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13097 5月24日 晴 良 （26京都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

23 キネオマドンナ 牝3芦 54 浜中 俊吉田 千津氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 480± 01：53．5 7．3�
11 ナリタモード 牝3栗 54 和田 竜二�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 448± 01：53．92� 6．8�
59 ジューンヴィエナ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 424＋ 61：54．21� 16．9�
58 ストライキングアイ 牝3鹿 54 川田 将雅�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 464－ 21：54．3� 3．3�
22 テイエムステータス 牝3鹿 54 藤岡 佑介竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 484± 0 〃 クビ 4．5�
35 シゲルサヌキ 牝3栗 54 酒井 学森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 406± 01：55．25 112．6	
47 エンプレスペスカ 牝3青鹿54 福永 祐一山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 456＋ 61：55．83� 4．3

713 ベ ル テ ン ポ 牝3鹿 54 幸 英明林 正道氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 490－121：56．11� 56．7�
610 アグネスハピネス 牝3栗 54 松田 大作渡辺 孝男氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 434＋ 4 〃 アタマ 38．1�
46 コウエイテンペスタ 牝3黒鹿54 北村 友一伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 502＋101：56．31 14．5
815 ソネットライター 牝3黒鹿54 松山 弘平 �グリーンファーム角田 晃一 千歳 社台ファーム 418＋ 21：56．93� 149．1�
712 メイショウネフェル 牝3栗 54 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508＋ 41：57．0� 392．4�
814 ゴ ラ イ コ ウ 牝3鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 浦河 谷口牧場 452＋121：58．27 307．5�
34 アキノシャイン 牝3栗 54 藤岡 康太山中 明広氏 作田 誠二 様似 林 時春 408＋ 42：00．8大差 182．1�
611 サイコーロブロイ 牝3栗 54 佐久間寛志�髙昭牧場 高橋 亮 浦河 高昭牧場 472＋ 22：03．7大差 55．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，786，700円 複勝： 32，005，500円 枠連： 9，116，000円
馬連： 33，115，100円 馬単： 21，755，400円 ワイド： 17，890，900円
3連複： 51，874，300円 3連単： 81，988，200円 計： 262，532，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 280円 � 210円 � 420円 枠 連（1－2） 840円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，990円 �� 960円

3 連 複 ��� 12，260円 3 連 単 ��� 63，560円

票 数

単勝票数 計 147867 的中 � 16002（5番人気）
複勝票数 計 320055 的中 � 30824（5番人気）� 45231（4番人気）� 17634（6番人気）
枠連票数 計 91160 的中 （1－2） 8085（4番人気）
馬連票数 計 331151 的中 �� 10852（10番人気）
馬単票数 計 217554 的中 �� 3426（21番人気）
ワイド票数 計 178909 的中 �� 5044（11番人気）�� 2155（22番人気）�� 4649（13番人気）
3連複票数 計 518743 的中 ��� 3124（36番人気）
3連単票数 計 819882 的中 ��� 952（191番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．1―35．6―48．4―1：01．4―1：14．5―1：27．2―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．0
1
3
2，3（6，7）（1，8，11）－10（4，14）12，15－5，13－9・（2，3）7（1，6）8－14－（4，12）（10，5）（13，11）9，15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオマドンナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．8 阪神2着

2011．2．13生 牝3芦 母 ベルグラーノ 母母 ディフェレンテ 6戦1勝 賞金 10，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アキノシャイン号・サイコーロブロイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月

24日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ディープオセロ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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） 2頭 キョウワマジック号・クールエンゲージ号

13098 5月24日 晴 良 （26京都3）第9日 第2競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

47 レッドフェザー 牝3栗 54 武 豊 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＋ 41：26．4 2．6�

24 ラテンロック 牡3鹿 56 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 500 ―1：26．5� 66．7�

816 ダンツトゥルース 牡3鹿 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 B478＋ 41：26．82 3．1�
35 � ヴェントアウレオ 牡3栗 56 浜中 俊藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 476－ 41：27．12 6．0�
11 トーコープラネット 牡3栗 56 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 浦河 市川フアーム 454± 0 〃 クビ 10．8�
48 コスモフラッグ 牡3鹿 56 和田 竜二 	ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 442－ 81：27．31 13．3

12 ヴ ィ ラ 牝3鹿 54 福永 祐一窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474＋24 〃 クビ 10．6�
36 タイキラナキラ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真	大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 470＋ 81：27．5	 69．3�

