 �� 15，710円

3 連 複 ��� 279，530円 3 連 単 ��� 1，350，760円

票 数

単勝票数 計 482101 的中 � 16088（9番人気）
複勝票数 計 668135 的中 � 21618（10番人気）� 46603（6番人気）� 7989（13番人気）
枠連票数 計 366281 的中 （3－3） 2276（28番人気）
馬連票数 計1608784 的中 �� 9651（35番人気）
馬単票数 計 580195 的中 �� 1669（78番人気）
ワイド票数 計 758586 的中 �� 6590（32番人気）�� 1209（82番人気）�� 1238（78番人気）
3連複票数 計1848688 的中 ��� 496（313番人気）
3連単票数 計2645639 的中 ��� 142（1572番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―11．8―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―34．9―46．7―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタモード �
�
父 ナリタセンチュリー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．3．23 阪神2着

2011．4．15生 牝5栗 母 ナリタルナパーク 母母 ル ナ パ ー ク 15戦4勝 賞金 43，199，000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 タッチシタイ号
（非抽選馬） 2頭 サンライズトーク号・ネイティヴコード号



（28京都3）第11日 5月28日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

277，090，000円
5，080，000円
2，100，000円
31，130，000円
73，718，500円
5，878，600円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
475，521，300円
763，718，400円
272，253，800円
1，301，077，200円
586，189，100円
653，571，900円
1，637，038，100円
2，518，030，800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
計 8，207，400，600円

総入場人員 19，371名 （有料入場人員 18，502名）
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