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13061 5月8日 晴 良 （28京都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

610 オーミパドドゥ 牝3栗 54 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 452＋ 81：56．0 44．6�
47 フラワーファースト 牝3鹿 54 川田 将雅黒川 哲美氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 476＋121：56．1� 2．8�
713 リベリーターン 牝3鹿 54 和田 竜二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 474－ 61：56．31� 4．0�
46 ド ゥ ラ セ ア 牝3黒鹿54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 4 〃 ハナ 14．0�
815 ダンスウィズミー 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也石川 達絵氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 402＋ 4 〃 ハナ 33．6�
23 ヌ ン ダ ー ウ 牝3鹿 54 佐藤 友則ヌンクラブ	 谷 潔 新冠 赤石 久夫 464＋ 61：56．51 26．1


（笠松）

34 メイショウアケボノ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 490＋ 6 〃 アタマ 13．8�
814 タイセイフラム 牝3鹿 54 酒井 学田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 B430± 01：56．92� 23．8
712 パープルミラクル 牝3黒鹿54 高倉 稜中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 414＋101：57．21� 26．6�
22 スズカエメラルド 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 422± 01：57．73 9．0�
11 メモラビリア 牝3栗 54 松山 弘平 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 516－201：58．01� 5．9�
58 タガノバレリーナ 牝3鹿 54 古川 吉洋八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514＋101：58．2� 150．3�
611 ビッグステラ 牝3栗 54

52 △義 英真中辻 明氏 大久保龍志 むかわ 上水牧場 542 ―1：58．41� 19．5�
59 オ カ ミ サ ン 牝3鹿 54 小林 徹弥吉田 勝利氏 森 秀行 新ひだか チャンピオンズファーム 450＋ 81：58．5� 241．9�
35 ローマンカモミール 牝3黒鹿54 菱田 裕二山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 坂本 春雄 444－ 21：58．6� 276．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，275，800円 複勝： 23，819，600円 枠連： 10，633，000円
馬連： 40，524，500円 馬単： 19，706，200円 ワイド： 22，666，500円
3連複： 56，268，200円 3連単： 71，119，600円 計： 260，013，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，460円 複 勝 � 470円 � 150円 � 160円 枠 連（4－6） 1，930円

馬 連 �� 5，700円 馬 単 �� 15，000円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，600円 �� 320円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 80，310円

票 数

単勝票数 計 152758 的中 � 2736（12番人気）
複勝票数 計 238196 的中 � 9101（8番人気）� 49953（1番人気）� 44479（2番人気）
枠連票数 計 106330 的中 （4－6） 4268（10番人気）
馬連票数 計 405245 的中 �� 5504（21番人気）
馬単票数 計 197062 的中 �� 985（53番人気）
ワイド票数 計 226665 的中 �� 3871（19番人気）�� 3361（22番人気）�� 21035（1番人気）
3連複票数 計 562682 的中 ��� 6274（21番人気）
3連単票数 計 711196 的中 ��� 642（263番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．9―13．2―13．4―12．9―13．2―13．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．5―49．7―1：03．1―1：16．0―1：29．2―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．0
1
3
2，7，11（1，14）13（4，15）（10，12）（3，8）－5－6－9
2－7，11，1（13，14）（4，15）（10，12）－8－3，6，5－9

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

勝馬の
紹 介

オーミパドドゥ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Royal Academy デビュー 2015．10．10 京都9着

2013．4．6生 牝3栗 母 ポットアカデミー 母母 ベ ー シ イ ド 7戦1勝 賞金 5，000，000円
※オカミサン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13062 5月8日 晴 良 （28京都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

35 ナ イ ス ワ ン 牡3栗 56 川田 将雅田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 448± 01：13．0 2．7�
24 エイシンニバリキ 牡3栗 56 国分 恭介�栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 478＋ 21：13．95 51．6�
59 シ ー オ ー ク 牝3栗 54 太宰 啓介 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム 460－ 6 〃 アタマ 4．0�
510 カネトシフェイト 牡3黒鹿56 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 ラツキー牧場 446＋ 41：14．21� 12．9�
11 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 502＋ 6 〃 アタマ 5．1	
48 アドマイヤフォルム 牡3黒鹿 56

54 △義 英真近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B460＋ 21：14．3� 27．1

714 エイシンキラウエア 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 城地 清満 456＋101：14．4� 23．0�
815 ド ス コ イ 牡3鹿 56 菱田 裕二中西 功氏 日吉 正和 日高 高山牧場 446＋ 61：14．71� 13．0�
36 ミキノカンタータ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 442＋ 21：14．8クビ 32．2
611 レディーズトピック 牝3青鹿54 松山 弘平田島 大史氏 田中 章博 新ひだか 前谷 武志 412± 0 〃 クビ 25．9�
47 カノヤルジャンドル 牝3鹿 54

