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13061 5月10日 晴 良 （27京都3）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

812 マッカナバラ 牝3芦 54 松山 弘平�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 462＋ 21：54．7 1．9�
711 タマモラララ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 460－ 41：54．8� 11．1�
57 リブレドバンク 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 460－101：55．01� 4．3�
22 テイエムジョウネツ 牝3黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 422＋ 61：55．53 10．7�
813 タイセイマリーン 牝3芦 54 北村 友一田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B442± 0 〃 アタマ 18．2	
44 パンプキンパイ 牝3栗 54 藤岡 康太山本 茂氏 西橋 豊治 新冠 秋田牧場 410＋ 61：56．24 21．6

710 ス ズ ミ サ キ 牝3鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 奥村 豊 新ひだか 沖田 博志 434＋ 21：56．62� 47．5�
56 シゲルギオンマツリ 牝3黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 460＋111：56．8� 128．9�
33 モンドリュミエール 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 440± 01：56．9� 36．5

45 イサチルルンナ 牝3芦 54 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 新ひだか 前川 正美 456－ 41：57．0� 47．7�
68 ヴェンティミリア 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 478－ 81：57．53 190．8�
69 エンパイアライン 牝3黒鹿54 中谷 雄太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 森 笹川大晃牧場 492＋ 41：57．71� 15．9�
11 ソウルヴァルキリー 牝3鹿 54 和田 竜二髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 460－ 61：59．6大差 11．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，844，000円 複勝： 21，679，500円 枠連： 9，116，900円
馬連： 38，052，200円 馬単： 22，943，700円 ワイド： 20，975，300円
3連複： 53，354，300円 3連単： 79，457，900円 計： 261，423，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 220円 � 130円 枠 連（7－8） 650円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 430円 �� 200円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 6，180円

票 数

単勝票数 計 158440 的中 � 63912（1番人気）
複勝票数 計 216795 的中 � 77320（1番人気）� 14921（5番人気）� 40989（2番人気）
枠連票数 計 91169 的中 （7－8） 10724（2番人気）
馬連票数 計 380522 的中 �� 24143（3番人気）
馬単票数 計 229437 的中 �� 10010（4番人気）
ワイド票数 計 209753 的中 �� 11308（3番人気）�� 32606（1番人気）�� 7681（7番人気）
3連複票数 計 533543 的中 ��� 32213（2番人気）
3連単票数 計 794579 的中 ��� 9307（9番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―13．0―12．8―12．9―12．8―12．9―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．1―49．9―1：02．8―1：15．6―1：28．5―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マッカナバラ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．2．15 東京9着

2012．2．25生 牝3芦 母 ゴールドエンジェル 母母 エストレリータ 4戦1勝 賞金 7，000，000円

13062 5月10日 晴 良 （27京都3）第6日 第2競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

816 サンビショップ �3栗 56 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 458＋ 21：13．0 5．6�
713 カシノランド 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 460± 01：13．21 12．7�
11 メイショウボノム 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 460－ 21：13．62� 2．1�
612 バーサーカー 牡3栗 56 藤岡 佑介香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 486＋10 〃 ハナ 10．6�
47 ヤマイチシンバ 牡3鹿 56 和田 竜二坂本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 競優牧場 504＋ 41：13．92 8．7�
815 コパノチャールズ 牡3栗 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 494＋ 21：14．0� 6．2�
611 リミットレス 牡3栗 56 高倉 稜	ノースヒルズ 武田 博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486＋ 41：14．1� 48．6

59 グラマラスカーヴ 牝3黒鹿54 藤田 伸二吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 422－ 21：14．41	 29．3�
714 イ チ ザ ラ ブ 牝3鹿 54 国分 優作奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 408－ 8 〃 クビ 230．3�
23 クラウンラフィナ 牝3青 54 北村 友一	クラウン 北出 成人 日高 日高大洋牧場 458＋ 41：14．5クビ 105．5
24 シシャモショウグン 牡3鹿 56 小林 徹弥大野 満氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 458－ 21：14．82 206．6�
48 アサケカペラ 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 430－ 21：15．0	 24．3�
510 ペイシャウェヌス 牝3鹿 54 酒井 学北所 直人氏 坂口 正則 浦河 大西牧場 450＋ 61：15．21� 364．4�
35 ベストプラクティス 牝3鹿 54 柴田 未崎柴田 洋一氏 中尾 秀正 浦河 鎌田 正嗣 428＋ 41：15．41 62．2�
36 トミケンアユート 牡3鹿 56 松山 弘平冨樫 賢二氏 小崎 憲 浦河 梅田牧場 506 ―1：15．61
 28．3�
12 クニサキメロディー 牝3栗 54 岡田 祥嗣國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上牧場 446＋ 61：16．23� 290．1�
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売 得 金
単勝： 20，819，400円 複勝： 32，781，700円 枠連： 15，566，500円
馬連： 48，136，100円 馬単： 26，112，100円 ワイド： 26，345，100円
3連複： 64，396，900円 3連単： 91，711，900円 計： 325，869，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 210円 � 110円 枠 連（7－8） 1，360円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 5，840円