612 アップルシェア 牝3鹿 54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 450± 01：27．6	 56．2
815 ネオマイスター 牡3青鹿56 幸 英明久保 博文氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 498＋ 21：28．34 175．6�
714 ハクユウジャック 牡3栗 56 藤岡 佑介 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか キヨミネ牧場 452＋ 81：28．51
 420．8�
713 デルマモナーク 牡3栗 56 池添 謙一浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 520－ 61：28．81	 48．5�
510 ピエナダイヤ 牡3黒鹿56 太宰 啓介本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 488＋ 21：28．9� 407．3�
23 ヒ ュ ウ ガ 牡3鹿 56 藤田 伸二菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 464－ 41：29．11
 176．4�
59 マクシミリアン 牡3鹿 56 酒井 学	日進牧場 柴田 政見 浦河 日進牧場 442 ― （競走中止） 464．8�
611 クイーンベジタブル 牝3鹿 54 松田 大作松岡 孝一氏 牧田 和弥 日高 高山牧場 498－ 6 （競走中止） 30．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，878，300円 複勝： 40，619，900円 枠連： 11，306，800円
馬連： 38，227，400円 馬単： 24，379，300円 ワイド： 21，437，900円
3連複： 53，977，100円 3連単： 85，185，100円 計： 296，011，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 1，340円 � 160円 枠 連（2－4） 5，550円

馬 連 �� 9，700円 馬 単 �� 16，170円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 220円 �� 3，970円

3 連 複 ��� 9，990円 3 連 単 ��� 64，550円

票 数

単勝票数 計 208783 的中 � 64333（1番人気）
複勝票数 計 406199 的中 � 111666（1番人気）� 4702（11番人気）� 76969（2番人気）
枠連票数 計 113068 的中 （2－4） 1505（13番人気）
馬連票数 計 382274 的中 �� 2911（23番人気）
馬単票数 計 243793 的中 �� 1113（40番人気）
ワイド票数 計 214379 的中 �� 1613（23番人気）�� 30831（1番人気）�� 1143（32番人気）
3連複票数 計 539771 的中 ��� 3988（28番人気）
3連単票数 計 851851 的中 ��� 974（173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―24．0―36．4―49．0―1：01．4―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドフェザー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2014．3．8 阪神3着

2011．1．14生 牝3栗 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 5戦1勝 賞金 11，100，000円
〔競走中止〕 マクシミリアン号は，競走中に疾病〔寛骨々折〕を発症したため向正面で競走中止。

クイーンベジタブル号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カガフレグランス号・ホッコーゴウケン号・ロゴマーク号・ワンダーバリデス号

第３回 京都競馬 第９日



13099 5月24日 晴 良 （26京都3）第9日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00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
1：06．9
1：06．5

良
良

47 クラウンアイリス 牝3栗 54 北村 友一�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 390＋ 41：09．5 3．7�
48 サ オ ト メ 牝3鹿 54 松田 大作一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 浦河日成牧場 432＋ 61：09．71� 26．5�
816 ヴァッフシュテルケ 牡3青鹿56 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 446＋ 61：09．91 16．9�
24 ユウキファイン 牝3栗 54 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム B460＋ 2 〃 クビ 11．1�
11 ビリーバローズ 牡3栗 56 松山 弘平猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 酒井牧場 470＋121：10．11� 53．7	
12 プリミティブラブ 牝3鹿 54 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 456＋ 2 〃 ハナ 4．1�
35 ハ ル ハ ル 牝3黒鹿54 浜中 俊﨑川美枝子氏 岡田 稲男 浦河 富田牧場 434＋101：10．2クビ 63．9�
59 ナリタメロディ 牝3青鹿54 武 豊�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 434± 0 〃 クビ 7．9
714 スマイルユニバンス 牝3黒鹿54 水口 優也亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B458＋201：10．3� 87．3�
612 フェスティヴァーロ 牡3栗 56 太宰 啓介田上 雅春氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 458＋321：10．51� 266．7�
611 スズカルーブル 牡3鹿 56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 466－ 81：10．6� 144．2�
713 マザーズデイ 牝3鹿 54 岩田 康誠下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 522 ― 〃 クビ 2．9�
510 ブリーズラプソディ 牝3青鹿54 �島 良太有限会社シルク庄野 靖志 日高 メイプルファーム 466＋121：10．7� 136．6�
815 レーヌネサンス 牝3栗 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 416＋ 81：10．8� 493．5�
36 シゲルタンゴ 牝3栗 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 広田牧場 428 ―1：11．75 141．3�
23 プ ロ メ ッ サ 牝3鹿 54 福永 祐一山口 敦広氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 444＋101：12．12� 113．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，736，400円 複勝： 37，497，300円 枠連： 9，740，700円
馬連： 37，499，100円 馬単： 24，335，300円 ワイド： 20，352，600円
3連複： 52，684，300円 3連単： 85，597，800円 計： 292，443，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 570円 � 280円 枠 連（4－4） 4，300円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 770円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 10，400円 3 連 単 ��� 58，710円

票 数

単勝票数 計 247364 的中 � 52838（2番人気）
複勝票数 計 374973 的中 � 74467（2番人気）� 13827（7番人気）� 33468（5番人気）
枠連票数 計 97407 的中 （4－4） 1672（15番人気）
馬連票数 計 374991 的中 �� 6683（16番人気）
馬単票数 計 243353 的中 �� 2699（25番人気）
ワイド票数 計 203526 的中 �� 3646（17番人気）�� 6799（10番人気）�� 2034（22番人気）
3連複票数 計 526843 的中 ��� 3741（31番人気）
3連単票数 計 855978 的中 ��� 1076（166番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．4―11．6―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．1―46．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンアイリス �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．12．14 中京3着