52 △城戸 義政神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 444＋ 4 〃 ハナ 291．8�
816 クリノエディンバラ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 加野牧場 450＋ 41：14．9� 54．3�
612 ゼットシャンティ 牡3黒鹿56 佐藤 友則�フォーレスト 池添 学 新ひだか 嶋田牧場 502＋ 41：15．0� 21．6�

（笠松）

713 シゲルクロメバル 牡3黒鹿56 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 454＋221：15．74 82．0�
23 ラグランジュ 牝3黒鹿54 酒井 学 �ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム 466＋12 〃 クビ 22．8�
12 トウカイアンジュ 牝3鹿 54 田中 健内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 434 ―1：19．6大差 137．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，278，400円 複勝： 28，489，100円 枠連： 13，037，200円
馬連： 42，811，100円 馬単： 22，392，800円 ワイド： 27，206，900円
3連複： 60，484，300円 3連単： 75，990，700円 計： 288，690，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 920円 � 180円 枠 連（2－3） 1，820円

馬 連 �� 5，710円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 350円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 6，960円 3 連 単 ��� 40，960円

票 数

単勝票数 計 182784 的中 � 52322（1番人気）
複勝票数 計 284891 的中 � 60779（1番人気）� 5442（13番人気）� 45208（2番人気）
枠連票数 計 130372 的中 （2－3） 5524（8番人気）
馬連票数 計 428111 的中 �� 5805（20番人気）
馬単票数 計 223928 的中 �� 1921（33番人気）
ワイド票数 計 272069 的中 �� 3432（26番人気）�� 22593（2番人気）�� 2282（36番人気）
3連複票数 計 604843 的中 ��� 6514（19番人気）
3連単票数 計 759907 的中 ��� 1345（121番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．7―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．6―47．9―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナ イ ス ワ ン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．8．22 小倉10着

2013．4．25生 牡3栗 母 ジョージアンベイ 母母 Hybla 9戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 トウカイアンジュ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 トウカイアンジュ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年6月8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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 インテグリティー号・テイエムフライヤー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 京都競馬 第６日



13063 5月8日 晴 良 （28京都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

23 リライアブルエース 牡3黒鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 81：48．0 1．5�

35 コスモスコルピウス 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 41：48．21� 13．1�
714 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 472－ 61：48．41� 9．1�
47 ショウナンラテール 牡3鹿 56 松山 弘平国本 哲秀氏 中村 均 安平 追分ファーム 448＋ 61：48．61� 6．5�
510 ルージュバローズ 牝3黒鹿54 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 杵臼牧場 446＋ 21：48．81� 9．5�
612 ストンライティング 牡3鹿 56 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 B438± 0 〃 ハナ 249．7	
611 デイジーフローラ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 494－ 41：48．9	 16．2

815 マーティンクリベー 牡3鹿 56 佐藤 友則大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 478＋ 6 〃 ハナ 185．0�

（笠松）

48 アナザーワールド 牝3鹿 54 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 426－ 21：49．0� 97．6�
713 トーコージュエリー 牝3芦 54

52 △義 英真森田 藤治氏 橋田 満 洞
湖 レイクヴィラファーム 428＋101：49．21� 209．3
59 ショートストーリー 牡3黒鹿56 武 幸四郎 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 490－ 4 〃 クビ 61．9�
816 ワンソックワンダー 牡3鹿 56 和田 竜二 �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 540－101：49．51	 27．4�
36 クリノアローハ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 村田牧場 468－ 4 〃 ハナ 229．6�
24 メイショウエゾホシ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 520－ 4 〃 クビ 272．1�
12 ニュートライ 牡3鹿 56 太宰 啓介服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 �川フアーム 508－ 21：50．03 175．7�
11 アルマスハート 牝3栗 54 国分 優作馬目 卓氏 北出 成人 新ひだか 片山牧場 436－ 21：50．1� 403．1�
817 コノハナサクヤヒメ 牝3鹿 54 藤懸 貴志仁田脇 彰氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 434－ 41：51．69 412．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 25，750，900円 複勝： 105，113，700円 枠連： 13，296，000円
馬連： 51，346，700円 馬単： 38，856，800円 ワイド： 30，250，100円
3連複： 69，177，100円 3連単： 134，275，700円 計： 468，067，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 180円 枠 連（2－3） 820円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 350円 �� 270円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 5，170円

票 数

単勝票数 計 257509 的中 � 133926（1番人気）
複勝票数 計1051137 的中 � 808129（1番人気）� 32839（5番人気）� 42820（4番人気）
枠連票数 計 132960 的中 （2－3） 12422（4番人気）
馬連票数 計 513467 的中 �� 43858（4番人気）
馬単票数 計 388568 的中 �� 24734（4番人気）
ワイド票数 計 302501 的中 �� 22320（4番人気）�� 31344（2番人気）�� 6909（11番人気）
3連複票数 計 691771 的中 ��� 28045（7番人気）
3連単票数 計1342757 的中 ��� 18829（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．6―48．0―1：00．3―1：12．8―1：24．8―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リライアブルエース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2016．4．16 阪神3着