ワ イ ド �� 640円 �� 260円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 17，450円

票 数

単勝票数 計 208194 的中 � 29699（2番人気）
複勝票数 計 327817 的中 � 49275（2番人気）� 28568（5番人気）� 101430（1番人気）
枠連票数 計 155665 的中 （7－8） 8828（4番人気）
馬連票数 計 481361 的中 �� 16729（8番人気）
馬単票数 計 261121 的中 �� 3350（21番人気）
ワイド票数 計 263451 的中 �� 9356（8番人気）�� 29100（1番人気）�� 17798（3番人気）
3連複票数 計 643969 的中 ��� 26322（4番人気）
3連単票数 計 917119 的中 ��� 3810（48番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．3―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．7―47．0―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．3
3 1，6（7，15）－（5，8）14（4，12）13，16（9，10）2，3，11 4 1（6，7，15）－（8，12）（5，14）13，4，16，10，9－11（2，3）

勝馬の
紹 介

サンビショップ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2015．1．10 京都4着

2012．5．5生 �3栗 母 トウヨウテースト 母母 ビユテイフルクイン 7戦1勝 賞金 10，400，000円
〔発走状況〕 カシノランド号は，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） 2頭 プリンセステンダリ号・ボルテックスセドナ号
（非抽選馬） 1頭 パストラーレ号

第３回 京都競馬 第６日



13063 5月10日 晴 良 （27京都3）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

510 サンクボヌール 牝3栗 54 松山 弘平 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424＋ 21：48．2 1．7�

713 ルートヴィヒコード 牡3鹿 56 藤田 伸二�G1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 468＋101：48．3� 6．6�

59 サンチェロキー 牡3栗 56 藤岡 佑介加藤 信之氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 452± 01：48．4� 35．8�
47 アドマイヤロワ 牡3鹿 56 和田 竜二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 472－ 21：48．61� 6．7�
35 ステージインパクト 牡3黒鹿 56

54 △岩崎 翼一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 494＋141：48．81� 16．0	
612 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 482 ―1：49．01� 158．8

23 サマーローズ 牝3栗 54 太宰 啓介樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 456 ― 〃 アタマ 122．0�
12 メイショウアルパ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 452± 01：49．2� 34．9�
815 テイエムマテンロウ 	3芦 56 小坂 忠士竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 中川 隆 500 ― 〃 クビ 100．0
48 ニシノクラレット 牝3栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 444± 0 〃 ハナ 11．1�
817 フェリシダーデス 牝3鹿 54 藤岡 康太名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 422± 0 〃 ハナ 46．3�
11 エイプリルキッス 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太�G1レーシング 梅田 智之 千歳 社台ファーム 420－101：49．3� 90．6�
611 メイショウナガヨリ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 452－ 2 〃 ハナ 16．8�
24 ミラクルナイト 牡3芦 56 水口 優也小野 博郷氏 石橋 守 新冠 山岡ファーム 472＋ 61：49．51� 49．2�
816 トウカイオリエント 牡3鹿 56 国分 優作内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 478－ 6 〃 クビ 245．7�
714 ラブエンジェル 牝3鹿 54 北村 友一 M・

Kenichiホールディング� 牧浦 充徳 新ひだか 折手牧場 480＋181：49．6クビ 113．5�
36 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 410 ―1：50．13 68．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 21，439，600円 複勝： 35，585，500円 枠連： 14，435，900円
馬連： 48，170，900円 馬単： 29，847，900円 ワイド： 26，218，300円
3連複： 60，198，400円 3連単： 96，284，800円 計： 332，181，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 520円 枠 連（5－7） 610円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 320円 �� 740円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 10，550円