2011．3．11生 牝3栗 母 ユキノマーガレット 母母 ノーザンヴィーナス 5戦1勝 賞金 10，800，000円
〔発走状況〕 マザーズデイ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ヴァッフシュテルケ号の騎手和田竜二は，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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウォーターヴォイス号・キクノソレイユ号
（非抽選馬） 5頭 アルリネージ号・シゲルソウシュウ号・セイスナッピー号・フクイル号・リゼタイムス号

13100 5月24日 晴 良 （26京都3）第9日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11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
1：47．8
1：47．8

重
重

36 ヴォルケンクラッツ 牡3黒鹿56 和田 竜二有限会社シルク平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 534 ―1：54．1 36．7�

713 ダノンロンシャン 牡3芦 56 福永 祐一�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 464－ 21：54．73� 5．8�
47 ヴ レ ク ー ル 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 512± 01：54．91� 1．6�
48 ゴールドスーク 牡3栗 56 武 豊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 522＋ 61：55．0� 6．0�
11 レッドフォース 牡3栗 56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松田 博資 千歳 社台ファーム 472＋ 81：55．32 11．4	
12 ナッハフォルガー 牡3青鹿56 幸 英明前田 幸治氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 462± 01：55．51� 263．4

611 グレイトハスラー 牡3栗 56 藤岡 佑介小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 472＋ 61：55．6� 154．8�
612 サンライズフレンチ 牡3栗 56

53 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 478± 01：56．45 16．8�

816 ラッシュボンバー 牡3鹿 56 国分 優作村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 信岡牧場 462－ 21：57．35 390．6
24 ホ ッ ト ス ル 牡3鹿 56 �島 良太小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 422＋ 41：57．62 45．2�
35 イタダキマス 牡3栗 56 小牧 太山口 正行氏 福島 信晴 日高 長谷川 一男 488－101：58．13 75．7�
714 シップウハヤト 牡3鹿 56 松山 弘平平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452＋ 21：58．31� 345．6�
815 トウショウデーモン 牡3栗 56 水口 優也トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460－ 41：59．57 527．4�
23 メイショウオオナタ 牡3芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 中村 均 日高 白井牧場 516＋ 41：59．81� 32．5�
59 アグネスユニコーン 牡3黒鹿56 藤岡 康太渡辺 孝男氏 村山 明 千歳 社台ファーム 480－ 21：59．9クビ 450．0�
510 タイキイルソーレ 牡3黒鹿56 北村 友一�大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 424± 0 〃 アタマ 209．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，921，000円 複勝： 92，852，300円 枠連： 12，761，100円
馬連： 38，622，300円 馬単： 35，442，200円 ワイド： 21，356，200円
3連複： 61，295，600円 3連単： 133，031，800円 計： 427，282，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，670円 複 勝 � 480円 � 140円 � 110円 枠 連（3－7） 5，310円

馬 連 �� 8，220円 馬 単 �� 21，520円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 760円 �� 180円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 43，520円

票 数

単勝票数 計 319210 的中 � 6859（7番人気）
複勝票数 計 928523 的中 � 14206（7番人気）� 94439（2番人気）� 651992（1番人気）
枠連票数 計 127611 的中 （3－7） 1775（11番人気）
馬連票数 計 386223 的中 �� 3468（17番人気）
馬単票数 計 354422 的中 �� 1216（40番人気）
ワイド票数 計 213562 的中 �� 2672（15番人気）�� 6015（9番人気）�� 38554（1番人気）
3連複票数 計 612956 的中 ��� 16838（9番人気）
3連単票数 計1330318 的中 ��� 2256（104番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．6―13．5―13．5―13．4―12．8―12．5―12．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．6
1
3
13，8（5，7）10－（3，9，16）（2，15）12－4，14，11，6＝1
13，8（5，7）10（3，9）（2，11）（16，6）15，4，12（14，1）

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

勝馬の
紹 介

ヴォルケンクラッツ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monsun 初出走

2011．4．25生 牡3黒鹿 母 ウ ミ ラ ー ジ 母母 Ungarin 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 アグネスユニコーン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウショウデーモン号・メイショウオオナタ号・タイキイルソーレ号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成26年6月24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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リーガルウイナー号
（非抽選馬） 1頭 クリールバッカス号



13101 5月24日 晴 良 （26京都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

23 キングストーン 牡3鹿 56 武 豊寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 496－ 82：01．0 1．7�
59 デルマシシマル 牡3青鹿56 松山 弘平浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 472－ 22：01．53 11．4�
48 コパノミクス 牡3青 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 446－142：01．6クビ 6．8�
816 マイネボニータ 牝3栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 404＋ 42：01．81� 5．2�
12 ディスクレーション 牝3栗 54 酒井 学�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 412± 02：01．9� 66．8�
24 シゲルヤマト 牡3鹿 56