2013．1．13生 牡3黒鹿 母 ゴールデンドックエー 母母 Penpont 2戦1勝 賞金 6，300，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13064 5月8日 晴 良 （28京都3）第6日 第4競走 ��1，600�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
1：33．0
1：30．7

良
良

11 グランノーブル 牡3鹿 56 川田 将雅三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 490± 01：33．4 2．3�
24 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 456＋161：33．93 35．5�
714 ファンタサイズ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436＋ 21：34．0� 4．3�
510 ドルチャーリオ 牡3栗 56

54 △義 英真 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446－ 21：34．1� 10．3�

715 ステファンバローズ 牡3黒鹿56 四位 洋文猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 462± 0 〃 アタマ 4．8�
35 ゴールデンバイオ 牡3芦 56 武 幸四郎バイオ	 西浦 勝一 日高 中館牧場 450＋ 21：35．05 13．6

612 ハ リ ー 牡3鹿 56 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420－ 41：35．1クビ 14．9�
47 マジョレット 牝3青鹿54 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 442－ 41：35．31� 322．5�
817 メイショウルヴァン 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 474－ 61：35．51� 341．8
59 キリエレガント 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極�本桐牧場 沖 芳夫 新ひだか 本桐牧場 388＋ 41：36．03 260．4�
818 ナ ヴ ラ ト リ 牝3青鹿54 太宰 啓介田上 雅春氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 432＋14 〃 クビ 50．3�
23 サ マ ン サ 牝3黒鹿54 佐藤 友則浜井 弘至氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 410＋ 21：36．32 150．3�
（笠松）

611 トロントロン 牝3黒鹿54 竹之下智昭�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 448＋201：36．51 318．4�
816 シゲルイブリカマス 牝3鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 日吉 正和 日高 高山 博 458－ 61：36．92� 434．0�
12 インペリアルスピア 牡3栗 56 秋山真一郎野田 善己氏 飯田 祐史 新冠 中村 弘昭 422－ 21：38．17 13．3�
36 メイショウケンプウ 牝3黒鹿54 国分 恭介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 426－ 41：39．27 273．6�
713 テゾーロミノル 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 466－ 41：40．9大差 233．6�
（17頭）

48 アルティマヒート 牝3栗 54 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，134，700円 複勝： 34，354，700円 枠連： 18，596，900円
馬連： 49，746，100円 馬単： 26，381，300円 ワイド： 29，711，100円
3連複： 67，513，800円 3連単： 96，341，600円 計： 344，780，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 500円 � 150円 枠 連（1－2） 3，160円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 300円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 24，740円

票 数

単勝票数 差引計 221347（返還計 556） 的中 � 74643（1番人気）
複勝票数 差引計 343547（返還計 386） 的中 � 90315（1番人気）� 11042（8番人気）� 65662（2番人気）
枠連票数 差引計 185969（返還計 3 ） 的中 （1－2） 4552（10番人気）
馬連票数 差引計 497461（返還計 1090） 的中 �� 11512（13番人気）
馬単票数 差引計 263813（返還計 633） 的中 �� 4306（17番人気）
ワイド票数 差引計 297111（返還計 623） 的中 �� 6644（15番人気）�� 28761（2番人気）�� 3425（23番人気）
3連複票数 差引計 675138（返還計 2538） 的中 ��� 10681（17番人気）
3連単票数 差引計 963416（返還計 3641） 的中 ��� 2823（86番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．6―11．8―11．5―11．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．3―34．9―46．7―58．2―1：09．5―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．2
3 1，2（4，14）（7，18）（12，15）11（3，10，17）5，9（16，13）＝6 4 1，14－4，2（7，18）15（12，10）（11，17）5，3－（16，9）＝13＝6

勝馬の
紹 介

グランノーブル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Devil’s Bag デビュー 2015．9．12 阪神6着

2013．3．22生 牡3鹿 母 シルクファビュラス 母母 Why Go On Dreaming 10戦1勝 賞金 15，350，000円
〔出走取消〕 アルティマヒート号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インペリアルスピア号・メイショウケンプウ号・テゾーロミノル号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成28年6月8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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オカミサン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



13065 5月8日 晴 良 （28京都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

88 ポッドクヒオ 牝3栗 54 菱田 裕二小川眞査雄氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 430－ 41：52．2 3．8�
22 モルゲンロート 牡3鹿 56 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 456－ 41：52．83� 2．5�
77 エ キ ド ナ 牝3青鹿54 松山 弘平�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 488± 01：53．01� 2．7�
11 プラネットブルー 牡3栗 56 佐藤 友則森岡 幸人氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：53．42� 37．2�

（笠松）

33 キングズキャニオン 牡3鹿 56
54 △義 英真石川 幸司氏 大根田裕之 新ひだか 三石ファーム 434－ 21：53．82� 60．5�

55 メイショウダッサイ 牡3黒鹿 56
55 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 472－ 2 〃 ハナ 17．4	

44 クリノセゴビア 牝3黒鹿54 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 448－ 21：54．33 8．7

66 ビームオブホープ 牡3青鹿56 和田 竜二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 470＋ 21：54．51� 40．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 22，352，000円 複勝： 22，786，900円 枠連： 発売なし
馬連： 45，260，200円 馬単： 25，962，200円 ワイド： 21，082，400円
3連複： 49，766，700円 3連単： 121，988，500円 計： 309，198，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 190円 �� 210円 �� 150円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 2，280円

票 数

単勝票数 計 223520 的中 � 46148（3番人気）
複勝票数 計 227869 的中 � 30198（3番人気）� 81985（1番人気）� 59860（2番人気）
馬連票数 計 452602 的中 �� 59027（2番人気）
馬単票数 計 259622 的中 �� 15910（4番人気）
ワイド票数 計 210824 的中 �� 26381（2番人気）�� 22213（3番人気）�� 41620（1番人気）
3連複票数 計 497667 的中 ��� 110195（1番人気）
3連単票数 計1219885 的中 ��� 38667（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．9―37．0―49．7―1：02．5―1：15．2―1：27．5―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．0
1
3
6，7（4，8）2－1（3，5）・（6，7）8（4，2）（3，1）－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポッドクヒオ �

父 キングカメハメハ �


母父 アグネスタキオン デビュー 2015．12．12 阪神3着

2013．2．20生 牝3栗 母 ヴァインバッハ 母母 ド メ ー ヌ 4戦2勝 賞金 14，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13066 5月8日 晴 良 （28京都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・外）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

46 ウェーブヒーロー 牡3鹿 56 和田 竜二万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 494－ 41：21．9 4．1�
69 ウインムート 牡3青鹿56 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 484－ 4 〃 アタマ 23．4�
34 ファインニードル 牡3鹿 56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 4 〃 アタマ 2．1�
813 ビナイーグル 牡3鹿 56 酒井 学井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 490＋ 41：22．21� 4．9�
33 サクレメジャー 牡3栗 56 高倉 稜 K.S．ヤップ氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506－101：22．52 23．0�
58 ペイザージュ 牝3栗 54 秋山真一郎落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 476＋ 21：22．71� 20．6	
57 ウインクレド 牡3鹿 56

54 △義 英真�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 468＋ 2 〃 クビ 86．0

45 マイネルボールド 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 若林牧場 428－ 8 〃 アタマ 49．6�

712 サンライズビーム 牡3芦 56 菱田 裕二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 430－ 41：22．91� 31．9�
610 バ オ バ ブ 牝3芦 54 川島 信二 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 428－ 21：23．0	 37．2
814 ショウナンマシェリ 牝3鹿 54 国分 恭介�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 456＋161：23．1� 33．3�
711 カシノエイシ 牡3鹿 56 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 544± 01：23．31� 228．8�
22 ルージュノアール 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也前原 敏行氏 野中 賢二 新ひだか チャンピオンズファーム 448－ 21：24．79 13．3�
11 
 タカラハニー 牝3栗 54 佐藤 友則�ホースケア 山中 輝久 むかわ 清水ファーム 388－ 61：27．3大差 378．9�

（笠松） （笠松）

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，201，400円 複勝： 32，627，400円 枠連： 14，596，900円
馬連： 65，046，100円 馬単： 33，513，800円 ワイド： 31，942，000円
3連複： 79，771，900円 3連単： 118，863，100円 計： 401，562，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 390円 � 120円 枠 連（4－6） 2，440円

馬 連 �� 5，440円 馬 単 �� 7，330円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 230円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 26，050円

票 数

単勝票数 計 252014 的中 � 48222（2番人気）
複勝票数 計 326274 的中 � 58983（2番人気）� 13644（7番人気）� 91610（1番人気）
枠連票数 計 145969 的中 （4－6） 4624（9番人気）
馬連票数 計 650461 的中 �� 9259（19番人気）
馬単票数 計 335138 的中 �� 3425（24番人気）
ワイド票数 計 319420 的中 �� 6590（14番人気）�� 41953（1番人気）�� 9280（8番人気）
3連複票数 計 797719 的中 ��� 20130（8番人気）
3連単票数 計1188631 的中 ��� 3307（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．8―47．9―59．4―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウェーブヒーロー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 トワイニング デビュー 2015．10．18 京都4着

2013．2．26生 牡3鹿 母 ブ ル ー レ イ 母母 ブルーサヴァンナ 7戦2勝 賞金 14，400，000円
〔その他〕 タカラハニー号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。
※サクレメジャー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