票 数

単勝票数 計 214396 的中 � 99287（1番人気）
複勝票数 計 355855 的中 � 171013（1番人気）� 26998（3番人気）� 8956（8番人気）
枠連票数 計 144359 的中 （5－7） 18233（2番人気）
馬連票数 計 481709 的中 �� 57961（2番人気）
馬単票数 計 298479 的中 �� 25800（2番人気）
ワイド票数 計 262183 的中 �� 23855（2番人気）�� 8810（7番人気）�� 2848（22番人気）
3連複票数 計 601984 的中 ��� 11759（12番人気）
3連単票数 計 962848 的中 ��� 6612（22番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．4―12．1―12．6―12．8―11．9―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．3―47．4―1：00．0―1：12．8―1：24．7―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．4
3 14，16（1，2，17）13，15（4，9）（8，10，11）（6，5）（12，7）3 4 ・（14，16）（17，13）（1，2）（15，9，11）（4，10，7）（8，5）（6，3）12

勝馬の
紹 介

サンクボヌール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2014．11．9 京都5着

2012．1．11生 牝3栗 母 ミュゲドボヌール 母母 ゴーンプロフェッショナル 5戦1勝 賞金 9，750，000円
※出走取消馬 シンプリーレモン号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※トウカイオリエント号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13064 5月10日 晴 良 （27京都3）第6日 第4競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右・外）
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
2：22．6
2：22．1

良
良

78 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 506－ 82：27．5 2．4�
33 スプランドゥール 牡3青鹿56 酒井 学 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B464－ 42：27．71� 8．2�
55 マイネルレオーネ 牡3黒鹿56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 390± 02：28．12� 35．0�
810 スターペスカンタ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣河野和香子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 508＋ 42：28．63 5．9�
79 レ レ オ ー ネ 牡3鹿 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 クビ 3．3	
66 ナリタイナズマ 牡3鹿 56 藤岡 佑介�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 430－ 22：28．7� 17．3

11 ユ キ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政西村 憲人氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 460－ 2 〃 クビ 9．9�
44 トウカイヒロイン 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 468＋ 22：28．91� 47．6�
22 コウエイイプシロン 牡3栗 56 太宰 啓介伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 494＋ 42：29．0� 104．3
811 パープルオンリー 牝3黒鹿54 国分 優作中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 B432＋ 4 〃 アタマ 85．5�
67 ア ジ ル 牡3鹿 56 松山 弘平村上 稔氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 452－ 22：30．38 43．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，641，200円 複勝： 24，013，600円 枠連： 10，785，300円
馬連： 44，228，000円 馬単： 27，410，800円 ワイド： 24，190，700円
3連複： 59，135，100円 3連単： 105，301，600円 計： 314，706，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 200円 � 490円 枠 連（3－7） 570円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，070円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 19，790円

票 数

単勝票数 計 196412 的中 � 63985（1番人気）
複勝票数 計 240136 的中 � 64944（1番人気）� 28846（4番人気）� 8852（7番人気）
枠連票数 計 107853 的中 （3－7） 14642（3番人気）
馬連票数 計 442280 的中 �� 38020（3番人気）
馬単票数 計 274108 的中 �� 14408（4番人気）
ワイド票数 計 241907 的中 �� 19845（3番人気）�� 5526（11番人気）�� 2276（25番人気）
3連複票数 計 591351 的中 ��� 8841（15番人気）
3連単票数 計1053016 的中 ��� 3856（60番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―13．4―12．9―12．7―13．2―12．1―12．3―11．9―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．3―23．3―34．9―48．3―1：01．2―1：13．9―1：27．1―1：39．2―1：51．5―2：03．4―2：15．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サラトガスピリット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．4．4 阪神4着

2012．3．7生 牡3栗 母 サ ラ ト ガ 母母 スイングバイ 3戦1勝 賞金 6，500，000円



13065 5月10日 晴 良 （27京都3）第6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

711 ダノングッド 牡3栗 56 太宰 啓介�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 498± 01：52．9 6．7�
33 ヒデノインペリアル 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 488± 0 〃 ハナ 4．1�
68 バスタータイプ 牡3鹿 56 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 508± 01：53．43 2．0�
57 ドラゴンバローズ 牡3栗 56 高倉 稜猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 484－ 41：53．5� 15．1�
45 デンタルキューティ 牝3青 54

51 ▲加藤 祥太安田 光則氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 442＋ 2 〃 クビ 66．3�
813 ミキノトロンボーン 牡3鹿 56 藤岡 康太谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか グローリーファーム 508＋101：53．71� 29．8	
11 ショウナンバローネ 牡3鹿 56 松山 弘平国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 486－ 2 〃 クビ 12．1