53 ▲義 英真森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 守矢牧場 452＋ 62：02．11� 108．2	
36 メイショウアラワシ 牡3栗 56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 456－ 22：02．52� 330．9

47 ホッコーファイン 牝3栗 54 松田 大作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 420± 02：02．71� 54．3�
612 テイエムファラオ 牡3栗 56 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 458－ 22：02．91� 728．4�
815 ミトノシンボリ 牡3青鹿56 岩田 康誠ロイヤルパーク 坂口 正則 日高 浜本牧場 420± 02：03．53� 86．6
714 ロコモーション 牡3栗 56 川田 将雅石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－122：03．6� 7．5�
11 トップザサブライ �3黒鹿56 水口 優也�宮内牧場 鈴木 孝志 平取 協栄組合 410－ 6 〃 クビ 105．6�
611 カネトシエンパシー 牡3栗 56 国分 優作兼松 利男氏 日吉 正和 日高 メイプルファーム 454－ 42：03．81� 531．5�
35 タマモパンテオン 牡3鹿 56 �島 良太タマモ� 川村 禎彦 新冠 長浜牧場 B478＋ 72：04．01� 345．6�
510 ミキノジュウゴヤ 牡3栗 56 藤岡 佑介谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 幾千世牧場 446－ 42：05．06 313．0�
713 アインプロジット 牡3黒鹿56 幸 英明吉田 修氏 高橋 義忠 新冠 柏木 一則 508 ―2：05．1	 109．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，696，400円 複勝： 54，490，600円 枠連： 10，863，300円
馬連： 42，957，200円 馬単： 33，586，800円 ワイド： 21，693，500円
3連複： 54，759，900円 3連単： 110，574，900円 計： 354，622，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 190円 枠 連（2－5） 880円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 330円 �� 290円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 4，640円

票 数

単勝票数 計 256964 的中 � 125562（1番人気）
複勝票数 計 544906 的中 � 295779（1番人気）� 35217（5番人気）� 43919（4番人気）
枠連票数 計 108633 的中 （2－5） 9114（4番人気）
馬連票数 計 429572 的中 �� 41678（4番人気）
馬単票数 計 335868 的中 �� 24014（4番人気）
ワイド票数 計 216935 的中 �� 16738（4番人気）�� 20119（2番人気）�� 6284（9番人気）
3連複票数 計 547599 的中 ��� 29966（5番人気）
3連単票数 計1105749 的中 ��� 17616（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．3―36．8―48．8―1：00．5―1：13．0―1：25．8―1：37．7―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．2
1
3
5，9（3，10）（4，16）（7，14）1，2－（6，11，15）＝8，12，13
9，14（5，10，16）（3，7）（1，4，2）（6，8）（15，12，13）11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングストーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．24 京都3着

2011．3．6生 牡3鹿 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー 4戦1勝 賞金 8，600，000円
〔制裁〕 ホッコーファイン号の騎手松田大作は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※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 ダンツゴールド号
（非抽選馬） 2頭 マルクナッテ号・ヤマニンピエジェ号

13102 5月24日 晴 良 （26京都3）第9日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （芝・右）

牝，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
1：33．0
1：30．7

良
良

811 プリモンディアル 牝3鹿 54 福永 祐一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440－ 21：33．5 6．1�
710 チョコレートバイン 牝3鹿 54 武 豊 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 428－ 21：33．6� 2．7�
33 セウアズール 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 398－ 4 〃 クビ 2．9�
11 ヴィンテージローズ 牝3栗 54 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 428± 01：33．91� 40．3�
56 フェイブルネージュ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 81：34．0� 11．0�
44 ミューラルクラウン 牝3黒鹿54 和田 竜二 	グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466－ 21：34．21� 6．6

22 シュヴァリエ 牝3栗 54 藤田 伸二 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 426－ 21：34．41� 22．5�
79 テンシノホホエミ 牝3鹿 54 太宰 啓介�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 500＋ 8 〃 ハナ 34．2�
55 ブルーヴァルキリー 牝3栗 54 幸 英明 	ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 428＋ 61：34．82� 139．2
812 テイエムサンキュウ 牝3栗 54 酒井 学竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 424＋ 81：35．43� 432．1�
68 ハギノセゾン 牝3青鹿54 松山 弘平安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 452＋ 6 〃 ハナ 510．9�
67 ユアメモリー 牝3青鹿54 藤岡 佑介	G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム B424－ 41：36．03� 49．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，248，800円 複勝： 46，131，300円 枠連： 8，956，600円
馬連： 47，087，000円 馬単： 33，247，900円 ワイド： 23，508，600円
3連複： 64，443，200円 3連単： 124，362，600円 計： 378，986，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 150円 � 120円 � 120円 枠 連（7－8） 810円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 300円 �� 280円 �� 180円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 4，970円