13067 5月8日 晴 良 （28京都3）第6日 第7競走 ��
��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

79 � セプティエーム 牡4芦 57 佐藤 友則吉田 和美氏 池添 学 米
Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

492± 02：01．1 79．7�
（笠松）

33 ニホンピロシナバー 牡4青鹿57 和田 竜二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 500＋ 4 〃 クビ 1．8�
55 チャップリン 牡4黒鹿57 川田 将雅髙瀬 真尚氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 490＋ 22：01．2
 8．9�
67 キングカヌヌ 牡4芦 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B496－ 62：01．3クビ 4．2�
811 マルカライン 牡4栗 57

55 △城戸 義政日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 512－ 22：01．51� 64．5�
810 ウォーターイーグル 牡4黒鹿57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 526＋12 〃 ハナ 9．6	
11 アースシンフォニー 牡4鹿 57 太宰 啓介
ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 B484－ 62：01．6� 20．6�
44 ミ コ ラ ソ ン 牡4鹿 57 武 幸四郎
キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 494－ 22：01．81� 8．7�
66  デルマコテツ 牡5栗 57 国分 恭介浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 452± 02：02．33 30．4
78  ブレイブミノル 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 42：02．51 188．8�
22 アスクティターン 牡4鹿 57 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 490± 02：04．4大差 32．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，526，400円 複勝： 54，670，800円 枠連： 13，519，100円
馬連： 56，296，900円 馬単： 37，684，600円 ワイド： 31，563，500円
3連複： 70，966，900円 3連単： 151，945，000円 計： 444，173，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，970円 複 勝 � 1，060円 � 110円 � 220円 枠 連（3－7） 3，990円

馬 連 �� 6，230円 馬 単 �� 20，490円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 8，000円 �� 370円

3 連 複 ��� 16，780円 3 連 単 ��� 169，210円

票 数

単勝票数 計 275264 的中 � 2762（10番人気）
複勝票数 計 546708 的中 � 5275（10番人気）� 311980（1番人気）� 35284（4番人気）
枠連票数 計 135191 的中 （3－7） 2623（13番人気）
馬連票数 計 562969 的中 �� 6999（18番人気）
馬単票数 計 376846 的中 �� 1379（46番人気）
ワイド票数 計 315635 的中 �� 3507（23番人気）�� 933（40番人気）�� 25031（3番人気）
3連複票数 計 709669 的中 ��� 3171（40番人気）
3連単票数 計1519450 的中 ��� 651（303番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．8―13．9―12．9―11．9―12．2―12．8―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．7―31．5―45．4―58．3―1：10．2―1：22．4―1：35．2―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�セプティエーム �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Strong Contender デビュー 2014．10．18 京都5着

2012．2．19生 牡4芦 母 Some Pretender 母母 Cloud’s Ambre 16戦2勝 賞金 17，850，000円
〔制裁〕 ニホンピロシナバー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10，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13068 5月8日 晴 良 （28京都3）第6日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時45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
1：43．9
1：43．9

良
良

22 ク レ ス ト 牡4青鹿57 川田 将雅前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 510＋ 21：47．8 4．3�

57 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 476－ 2 〃 アタマ 6．1�

11 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 508± 0 〃 アタマ 30．6�
33 ヒルノマレット 牡4黒鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 512－ 21：47．9� 16．9�
46 グレイスミノル 牝4青鹿 55

52 ▲荻野 極吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 474＋ 2 〃 アタマ 3．0	
69 ウインマハロ 牝4鹿 55 高倉 稜�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 21：48．1� 10．4

610 ドラゴンマジック 	4栗 57 和田 竜二窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 500－ 81：48．31 20．1�
814 エリタージュゲラン 牡5鹿 57 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石橋 守 日高 白井牧場 454－ 8 〃 クビ 110．1�
711 メイショウチギリ 牡5鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 478＋ 21：48．4
 11．4
34 ラテラルアーク 	5栗 57 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 488＋ 61：48．82
 10．5�
58 � ノ ア ブ ギ ー 牡4栗 57 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 平取 原田 新治 486± 01：49．22
 181．1�
45 � エスペランサナナ 牝5鹿 55 国分 優作江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 杵臼牧場 464＋ 6 〃 クビ 41．1�
813 アイオシルケン 牡4黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 484－ 41：49．3
 25．0�
712 ノ ボ リ フ ジ 牡5鹿 57 松山 弘平原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 512＋ 81：49．83 28．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，901，400円 複勝： 36，592，000円 枠連： 16，995，800円
馬連： 69，516，600円 馬単： 32，104，300円 ワイド： 36，353，000円
3連複： 90，621，800円 3連単： 123，750，900円 計： 431，835，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 210円 � 610円 枠 連（2－5） 1，860円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，840円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 14，520円 3 連 単 ��� 68，270円