56 アイオシルケン 牡3黒鹿 56

54 △岩崎 翼石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 470＋ 21：53．8クビ 38．3�
44 ロングスピーク 牡3鹿 56 川島 信二 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 562± 0 〃 クビ 125．2
710 ウインユニファイド 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 494－ 61：53．9クビ 125．6�
812 テイエムジンソク 牡3芦 56 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 484－ 4 〃 クビ 15．6�
22 コマノサラサ 牝3栗 54 北村 友一長谷川芳信氏 庄野 靖志 新ひだか 西川富岡牧場 454－ 61：54．75 29．2�
69 アセイラント 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 新ひだか 前谷 武志 526－ 41：55．23 31．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，911，800円 複勝： 40，846，500円 枠連： 13，232，300円
馬連： 59，953，300円 馬単： 31，989，400円 ワイド： 32，564，800円
3連複： 77，764，700円 3連単： 117，219，300円 計： 397，482，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 150円 � 130円 � 110円 枠 連（3－7） 1，500円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 470円 �� 220円 �� 180円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 6，700円

票 数

単勝票数 計 239118 的中 � 28259（3番人気）
複勝票数 計 408465 的中 � 47420（3番人気）� 63758（2番人気）� 166815（1番人気）
枠連票数 計 132323 的中 （3－7） 6799（5番人気）
馬連票数 計 599533 的中 �� 35028（4番人気）
馬単票数 計 319894 的中 �� 8155（9番人気）
ワイド票数 計 325648 的中 �� 14447（5番人気）�� 38231（2番人気）�� 51057（1番人気）
3連複票数 計 777647 的中 ��� 84918（1番人気）
3連単票数 計1172193 的中 ��� 12672（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．9―50．0―1：02．8―1：15．2―1：27．9―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．7
1
3
3（9，11）（1，2，8）6（12，10）7，13（4，5）
3，9，11（1，8）2（12，6）10（7，13）（4，5）

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

勝馬の
紹 介

ダノングッド �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．1．12 京都5着

2012．4．23生 牡3栗 母 マイグッドネス 母母 Caressing 5戦2勝 賞金 15，900，000円

13066 5月10日 晴 良 （27京都3）第6日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：19．9
1：19．0

良
良

55 キッズライトオン 牡3栗 56 藤岡 佑介瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420－ 21：21．9 6．1�

11 サトノフラム 牡3黒鹿56 北村 友一里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 486＋10 〃 ハナ 3．3�
33 マイネルレハイム 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 41：22．0� 9．7�
22 シゲルアオイマツリ 牡3黒鹿56 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 460＋ 8 〃 クビ 52．3�
66 マルヨバクシン 牝3栗 54

52 △岩崎 翼野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 480－ 21：22．1� 3．5	
77 グレイトチャーター 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 4 〃 クビ 3．9

88 フミノインパルス 牡3黒鹿56 太宰 啓介谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 482－ 31：22．2クビ 61．1�
44 マコトグナイゼナウ 牡3青鹿56 国分 優作�ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 436＋ 81：22．41
 8．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 21，367，700円 複勝： 26，392，400円 枠連： 発売なし
馬連： 49，572，700円 馬単： 28，466，200円 ワイド： 20，596，700円
3連複： 49，400，500円 3連単： 110，920，200円 計： 306，716，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 150円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 440円 �� 720円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 15，220円

票 数

単勝票数 計 213677 的中 � 27937（4番人気）
複勝票数 計 263924 的中 � 41251（4番人気）� 49441（3番人気）� 28534（6番人気）
馬連票数 計 495727 的中 �� 35957（6番人気）
馬単票数 計 284662 的中 �� 8519（14番人気）
ワイド票数 計 205967 的中 �� 12469（6番人気）�� 7157（14番人気）�� 7906（12番人気）
3連複票数 計 494005 的中 ��� 12166（17番人気）
3連単票数 計1109202 的中 ��� 5281（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．7―35．5―47．5―59．5―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キッズライトオン 
�
父 スニッツェル 

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．6．29 函館1着

2012．1．24生 牡3栗 母 オンシジューム 母母 ウインフィオーレ 9戦2勝 賞金 26，080，000円



13067 5月10日 晴 良 （27京都3）第6日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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