票 数

単勝票数 計 312488 的中 � 40444（3番人気）
複勝票数 計 461313 的中 � 67915（3番人気）� 105969（2番人気）� 125425（1番人気）
枠連票数 計 89566 的中 （7－8） 8253（4番人気）
馬連票数 計 470870 的中 �� 42630（3番人気）
馬単票数 計 332479 的中 �� 12836（8番人気）
ワイド票数 計 235086 的中 �� 17893（4番人気）�� 19219（3番人気）�� 39093（1番人気）
3連複票数 計 644432 的中 ��� 70281（1番人気）
3連単票数 計1243626 的中 ��� 18499（10番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．2―12．0―11．8―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．7―46．9―58．9―1：10．7―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリモンディアル �
�
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 2014．2．16 京都1着

2011．2．13生 牝3鹿 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン 3戦2勝 賞金 13，200，000円

追 加 記 事（第 3回京都競馬第 8日第 2競走）
〔その他〕　　バイカルコ号は，競走中に疾病〔左第１趾骨近位骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



13103 5月24日 晴 良 （26京都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（番組第8競走を順序変更） （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

36 マーティンオート 牝4鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 478＋ 81：24．3 9．2�
35 ビ リ オ ネ ア 牝4鹿 55 太宰 啓介間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 440＋ 41：24．51� 4．5�
47 ラヴァズアゲイン 牝5栗 55 武 豊岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 474＋ 81：24．81� 10．5�
714 セトノミッシー 牝4鹿 55 幸 英明難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 81：25．01 4．4�
510 ウインクルキラリ 牝4栗 55 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 474＋ 4 〃 アタマ 64．2�
815� テラノココロ 牝5青鹿55 松田 大作寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 426＋ 41：25．21	 94．3�
12 マウントフジ 牝6鹿 55 福永 祐一 	グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 438± 01：25．3� 8．6

713 スピリットレイク 牝4鹿 55 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490± 01：25．4クビ 43．9�
23 ポ ロ タ ン 牝4鹿 55

52 ▲義 英真小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 432± 01：25．5� 132．3�
11 � エイユーラピス 牝5鹿 55 藤田 伸二笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 474－ 6 〃 クビ 9．2
48 � マリナーズコンパス 牝4鹿 55 田辺 裕信谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 420＋ 61：25．6クビ 109．7�
611� トーコーヴィオラ 牝4黒鹿55 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 450－19 〃 アタマ 3．6�
59 � テイエムレオネッサ 牝4栗 55 藤岡 康太竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 472± 01：26．02� 295．5�
612� ミーシャレヴュー 牝5鹿 55 松山 弘平 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 478＋221：26．74 62．1�
24 � ライブリハート 牝4栗 55 小林 徹弥加藤 哲郎氏 石橋 守 浦河 高村牧場 482＋ 91：27．33� 66．4�

（15頭）
816� ロンギングシャネル 牝4鹿 55 浜中 俊坂本 浩一氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 466± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，215，400円 複勝： 47，351，900円 枠連： 14，964，000円
馬連： 52，025，000円 馬単： 30，766，000円 ワイド： 26，013，400円
3連複： 72，927，800円 3連単： 111，460，200円 計： 385，723，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 260円 � 180円 � 320円 枠 連（3－3） 1，990円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，280円 �� 820円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 31，140円

票 数

単勝票数 差引計 302154（返還計 1595） 的中 � 26055（6番人気）
複勝票数 差引計 473519（返還計 4794） 的中 � 46744（5番人気）� 80377（1番人気）� 35029（7番人気）
枠連票数 差引計 149640（返還計 139） 的中 （3－3） 5550（9番人気）
馬連票数 差引計 520250（返還計 8150） 的中 �� 20358（8番人気）
馬単票数 差引計 307660（返還計 4948） 的中 �� 4918（24番人気）
ワイド票数 差引計 260134（返還計 6736） 的中 �� 9386（6番人気）�� 4860（20番人気）�� 7890（13番人気）
3連複票数 差引計 729278（返還計 20397） 的中 ��� 11356（19番人気）
3連単票数 差引計1114602（返還計 29001） 的中 ��� 2642（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．2―47．4―59．5―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マーティンオート �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2012．10．27 京都2着

2010．5．6生 牝4鹿 母 オートクリス 母母 オートジャーニー 14戦2勝 賞金 24，250，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走除外〕 ロンギングシャネル号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

13104 5月24日 晴 良 （26京都3）第9日 第8競走 ��
��2，400�メルボルントロフィー

発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

11 キュールエラピス 牡3芦 56 小牧 太岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 482－ 22：25．6 4．3�
33 マテンロウボス 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 460－ 62：25．81� 2．5�
66 メイショウラリマー 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 492＋ 62：26．33 3．1�
55 ヴァンクウィッシュ 牡3青鹿56 和田 竜二前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ B494＋ 22：26．93� 6．7�
44 サトノミラクル 牡3鹿 56 浜中 俊里見 治氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 536－142：27．96 19．9�
22 テイエムサンビカ 牝3青鹿54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 470＋ 42：29．28 10．8�

（6頭）

売 得 金
単勝： 26，162，200円 複勝： 35，065，300円 枠連： 発売なし
馬連： 39，724，200円 馬単： 32，710，000円 ワイド： 12，714，600円
3連複： 45，678，400円 3連単： 164，301，300円 計： 356，356，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 180円 �� 220円 �� 150円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 2，380円

票 数

単勝票数 計 261622 的中 � 48332（3番人気）
複勝票数 計 350653 的中 � 71595（3番人気）� 102034（1番人気）
馬連票数 計 397242 的中 �� 59487（2番人気）
馬単票数 計 327100 的中 �� 22722（5番人気）
ワイド票数 計 127146 的中 �� 17814（2番人気）�� 12259（3番人気）�� 25527（1番人気）
3連複票数 計 456784 的中 ��� 103652（1番人気）
3連単票数 計1643013 的中 ��� 51034（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．0―23．1―34．3―46．8―59．5―1：12．5―1：26．0―1：39．1―1：50．9―2：02．7―2：14．0

コーナー
通過順位

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

2
4
2＝5－1－3－6－4・（2，5）1（4，3）6

勝馬の
紹 介

キュールエラピス 	


父 チチカステナンゴ 	



母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．26 京都2着

2011．3．5生 牡3芦 母 ミスティーダンス 母母 タイムトゥダンス 5戦2勝 賞金 19，361，000円



13105 5月24日 晴 良 （26京都3）第9日 第9競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時25分（番組第7競走を順序変更） （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

36 リスヴェリアート 牡4鹿 57 酒井 学�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 440＋ 61：34．4 89．0�
612 ラッキーマンボ 牝4鹿 55 幸 英明 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 502－ 2 〃 ハナ 4．2�
818 ディープサウス 牝4青 55 福永 祐一窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B446－ 61：34．5� 2．6�
12 アドマイヤライン 牡4青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 442－ 41：34．71� 8．3�
35 ラストタキオン 牡4栗 57 藤岡 佑介山住 勲氏 矢作 芳人 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 462－ 8 〃 ハナ 15．0	
23 ディアデラバンデラ �5黒鹿57 浜中 俊 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 クビ 8．3

24 	 ミニョネット 牝4栗 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 492＋101：34．91 8．2�
714 プリンシペアスール 牡5鹿 57 松山 弘平吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 466－ 81：35．11� 42．2�
713 マイネノンノ 牝4栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 442＋ 41：35．2
 18．2
47 クイーンキセキ 牝5黒鹿55 国分 優作林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450＋141：35．41� 309．8�
816 ナリタプリムローズ 牝5鹿 55 松田 大作�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 444± 01：35．72 47．0�
510	 サンマルビューティ 牝4黒鹿55 小林 徹弥相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 442＋101：35．8� 356．5�
11 ワイドワンダー 牡4鹿 57 藤岡 康太幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 490± 01：36．01� 126．4�
817 ヤマカツマーフィ �5鹿 57 北村 友一山田 和夫氏 松元 茂樹 日高 白瀬 明 528＋ 21：36．1� 119．9�
59 	 レーザービーム 牡4栗 57 小牧 太畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 折手牧場 454＋ 41：36．2
 222．2�
611	 スリーアメニティー 牝5鹿 55

52 ▲義 英真永井商事� 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 458＋ 21：36．3� 540．9�
715 メイショウヤマホコ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 464＋ 41：36．61
 17．5�

（17頭）
48 レッドムーヴ 牝4鹿 55 四位 洋文 �東京ホースレーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 450－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 33，290，900円 複勝： 51，564，500円 枠連： 23，009，300円
馬連： 75，686，300円 馬単： 45，159，900円 ワイド： 33，285，300円
3連複： 100，226，500円 3連単： 159，543，700円 計： 521，766，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，900円 複 勝 � 970円 � 150円 � 150円 枠 連（3－6） 2，720円

馬 連 �� 16，980円 馬 単 �� 47，960円

ワ イ ド �� 4，280円 �� 2，820円 �� 270円

3 連 複 ��� 15，820円 3 連 単 ��� 227，310円

票 数

単勝票数 差引計 332909（返還計 2895） 的中 � 2948（11番人気）
複勝票数 差引計 515645（返還計 10010） 的中 � 8831（11番人気）� 103980（2番人気）� 118219（1番人気）
枠連票数 差引計 230093（返還計 94） 的中 （3－6） 6257（12番人気）
馬連票数 差引計 756863（返還計 18011） 的中 �� 3291（38番人気）
馬単票数 差引計 451599（返還計 11248） 的中 �� 695（100番人気）
ワイド票数 差引計 332853（返還計 11687） 的中 �� 1707（40番人気）�� 2620（32番人気）�� 36955（1番人気）
3連複票数 差引計1002265（返還計 46083） 的中 ��� 4678（53番人気）
3連単票数 差引計1595437（返還計 69059） 的中 ��� 518（579番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―36．0―48．3―1：00．3―1：12．0―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 1，2，12，4（10，13，17）6，7（5，18）（11，3）－（14，9）（16，15） 4 ・（1，2）（4，12）（13，17）6，10（7，18）5，3，11（14，9）（16，15）