票 数

単勝票数 計 259014 的中 � 47727（2番人気）
複勝票数 計 365920 的中 � 50545（3番人気）� 51440（2番人気）� 12546（10番人気）
枠連票数 計 169958 的中 （2－5） 7076（8番人気）
馬連票数 計 695166 的中 �� 29297（5番人気）
馬単票数 計 321043 的中 �� 6897（8番人気）
ワイド票数 計 363530 的中 �� 13558（6番人気）�� 4999（24番人気）�� 3232（33番人気）
3連複票数 計 906218 的中 ��� 4679（50番人気）
3連単票数 計1237509 的中 ��� 1314（220番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．8―12．6―12．8―12．3―11．7―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．6―48．2―1：01．0―1：13．3―1：25．0―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク レ ス ト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Darshaan デビュー 2014．9．7 小倉1着

2012．2．15生 牡4青鹿 母 キュンティア 母母 One Life 12戦2勝 賞金 22，180，000円



13069 5月8日 晴 良 （28京都3）第6日 第9競走 ��
��2，000�

か も が わ

鴨 川 特 別
発走14時15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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

11 スズカルパン 牡7鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 470＋ 21：59．7 4．3�
55 サイモンラムセス 牡6鹿 57 川田 将雅澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B452＋ 41：59．8� 2．7�
22 シンボリジャズ 牡6鹿 57 四位 洋文シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 498＋ 41：59．9� 6．4�
33 レ ン ト ラ ー 牡4黒鹿57 武 幸四郎 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 456± 02：00．21	 3．6�
88 コウエイワンマン 牡5黒鹿57 松山 弘平西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 532± 0 〃 アタマ 6．3�
77 カ ト ラ ス 
6芦 57 菱田 裕二村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 476＋ 42：00．94 54．9	
66 � メイショウオトコギ 
7栗 57 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 494－ 4 〃 クビ 57．6

44 シルバーソード 牡4鹿 57 秋山真一郎�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 12：01．0クビ 27．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 30，006，800円 複勝： 26，849，600円 枠連： 発売なし
馬連： 75，316，000円 馬単： 42，891，400円 ワイド： 29，880，700円
3連複： 80，355，100円 3連単： 194，854，000円 計： 480，153，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 120円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 180円 �� 420円 �� 280円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 4，240円

票 数

単勝票数 計 300068 的中 � 55267（3番人気）
複勝票数 計 268496 的中 � 50957（2番人気）� 72023（1番人気）� 36585（5番人気）
馬連票数 計 753160 的中 �� 131494（1番人気）
馬単票数 計 428914 的中 �� 34408（2番人気）
ワイド票数 計 298807 的中 �� 50142（1番人気）�� 15313（9番人気）�� 25399（4番人気）
3連複票数 計 803551 的中 ��� 94756（2番人気）
3連単票数 計1948540 的中 ��� 33259（15番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．5―12．4―11．9―12．1―11．6―11．6―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．0―37．5―49．9―1：01．8―1：13．9―1：25．5―1：37．1―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F34．2
1
3
2－（1，5）－（3，8）－7，4，6
2－1（3，5）8－7，6，4

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

勝馬の
紹 介

スズカルパン 
�
父 スズカマンボ 

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2011．9．10 阪神4着

2009．3．16生 牡7鹿 母 ルンルンスズカ 母母 アイシングスズカ 63戦4勝 賞金 108，558，000円

13070 5月8日 晴 良 （28京都3）第6日 第10競走 ��
��1，800�

か み が も

上賀茂ステークス
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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

713 トラキチシャチョウ 牡5鹿 57 松山 弘平 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 514± 01：51．5 5．0�
59 タムロミラクル 牡4青鹿57 川田 将雅谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 468－ 41：51．71� 4．5�
35 メイショウヒコボシ 牡5鹿 57 川島 信二松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 534＋ 4 〃 クビ 7．0�
814	 ミキノハルモニー 牡5栃栗57 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 458± 01：51．91 4．7�
11 タマモネイヴィー 牡5鹿 57 古川 吉洋タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B502＋ 21：52．0
 50．4�
23 セイスコーピオン 牡6栗 57 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 504＋ 61：52．21
 20．5	
712 サンライズホーム 牡5青鹿57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 B500＋121：52．3クビ 25．9