77 トウキョウタフガイ 牡4鹿 57 松山 弘平市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 478＋ 62：01．0 4．9�
55 センセーション 牝4鹿 55 藤田 伸二田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B472＋ 62：01．1� 6．2�
66 フラッシュバイオ 牝4鹿 55 藤岡 佑介バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 442－ 42：01．31	 13．0�
810 マイネルプレッジ 牡4鹿 57 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 42：01．4
 7．4�
33 � ショウナンアトラス 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 62：01．5
 3．1�

22 パープルパルピナ 牡4鹿 57
55 △岩崎 翼中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 494＋ 22：01．71	 106．7	

89 � ゴールデンクロス 牡4鹿 57
54 ▲加藤 祥太吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 442－12 〃 クビ 12．4


44 サ チ ヒ メ 牝5青鹿55 水口 優也林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 440± 02：01．8� 207．8�
11 � ダノンロンシャン 牡4芦 57 和田 竜二�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 474＋ 42：02．01	 3．8�
78 チョウアコガレ 牝4鹿 55 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 418＋ 22：02．63� 111．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，656，000円 複勝： 27，253，500円 枠連： 12，000，200円
馬連： 53，535，500円 馬単： 30，978，300円 ワイド： 24，455，800円
3連複： 64，529，600円 3連単： 121，149，100円 計： 354，558，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 200円 � 300円 枠 連（5－7） 1，380円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 620円 �� 820円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 25，510円

票 数

単勝票数 計 206560 的中 � 33458（3番人気）
複勝票数 計 272535 的中 � 37479（3番人気）� 37175（4番人気）� 20852（6番人気）
枠連票数 計 120002 的中 （5－7） 6725（8番人気）
馬連票数 計 535355 的中 �� 29390（7番人気）
馬単票数 計 309783 的中 �� 9743（10番人気）
ワイド票数 計 244558 的中 �� 10515（9番人気）�� 7698（14番人気）�� 5077（18番人気）
3連複票数 計 645296 的中 ��� 10700（21番人気）
3連単票数 計1211491 的中 ��� 3443（110番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．6―12．8―12．9―12．9―12．4―11．5―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．6―36．2―49．0―1：01．9―1：14．8―1：27．2―1：38．7―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F33．8
1
3
5－2（1，9）－（4，8）－10，6－（3，7）
5，2（1，9）（6，8）（7，10，3）4

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

勝馬の
紹 介

トウキョウタフガイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2013．9．15 阪神3着

2011．1．26生 牡4鹿 母 リュートフルシティ 母母 クリックヒア 15戦2勝 賞金 25，024，000円

13068 5月10日 晴 良 （27京都3）第6日 第8競走 ��2，000�
や ぐ る ま

矢 車 賞
発走13時45分（番組第9競走を順序変更） （芝・右）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

55 フォルゴラーレ 牝3黒鹿54 太宰 啓介藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 480－ 42：01．2 18．3�
22 クイーンズターフ 牝3青鹿54 松山 弘平合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：01．3� 2．3�
11 エーティーロゼッタ 牝3鹿 54 藤田 伸二荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 476－ 2 〃 クビ 11．3�
33 エアルーティーン 牝3栗 54 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム 502－102：01．4� 3．5�
44 ウォーターラボ 牝3青鹿54 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 444＋ 4 〃 クビ 2．7�
66 バラブシュカ 牝3栗 54 和田 竜二大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 賀張三浦牧場 492－ 22：03．7大差 27．4	

（6頭）

売 得 金
単勝： 23，051，600円 複勝： 22，819，300円 枠連： 発売なし
馬連： 41，496，100円 馬単： 33，153，400円 ワイド： 14，588，300円
3連複： 48，205，500円 3連単： 161，077，700円 計： 344，391，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 630円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，090円 �� 350円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 41，100円

票 数

単勝票数 計 230516 的中 � 10036（5番人気）
複勝票数 計 228193 的中 � 10615（5番人気）� 70217（1番人気）
馬連票数 計 414961 的中 �� 13177（7番人気）
馬単票数 計 331534 的中 �� 3574（19番人気）
ワイド票数 計 145883 的中 �� 5983（7番人気）�� 3172（13番人気）�� 11597（4番人気）
3連複票数 計 482055 的中 ��� 8588（12番人気）
3連単票数 計1610777 的中 ��� 2841（85番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．7―12．4―12．7―12．6―12．0―11．5―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．7―37．4―49．8―1：02．5―1：15．1―1：27．1―1：38．6―1：49．9