勝馬の
紹 介

リスヴェリアート �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．3．2 阪神3着

2010．5．13生 牡4鹿 母 バレエブラン 母母 ニ キ ー ヤ 11戦2勝 賞金 20，018，000円
〔競走除外〕 レッドムーヴ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 ダークアイリス号
（非抽選馬） 2頭 アクアブルーバレー号・ウォーターシュート号

13106 5月24日 晴 良 （26京都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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：09．1
1：08．7

重
重

24 マルヴァーンヒルズ 牡4鹿 57 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 526＋101：11．2 18．9�

23 アメージングタクト 牡4鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 21：11．51� 5．1�

611 ゴーイングパワー 牡5鹿 57 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 492－ 2 〃 クビ 11．8�
47 カフェシュプリーム 牡5鹿 57 川田 将雅西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 506－ 81：11．71 4．0�
714	 セ イ ラ 牝5栗 55 藤田 伸二萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 456－ 21：12．12
 47．2�
713 シゲルスダチ 牡5芦 57 藤岡 佑介森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 438＋ 2 〃 クビ 65．3	
816 ミヤジエルビス 牡4青鹿57 浜中 俊曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 498＋ 41：12．2� 16．4

510 エーシンクルゼ 牡5芦 57 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 540＋ 81：12．3
 3．1�
11 ヤマノサファイア 牡6栗 57 義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 444＋ 4 〃 クビ 44．1
612 クランチタイム 牡6鹿 57 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 B506± 01：12．4クビ 195．8�
59 ドリームコンサート 牡5栗 57 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 504－ 8 〃 クビ 6．6�
35 サウスビクトル 牡5黒鹿57 田辺 裕信南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 470－ 41：12．6� 38．5�
12 サザンブレイズ 牡6栗 57 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 480± 0 〃 アタマ 195．4�
48 フォルテリコルド 牡5鹿 57 幸 英明 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538－ 2 〃 クビ 100．2�
815 タイセイマスタング 牡5栗 57 松山 弘平田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 542－ 81：12．81� 40．7�
36 レッドヴァンクール �8鹿 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 510－ 61：12．9� 131．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，151，500円 複勝： 86，122，700円 枠連： 28，690，900円
馬連： 117，214，300円 馬単： 60，776，100円 ワイド： 47，465，300円
3連複： 148，792，400円 3連単： 248，639，700円 計： 783，852，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 350円 � 180円 � 350円 枠 連（2－2） 3，390円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，720円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 14，990円 3 連 単 ��� 120，250円

票 数

単勝票数 計 461515 的中 � 19278（7番人気）
複勝票数 計 861227 的中 � 58578（5番人気）� 151712（2番人気）� 58387（6番人気）
枠連票数 計 286909 的中 （2－2） 6251（14番人気）
馬連票数 計1172143 的中 �� 28823（11番人気）
馬単票数 計 607761 的中 �� 5734（28番人気）
ワイド票数 計 474653 的中 �� 9068（15番人気）�� 4216（29番人気）�� 9150（14番人気）
3連複票数 計1487924 的中 ��� 7326（43番人気）
3連単票数 計2486397 的中 ��� 1526（326番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．1―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．5―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルヴァーンヒルズ �
�
父 Street Sense �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2012．9．15 阪神1着

2010．2．8生 牡4鹿 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 7戦4勝 賞金 55，788，000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。
※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） 2頭 エクセルシオール号・ナリタシーズン号



13107 5月24日 晴 良 （26京都3）第9日 第11競走 ��
��1，900�第21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，25．5．18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，25．5．17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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

510 クリノスターオー 牡4青 56 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 532＋ 61：56．6 74．9�
36 ソ ロ ル 牡4黒鹿57 松山 弘平 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 492＋ 61：56．7� 22．2�
816 ワイルドフラッパー 牝5黒鹿55 福永 祐一吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 512＋ 21：56．91	 9．5�
713 ジェベルムーサ 牡4鹿 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 550－ 4 〃 クビ 4．4�
23 ナムラビクター 牡5鹿 57 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 526＋ 2 〃 アタマ 2．2�
611 ナイスミーチュー 牡7鹿 56 太宰 啓介	ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 510－ 61：57．0� 62．9

714 グランプリブラッド 牡5鹿 56 松田 大作北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 434－ 61：57．1クビ 30．0�
612 ドコフクカゼ 牡4黒鹿56 川田 将雅國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 512＋ 4 〃 アタマ 17．9�
47 メイショウコロンボ 牡5青 56 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 480＋ 81：57．2� 46．1
59 トウショウフリーク 牡7鹿 56 武 豊トウショウ産業	 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 486± 01：57．3� 5．7�
11 クリールパッション 牡9鹿 56 藤岡 佑介横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B476－ 21：57．61
 384．1�
35 クリノヒマラヤオー 牡4黒鹿56 浜中 俊栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 490± 01：57．7
 87．3�
24 フ ァ イ ヤ ー 牡6青鹿56 北村 友一深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 512－ 81：57．8クビ 221．2�
48 グランドシチー 牡7鹿 56 岩田 康誠 	友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 490＋ 41：58．01	 15．6�
12 ラガートモヒーロ 牡5黒鹿56 藤田 伸二奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 460± 0 〃 クビ 54．1�
815� ヒルノマドリード 牡5黒鹿56 四位 洋文	ヒルノ 昆 貢 浦河 �川 啓一 518－ 21：59．38 138．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 119，646，600円 複勝： 216，427，700円 枠連： 62，310，600円
馬連： 354，966，000円 馬単： 191，560，200円 ワイド： 149，884，800円
3連複： 536，553，600円 3連単： 977，108，300円 計： 2，608，457，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，490円 複 勝 � 1，680円 � 670円 � 420円 枠 連（3－5） 4，290円