47 コンセギール 牡4黒鹿57 高倉 稜前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 2 〃 アタマ 22．6�
611 マイネルオフィール 牡4鹿 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 482± 01：52．4
 17．2�
22 テイエムジンソク 牡4芦 57 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 480＋ 21：52．5
 7．3
58 カネトシビバーチェ 牝5鹿 55 武 幸四郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 452＋ 41：52．6
 58．2�
610 アドマイヤシャイ 牝4黒鹿55 菱田 裕二近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：54．09 23．0�
34 ハギノタイクーン 牡7鹿 57 秋山真一郎日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 530－161：54．1
 18．9�
815 カラパナビーチ 牡4黒鹿57 国分 恭介金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 538± 01：54．31 69．9�
46 メイショウコンカー 牡7栗 57 小崎 綾也松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 468－ 21：54．4
 100．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，067，800円 複勝： 55，349，500円 枠連： 30，873，600円
馬連： 130，222，000円 馬単： 52，086，600円 ワイド： 60，420，200円
3連複： 172，099，100円 3連単： 219，770，100円 計： 756，888，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 170円 � 250円 枠 連（5－7） 1，000円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 440円 �� 700円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 14，450円

票 数

単勝票数 計 360678 的中 � 56952（3番人気）
複勝票数 計 553495 的中 � 88724（3番人気）� 92972（1番人気）� 49988（5番人気）
枠連票数 計 308736 的中 （5－7） 23895（2番人気）
馬連票数 計1302220 的中 �� 88095（2番人気）
馬単票数 計 520866 的中 �� 15691（5番人気）
ワイド票数 計 604202 的中 �� 37193（2番人気）�� 21755（4番人気）�� 19531（7番人気）
3連複票数 計1720991 的中 ��� 38842（5番人気）
3連単票数 計2197701 的中 ��� 11026（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―36．7―49．5―1：02．2―1：14．3―1：25．8―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トラキチシャチョウ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．12．7 阪神6着

2011．5．18生 牡5鹿 母 タイキプレリュード 母母 Private Encore 23戦4勝 賞金 80，776，000円
［他本会外：1戦1勝］

１レース目



13071 5月8日 晴 良 （28京都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，27．5．9以降28．5．1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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

818 セカンドテーブル 牡4栗 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 474＋ 41：07．5 12．6�
714 ミッキーラブソング 牡5黒鹿55 川田 将雅野田みづき氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 472＋ 41：07．71� 2．9�
35 メイショウライナー 牡6鹿 54 秋山真一郎松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 476－ 41：07．8� 12．9�
48 マルヨバクシン 牝4栗 52 松山 弘平野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 496＋ 4 〃 ハナ 4．5�
510 シンデレラボーイ 牡6鹿 54 佐藤 友則田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 498＋ 21：07．9� 25．3�

（笠松）

12 ヤマニンプチガトー 牝7栗 51 村田 一誠土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 494－ 2 〃 アタマ 41．1	
36 キングオブロー 牡7鹿 54 四位 洋文田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 488－ 21：08．0クビ 42．4

713 フミノムーン 牡4栗 54 武 幸四郎谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 450＋ 2 〃 クビ 25．3�
59 ワキノブレイブ 牡6青鹿56 太宰 啓介脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 492＋ 41：08．1� 6．1�
24 ゴールデンナンバー 牝7栗 53 国分 恭介池谷 誠一氏 萩原 清 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 81：08．2クビ 50．5
817	 トータルヒート 牝5栗 51 藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 474＋16 〃 クビ 14．8�
611
 サクラレグナム 牡7栗 55 高倉 稜�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 502－121：08．3クビ 59．8�
47 アミカブルナンバー 牝7鹿 52 酒井 学池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 456－14 〃 ハナ 56．4�
23 メイショウノーベル 牡7栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 富田牧場 506－ 61：08．4� 73．1�
816 タガノブルグ 牡5鹿 54 小崎 綾也八木 秀之氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋ 61：08．5クビ 33．7�
715	 ヘニーハウンド 牡8栗 56 菱田 裕二林 正道氏 吉村 圭司 米 Gulf Coast

Farms, LLC 514－ 4 〃 アタマ 38．7�
11 サカジロロイヤル 牡8黒鹿55 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 516± 01：08．6� 81．5�
612
 ルチャドルアスール �7黒鹿54 川島 信二�アスール 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 494－ 41：09．02� 24．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 55，587，200円 複勝： 68，237，700円 枠連： 57，960，900円
馬連： 224，929，200円 馬単： 94，598，100円 ワイド： 92，560，000円
3連複： 316，922，900円 3連単： 462，307，100円 計： 1，373，103，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 320円 � 150円 � 300円 枠 連（7－8） 670円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，950円 �� 850円

3 連 複 ��� 8，430円 3 連 単 ��� 53，200円

票 数

単勝票数 計 555872 的中 � 35220（4番人気）
複勝票数 計 682377 的中 � 46006（5番人気）� 161260（1番人気）� 49421（4番人気）
枠連票数 計 579609 的中 （7－8） 66105（2番人気）
馬連票数 計2249292 的中 �� 92307（4番人気）
馬単票数 計 945981 的中 �� 15021（11番人気）
ワイド票数 計 925600 的中 �� 28997（4番人気）�� 7727（33番人気）�� 28522（6番人気）
3連複票数 計3169229 的中 ��� 28173（18番人気）
3連単票数 計4623071 的中 ��� 6300（117番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―10．9―11．1―10．9―11．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．9
3 12，18（1，17）（8，9）（5，11）10（3，14）7（2，13）（4，15）－6－16 4 ・（12，18）（1，17）（8，9）5（11，14）（3，10，13）7（2，15）4－6－16