コーナー
通過順位

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

2
4
・（3，5）6，2（4，1）・（3，5）2（4，1）6

勝馬の
紹 介

フォルゴラーレ 

�
父 ハーツクライ 


�
母父 Indian Charlie デビュー 2014．9．27 阪神8着

2012．4．13生 牝3黒鹿 母 イ リ デ 母母 Red Duchess 5戦2勝 賞金 15，647，000円



13069 5月10日 晴 良 （27京都3）第6日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分（番組第8競走を順序変更） （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

35 サウンドアドバイス 牝5栗 55 国分 優作加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 456± 01：24．5 6．1�
47 シ ュ ネ ー ル 牡4鹿 57 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 アタマ 4．2�
23 ア バ ン サ ル 牡4栗 57 藤田 伸二今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 502－ 2 〃 ハナ 19．5�
11 � トウケイアロー 牡4鹿 57 和田 竜二木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 増本牧場 472＋ 21：24．6� 4．9�
713 アドマイヤレイ 牡6鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526＋10 〃 ハナ 51．4�
36 カノヤプレジデント �5鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 482＋ 41：24．7	 48．5�
24 ゴーザトップ 牡4栗 57 太宰 啓介江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 484± 01：24．8クビ 11．1	
48 クァンタムギア 牡4黒鹿57 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 B468－ 41：24．9	 11．5

815 メイショウホウトウ 牡4青鹿57 酒井 学松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490－ 2 〃 クビ 4．1�
611 コリャコリャ 牝4鹿 55

53 △岩崎 翼小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 460－ 41：25．11
 160．1�
612� チュウワワンダー 牡5鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：25．31
 64．8
12 ディーセントワーク 牡4黒鹿 57

54 ▲加藤 祥太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 61：25．93	 16．7�

59 � パフュームスター 牝4栗 55
52 ▲城戸 義政松岡 謙氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 480－ 21：26．0� 147．0�

510 ゼロワンシンジロー 牡6鹿 57 水口 優也国田 正忠氏 森田 直行 新冠 長浜牧場 490－ 21：26．1	 240．1�
714� ミッキーナイト 牡4栗 57 高倉 稜野田みづき氏 高橋 康之 新ひだか 矢野牧場 470－ 21：26．31
 32．1�
816� リナクリスタル 牝4鹿 55 北村 友一ザ・チャンピオンズ 西村 真幸 日高 有限会社 レキ

シントンファーム 446＋ 41：27．68 71．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，383，900円 複勝： 47，115，400円 枠連： 24，749，800円
馬連： 95，767，300円 馬単： 41，671，400円 ワイド： 43，257，500円
3連複： 118，803，100円 3連単： 165，243，000円 計： 566，991，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 160円 � 450円 枠 連（3－4） 910円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，620円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 26，860円

票 数

単勝票数 計 303839 的中 � 39769（4番人気）
複勝票数 計 471154 的中 � 70308（4番人気）� 89427（1番人気）� 20805（8番人気）
枠連票数 計 247498 的中 （3－4） 21001（3番人気）
馬連票数 計 957673 的中 �� 52217（6番人気）
馬単票数 計 416714 的中 �� 10428（12番人気）
ワイド票数 計 432575 的中 �� 20348（6番人気）�� 6651（23番人気）�� 7830（15番人気）
3連複票数 計1188031 的中 ��� 14089（21番人気）
3連単票数 計1652430 的中 ��� 4460（70番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―12．1―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．3―46．4―59．0―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドアドバイス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．7．1 中京2着

2010．3．20生 牝5栗 母 ミネルバサウンド 母母 シンメイミネルバ 23戦2勝 賞金 31，350，000円
［他本会外：1戦0勝］

13070 5月10日 晴 良 （27京都3）第6日 第10競走 ��
��1，900�

ももやま

桃山ステークス
発走14時50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

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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

66 ナリタハリケーン 牡6鹿 57 北村 友一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 61：58．5 15．6�

22 セイスコーピオン 牡5栗 57 藤岡 康太金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 492＋ 21：58．71� 8．8�
810 ショウナンアポロン 牡5鹿 57 藤田 伸二国本 哲秀氏 古賀 史生 洞	湖 メジロ牧場 B500－ 21：59．01
 3．1�
811 スズカヴィグラス 牡6鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B502－ 2 〃 クビ 27．6�
78 ルファルシオン 牡4芦 57 藤岡 佑介 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 504－ 81：59．1� 6．7�
44 スノーモンキー 牡5鹿 57 松山 弘平石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 448＋ 81：59．2クビ 3．9	
55 ブルータンザナイト 牡6青鹿57 高倉 稜桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 554＋ 82：00．26 134．0