馬 連 �� 50，430円 馬 単 �� 122，830円

ワ イ ド �� 10，940円 �� 7，460円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 155，660円 3 連 単 ��� 1，468，650円

票 数

単勝票数 計1196466 的中 � 12601（12番人気）
複勝票数 計2164277 的中 � 31410（12番人気）� 84766（7番人気）� 146616（4番人気）
枠連票数 計 623106 的中 （3－5） 10738（17番人気）
馬連票数 計3549660 的中 �� 5195（69番人気）
馬単票数 計1915602 的中 �� 1151（142番人気）
ワイド票数 計1498848 的中 �� 3344（67番人気）�� 4921（52番人気）�� 13666（27番人気）
3連複票数 計5365536 的中 ��� 2544（212番人気）
3連単票数 計9771083 的中 ��� 491（1386番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．8―17．8―29．5―42．3―55．0―1：07．7―1：20．1―1：32．1―1：43．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノスターオー �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．10．21 京都3着

2010．5．11生 牡4青 母 マヤノスターライト 母母 ゴールドアンサー 11戦5勝 賞金 82，773，000円
〔制裁〕 クリノスターオー号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 アクションスター号・カイシュウコロンボ号・キョウワマグナム号・クラシカルノヴァ号・サトノパンサー号・

トウショウクラウン号・ナリタシルクロード号・ハートビートソング号・ヘニーハウンド号・マルカボルト号・
メイショウデイム号

13108 5月24日 晴 良 （26京都3）第9日 第12競走
オーストラリアレーシングボード賞

��
��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

オーストラリアレーシングボード賞（1着）
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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

11 サンライズピーク 牡4黒鹿57 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 492± 01：46．5 3．9�
33 レッドジゼル 牝4鹿 55 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 クビ 2．6�
66 グリーンラヴ 牡4栗 57 福永 祐一 �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± 01：46．6� 11．7�
77 アウトオブシャドウ 牡4栗 57 岩田 康誠飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 クビ 4．2�
78 サダムロードショー 牡4鹿 57 田辺 裕信大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 81：46．91	 9．0	
22 レインフォール 牡5芦 57 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 440－ 21：47．0	 26．4

55 マルタカシクレノン 牡6青鹿57 幸 英明國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 498＋ 21：47．21
 99．4�
44 カーティスバローズ 牡4鹿 57 北村 友一猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 490＋ 21：47．3	 12．8�
89 グランスエルテ 牡4栗 57 藤田 伸二 サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：47．72� 21．6�
810 シンコープリンス 牡7青鹿57 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 462＋ 21：48．44 144．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，892，100円 複勝： 57，730，600円 枠連： 20，011，500円
馬連： 91，053，400円 馬単： 56，299，700円 ワイド： 36，490，100円
3連複： 110，380，400円 3連単： 272，199，700円 計： 688，057，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 120円 � 270円 枠 連（1－3） 420円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 210円 �� 770円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 7，410円

票 数

単勝票数 計 438921 的中 � 89652（2番人気）
複勝票数 計 577306 的中 � 100862（3番人気）� 166125（1番人気）� 40252（5番人気）
枠連票数 計 200115 的中 （1－3） 35656（2番人気）
馬連票数 計 910534 的中 �� 154540（1番人気）
馬単票数 計 562997 的中 �� 42543（3番人気）
ワイド票数 計 364901 的中 �� 55112（1番人気）�� 10165（10番人気）�� 14653（7番人気）
3連複票数 計1103804 的中 ��� 44515（4番人気）
3連単票数 計2721997 的中 ��� 27130（15番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―12．8―12．6―12．1―11．6―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―34．8―47．6―1：00．2―1：12．3―1：23．9―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズピーク �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．2．10 京都3着

2010．2．15生 牡4黒鹿 母 アイリーンズハート 母母 フアシネイター 9戦3勝 賞金 41，117，000円



（26京都3）第9日 5月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

237，420，000円
7，190，000円
1，910，000円
20，640，000円
65，863，500円
4，718，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
448，626，300円
797，859，600円
211，730，800円
968，177，300円
590，018，800円
432，093，200円
1，353，593，500円
2，553，993，300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 7，356，092，800円

総入場人員 18，444名 （有料入場人員 16，496名）
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