勝馬の
紹 介

セカンドテーブル �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．23 小倉1着

2012．4．5生 牡4栗 母 モカサンデー 母母 グリュックダンク 12戦3勝 賞金 78，558，000円
〔制裁〕 ルチャドルアスール号の騎手川島信二は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・10番・

9番・8番）
セカンドテーブル号の騎手水口優也は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

※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 テイエムゲッタドン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13072 5月8日 晴 良 （28京都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

612 ペプチドウォヘッド 牡4鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 462－ 61：24．4 4．9�
510� トウケイアロー 牡5鹿 57

54 ▲荻野 極木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 増本牧場 468＋ 21：24．5� 37．6�
24 イ ク ラ ト ロ 牡5鹿 57 酒井 学 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 434＋ 21：24．71� 33．1�
11 アドマイヤシェル 牡6栗 57 松山 弘平近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 526－ 81：24．91� 5．0�
23 パッシングブリーズ 牡5鹿 57 太宰 啓介三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 476－ 21：25．0クビ 19．6�
48 ヒドゥンブレイド 牡6黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也 	シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 492－ 21：25．21� 12．1

36 マーティンオート 牝6鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 500＋ 4 〃 ハナ 7．4�
714 インクレディブル 牡4鹿 57 藤懸 貴志前田 葉子氏 中村 均 浦河 谷川牧場 526－141：25．3� 128．8�
59 ロスヴァイセ 牝5黒鹿55 川田 将雅 	キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：25．4クビ 3．4
815 イ ア ペ ト ス 牡4鹿 57 嘉藤 貴行	ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 482－ 41：25．5	 81．1�
35 マイネルヴォーダン 牡4栗 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 B516－ 21：25．6� 48．7�
12 マイネルエスパス 牡4青鹿57 佐藤 友則 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 506－ 61：25．91	 18．2�
（笠松）

713 ネイティヴコード 牝5鹿 55
53 △城戸 義政岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B504－ 61：26．11� 24．2�

611 テイエムシャンパン 牡4芦 57 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 480＋101：26．73� 273．2�
47 サンライズトーク 
6芦 57 古川 吉洋松岡 隆雄氏 渡辺 薫彦 新ひだか 鳥井牧場 496＋181：26．91� 159．8�
816 アドマイヤリバティ 牡4鹿 57 川島 信二近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 488－ 2 （競走中止） 10．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，384，000円 複勝： 66，163，700円 枠連： 35，318，700円
馬連： 168，917，600円 馬単： 66，988，300円 ワイド： 78，323，800円
3連複： 223，393，000円 3連単： 319，909，300円 計： 1，005，398，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 240円 � 910円 � 880円 枠 連（5－6） 990円

馬 連 �� 10，190円 馬 単 �� 16，810円

ワ イ ド �� 3，140円 �� 2，330円 �� 10，150円

3 連 複 ��� 51，400円 3 連 単 ��� 284，930円

票 数

単勝票数 計 463840 的中 � 74899（2番人気）
複勝票数 計 661637 的中 � 87791（2番人気）� 17236（11番人気）� 17853（10番人気）
枠連票数 計 353187 的中 （5－6） 27485（2番人気）
馬連票数 計1689176 的中 �� 12837（37番人気）
馬単票数 計 669883 的中 �� 2988（61番人気）
ワイド票数 計 783238 的中 �� 6446（37番人気）�� 8774（24番人気）�� 1964（66番人気）
3連複票数 計2233930 的中 ��� 3259（143番人気）
3連単票数 計3199093 的中 ��� 814（769番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．9―12．4―12．5―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．8―34．7―47．1―59．6―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドウォヘッド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2014．10．18 京都1着

2012．2．5生 牡4鹿 母 ドリームスピカ 母母 マキシムドリーム 10戦3勝 賞金 31，780，000円
〔競走中止〕 アドマイヤリバティ号は，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。
※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） 5頭 インテグラード号・ヴェルメンティーノ号・ドリームカイザー号・フォルゴラーレ号・メイショウナゴミ号
（非抽選馬） 2頭 ウォーシップマーチ号・クリノダイスーシー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（28京都3）第6日 5月8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 169頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

221，110，000円
2，530，000円
6，080，000円
1，330，000円
22，600，000円
68，161，500円
4，394，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
350，466，800円
555，054，700円
224，828，100円
1，019，933，000円
493，166，400円
491，960，200円
1，337，340，800円
2，091，115，600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 6，563，865，600円

総入場人員 24，670名 （有料入場人員 23，496名）
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