33 ドラゴンフォルテ 牡6鹿 57 和田 竜二窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 484＋ 4 〃 アタマ 41．6�
79 タガノビリーヴィン 牡5黒鹿57 岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 502＋ 2 〃 ハナ 6．6�
67 アテンファースト 牡5栗 57 酒井 学玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 486± 02：00．41� 14．5
11 � エーシンマックス 牡5栗 57 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 506＋ 22：00．5� 15．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 32，655，600円 複勝： 42，868，000円 枠連： 23，772，500円
馬連： 115，032，100円 馬単： 54，556，800円 ワイド： 43，970，700円
3連複： 131，811，900円 3連単： 231，403，700円 計： 676，071，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 370円 � 240円 � 160円 枠 連（2－6） 3，130円

馬 連 �� 4，860円 馬 単 �� 10，380円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 970円 �� 660円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 50，000円

票 数

単勝票数 計 326556 的中 � 16655（7番人気）
複勝票数 計 428680 的中 � 24840（7番人気）� 44506（5番人気）� 87913（2番人気）
枠連票数 計 237725 的中 （2－6） 5881（12番人気）
馬連票数 計1150321 的中 �� 18334（22番人気）
馬単票数 計 545568 的中 �� 3941（44番人気）
ワイド票数 計 439707 的中 �� 7877（20番人気）�� 11562（12番人気）�� 17718（6番人気）
3連複票数 計1318119 的中 ��� 14980（26番人気）
3連単票数 計2314037 的中 ��� 3355（190番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．7―12．8―12．8―13．3―13．0―12．1―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―17．9―29．6―42．4―55．2―1：08．5―1：21．5―1：33．6―1：45．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリタハリケーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．10 阪神1着

2009．4．10生 牡6鹿 母 シュペリユール 母母 ファビラスラフイン 22戦5勝 賞金 67，438，000円
〔制裁〕 スズカヴィグラス号の騎手国分優作は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）

１レース目



13071 5月10日 晴 良 （27京都3）第6日 第11競走 ��
��1，200�

く ら ま

鞍馬ステークス
発走15時30分 （芝・右）
4歳以上，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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

58 スギノエンデバー 牡7鹿 56 松山 弘平杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 472＋ 61：07．4 20．8�
11 � ルチャドルアスール �6黒鹿54 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 502－ 41：07．5	 8．3�
69 ワキノブレイブ 牡5青鹿56 加藤 祥太脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 492± 0 〃 ハナ 11．4�
57 ニ ン ジ ャ 牡6鹿 54 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 470－ 21：07．6
 6．0�
610� ヘニーハウンド 牡7栗 56 藤岡 佑介林 正道氏 吉村 圭司 米 Gulf Coast

Farms, LLC 514＋ 8 〃 クビ 6．3�
813 キングオブロー 牡6鹿 53 太宰 啓介田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 492－ 21：07．7クビ 35．7�
22 マコトナワラタナ 牝6鹿 53 田中 健	ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：07．8
 4．1

45 メイショウツガル 牡7鹿 54 高倉 稜松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 484＋ 4 〃 ハナ 26．7�
46 ブルーストーン 牝4黒鹿52 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 41：07．9
 12．3�
814 ウイングザムーン 牝6鹿 55 藤田 伸二髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 502＋101：08．0
 7．9�
34 サクラアドニス 牡7黒鹿55 和田 竜二	さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 466－ 2 〃 クビ 18．4�
712 ミヤジエムジェイ 牡7鹿 53 国分 優作曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 516＋ 81：08．1クビ 99．3�
711 レオンビスティー 牡6鹿 53 北村 友一備前島敏子氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 484－201：08．31
 30．5�
33 ニ ザ エ モ ン 牡7黒鹿54 酒井 学小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 460－ 6 〃 クビ 15．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，612，200円 複勝： 60，615，600円 枠連： 46，878，700円
馬連： 206，776，800円 馬単： 87，467，900円 ワイド： 72，777，100円
3連複： 261，355，000円 3連単： 396，773，900円 計： 1，179，257，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 500円 � 330円 � 380円 枠 連（1－5） 2，940円

馬 連 �� 11，930円 馬 単 �� 25，640円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 2，880円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 38，880円 3 連 単 ��� 309，640円

票 数

単勝票数 計 466122 的中 � 17855（10番人気）
複勝票数 計 606156 的中 � 29980（10番人気）� 51298（5番人気）� 42232（6番人気）
枠連票数 計 468787 的中 （1－5） 12353（15番人気）
馬連票数 計2067768 的中 �� 13427（49番人気）
馬単票数 計 874679 的中 �� 2558（102番人気）
ワイド票数 計 727771 的中 �� 5654（50番人気）�� 6496（41番人気）�� 10028（23番人気）
3連複票数 計2613550 的中 ��� 5041（146番人気）
3連単票数 計3967739 的中 ��� 929（1022番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．6―11．1―11．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．0―44．1―55．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スギノエンデバー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2010．8．14 小倉1着

2008．4．2生 牡7鹿 母 シャイニングピアス 母母 フォーシングビッド 50戦6勝 賞金 229，439，000円

13072 5月10日 晴 良 （27京都3）第6日 第12競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

48 メイショウヒコボシ 牡4鹿 57 川島 信二松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 526± 01：23．9 14．5�
611 バ コ パ 牡6栗 57 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 480－ 61：24．0� 111．9�
36 スランジバール 牡6鹿 57 酒井 学�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480－ 41：24．21� 60．7�
35 モンラッシェ 牡4栗 57 松山 弘平吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 クビ 32．8�
23 ルミナスパレード 牝4黒鹿55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：24．3クビ 4．4�
713 ア サ ケ ゴ マ 牝5芦 55 太宰 啓介大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 478＋ 41：24．4� 33．0	
612 キタサンウンゲツ 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 504－ 2 〃 クビ 3．8

714 イノセンテス 牡4鹿 57 藤岡 康太小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 468＋ 61：24．5クビ 15．8�
815 ダイリュウキセキ 牝4黒鹿55 小林 徹弥大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 446－ 21：24．6� 4．8
12 ガ ン ジ ー 牡4栗 57 高倉 稜岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 500－ 21：24．81� 7．9�
59 アルスマルカート 牡7栗 57 中谷 雄太池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 480± 01：25．43� 109．8�
816 ブラボーランサー 牡4鹿 57 国分 優作田畑 富子氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 524＋ 61：25．5クビ 176．9�
510 マンハッタンコード 牡6鹿 57 北村 友一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 184．4�
11 サトノアビリティ 牡5栗 57 和田 竜二里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 514＋ 21：27．2大差 6．6�
24 キセキノハナ 牝6芦 55

52 ▲城戸 義政華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 444－ 81：27．62� 42．3�
47 ショウナンマオ 牝6鹿 55

52 ▲加藤 祥太国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516－ 61：27．81� 57．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，626，700円 複勝： 63，215，500円 枠連： 37，950，600円
馬連： 149，360，300円 馬単： 63，037，300円 ワイド： 60，849，800円
3連複： 180，656，100円 3連単： 291，693，300円 計： 891，389，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 530円 � 2，280円 � 1，500円 枠 連（4－6） 2，300円

馬 連 �� 100，830円 馬 単 �� 168，240円

ワ イ ド �� 21，990円 �� 9，670円 �� 30，990円

3 連 複 ��� 811，320円 3 連 単 ��� 6，608，670円

票 数

単勝票数 計 446267 的中 � 24582（6番人気）
複勝票数 計 632155 的中 � 33804（6番人気）� 7024（13番人気）� 10872（12番人気）
枠連票数 計 379506 的中 （4－6） 12735（8番人気）
馬連票数 計1493603 的中 �� 1148（89番人気）
馬単票数 計 630373 的中 �� 281（175番人気）
ワイド票数 計 608498 的中 �� 714（92番人気）�� 1631（62番人気）�� 506（104番人気）
3連複票数 計1806561 的中 ��� 167（453番人気）
3連単票数 計2916933 的中 ��� 32（2740番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．0―12．6―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―34．1―46．1―58．7―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒコボシ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Green Desert デビュー 2013．9．17 阪神4着

2011．4．18生 牡4鹿 母 フォーフリーダムス 母母 Shining Eyes 15戦3勝 賞金 32，100，000円
〔制裁〕 ショウナンマオ号の騎手加藤祥太は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔その他〕 ショウナンマオ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ショウナンマオ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年7月10日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒルノケアンズ号

４レース目



（27京都3）第6日 5月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 151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

209，510，000円
6，380，000円
1，040，000円
18，130，000円
61，138，500円
3，926，000円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
321，009，700円
445，186，500円
208，488，700円
950，081，300円
477，635，200円
410，790，100円
1，169，611，100円
1，968，236，400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 5，951，039，000円

総入場人員 22，836名 （有料入場人員 21，267名）
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