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13109 5月25日 晴 良 （26京都3）第10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）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

36 ディオレサンス 牝3栗 54 武 豊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450＋ 61：13．0 6．0�

816 イルーシヴキャット 牝3栗 54 和田 竜二 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 464± 0 〃 クビ 1．8�
713 サンレイフレンチ 牝3栗 54 北村 友一永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 408± 01：13．31� 23．0�
611 シゲルオワリ 牝3鹿 54 四位 洋文森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 414＋101：13．51� 5．4�
47 ファービヨンド 牝3栗 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432＋ 41：13．6� 18．2	
11 ドキドキマドンナ 牝3芦 54 太宰 啓介聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 456± 0 〃 アタマ 19．9

612 エヴェレストバイオ 牝3栗 54 幸 英明バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 428＋ 41：14．23� 120．1�
815 アイファーマシェリ 牝3黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 446－ 21：14．3� 14．1�
35 エイユーバーチョ 牝3黒鹿54 岡部 誠笹部 和子氏 目野 哲也 新ひだか 土田 和男 422± 0 〃 クビ 107．8

（愛知）

24 アイファーフィリア 牝3鹿 54 川原 正一中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 454＋ 81：14．4� 280．8�
（兵庫）

510 クールルーシー 牝3黒鹿54 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 470± 01：14．71� 267．2�
12 シーヴァージア 牝3芦 54

51 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 岡田牧場 440＋121：15．01� 251．8�

48 カ フ ラ ピ コ 牝3栗 54 国分 優作吉田 修氏 服部 利之 新冠 武田 修一 480 ―1：15．1� 100．3�
714 ヒミノマンサク 牝3栗 54 熊沢 重文佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 448－ 41：15．2� 355．0�
23 ニホンピロハート 牝3鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 446＋23 〃 クビ 273．1�
59 ケイティーズスター 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 442－ 21：15．52 11．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，916，500円 複勝： 42，709，400円 枠連： 10，373，200円
馬連： 36，766，700円 馬単： 25，723，100円 ワイド： 20，481，100円
3連複： 56，075，700円 3連単： 93，872，900円 計： 304，918，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 110円 � 260円 枠 連（3－8） 530円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 270円 �� 790円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 10，080円

票 数

単勝票数 計 189165 的中 � 24874（3番人気）
複勝票数 計 427094 的中 � 44187（3番人気）� 201053（1番人気）� 25805（4番人気）
枠連票数 計 103732 的中 （3－8） 14600（2番人気）
馬連票数 計 367667 的中 �� 43420（2番人気）
馬単票数 計 257231 的中 �� 10984（6番人気）
ワイド票数 計 204811 的中 �� 21110（2番人気）�� 5749（9番人気）�� 11094（4番人気）
3連複票数 計 560757 的中 ��� 17239（8番人気）
3連単票数 計 938729 的中 ��� 6875（29番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．8―48．1―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディオレサンス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．10 京都6着

2011．3．27生 牝3栗 母 パノラマビューティ 母母 ミュゲルージュ 8戦1勝 賞金 9，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アイズユーニン号・トーホウローツェ号
※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。

13110 5月25日 晴 良 （26京都3）第10日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時20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

11 マンオブグァテマラ 牡3芦 56 松山 弘平吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 476＋ 61：53．7 18．1�
23 メイショウシシマル 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 470－ 21：53．8� 7．0�
47 ダイシンロイ 牡3黒鹿56 北村 友一大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 01：53．9クビ 5．7�
612 オ ル ド リ ン 牡3黒鹿56 岡部 誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B460－ 21：54．11� 8．5�

（愛知）

611 タマモホルン 牡3鹿 56
53 ▲義 英真タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 曾我 博 484－ 21：54．2クビ 2．4	

36 スリーマキシマム 牡3鹿 56 和田 竜二永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 474－ 81：54．94 70．0

12 ケルンウィナー 牡3栗 56 武 豊谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 494＋ 8 〃 クビ 5．1�
35 ヒ ロ キ セ キ 牡3鹿 56 小牧 太守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 472＋ 61：55．53	 30．6�
713 シャイニンシーザー 牡3栗 56 藤懸 貴志市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 426± 01：55．81� 37．2
815 コウザンバニー 牝3栗 54 酒井 学山下 良子氏 田所 秀孝 浦河 大柳ファーム 458＋ 41：56．43	 334．2�
816 ヒルノアドリアーノ 牡3鹿 56 幸 英明�ヒルノ 北出 成人 新冠 榊原 光子 448－ 61：56．5	 175．6�
24 ビオラフォーエバー 牡3栗 56 熊沢 重文熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 466－ 61：56．82 22．8�
510 ドリームアチーブ 牡3黒鹿56 国分 恭介セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 畔柳 作次 492± 01：57．33 373．3�
59 ワイエムポーター 牡3栗 56 川原 正一�サンライズ 高橋 義忠 日高 日西牧場 460－ 81：57．4	 103．8�

（兵庫）

48 ロードデューク 牡3栗 56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 古賀 慎明 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 41：58．14 197．9�
（15頭）

714 ヒャクマンバリキ 牡3鹿 56 藤田 伸二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 486－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，198，500円 複勝： 28，878，100円 枠連： 9，853，800円
馬連： 29，503，800円 馬単： 17，401，300円 ワイド： 16，065，500円
3連複： 40，816，800円 3連単： 60，184，500円 計： 218，902，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 420円 � 230円 � 220円 枠 連（1－2） 1，110円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 9，000円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，610円 �� 550円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 63，820円

票 数

単勝票数 差引計 161985（返還計 7787） 的中 � 7077（6番人気）
複勝票数 差引計 288781（返還計 13114） 的中 � 15649（6番人気）� 34923（4番人気）� 39084（3番人気）
枠連票数 差引計 98538（返還計 615） 的中 （1－2） 6552（5番人気）
馬連票数 差引計 295038（返還計 31773） 的中 �� 5071（16番人気）
馬単票数 差引計 174013（返還計 19197） 的中 �� 1428（31番人気）
ワイド票数 差引計 160655（返還計 19285） 的中 �� 2606（15番人気）�� 2372（18番人気）�� 7713（5番人気）
3連複票数 差引計 408168（返還計 81535） 的中 ��� 3860（29番人気）
3連単票数 差引計 601845（返還計115334） 的中 ��� 696（196番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．6―12．6―12．7―13．5―12．4―13．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．1―35．7―48．3―1：01．0―1：14．5―1：26．9―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．2
1
3
2，11－10，15，4－1，16，6，13（5，7，12）9－3－8・（2，11）1（15，4）－（6，16，12）－10（5，7）3（13，9）＝8

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

勝馬の
紹 介

マンオブグァテマラ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．1．19 中京4着

2011．4．8生 牡3芦 母 フラップアウェイ 母母 ダンシングサンデー 6戦1勝 賞金 6，400，000円
〔競走除外〕 ヒャクマンバリキ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔調教再審査〕 ロードデューク号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
※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 アビエイター号
※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10日



13111 5月25日 晴 良 （26京都3）第10日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

11 トウカイセンス 牝3鹿 54 池添 謙一内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 420± 01：48．4 7．6�
611 ベストセラーアスク 牝3鹿 54 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 416＋ 4 〃 アタマ 37．5�
510 シゲルオウミ 牝3鹿 54 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 468± 01：48．93 24．4�
612 コスモカパルア 牝3栗 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 森田 直行 日高 北田 剛 454± 0 〃 クビ 2．5�
816 エイシンノーティス 牝3鹿 54 北村 友一�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 464± 01：49．11 27．6	
818 ディアフレンド 牝3栗 54 大野 拓弥有限会社シルク千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 452 ―1：49．2� 97．7

23 トーワクリステル 牝3鹿 54 武 豊齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 450－ 41：49．41� 6．0�
24 ディアメドゥーサ 牝3栗 54 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 450＋ 41：49．72 3．9�
817 マスカレードマスク 牝3栗 54

51 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 430－ 21：49．8� 36．1

715 ラヴクレージー 牝3青鹿54 太宰 啓介橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 富田牧場 448＋ 21：49．9クビ 57．3�
48 タイセイジャスミン 牝3黒鹿54 岡部 誠田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 田湯牧場 458＋ 61：50．22 135．7�

（愛知）

714 テイエムルージュ 牝3鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 大北牧場 430 ―1：50．41 232．2�
12 ワイドショー 牝3鹿 54 四位 洋文安原 浩司氏 大久保龍志 浦河 辻 牧場 480± 01：50．5� 12．9�
47 カシノチャンプ 牝3鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 浦河 三枝牧場 442－ 2 〃 クビ 231．9�
59 ユ ナ リ ナ 牝3栗 54 中谷 雄太櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 412± 01：50．92� 518．5�
36 シャイニードルチェ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 440－221：51．11� 306．0�
35 チュチュモーヴ 牝3青 54 松山 弘平窪田 康志氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436＋161：51．2� 27．9�
713 ディアレクラン 牝3鹿 54 藤田 伸二ディアレスト 山内 研二 新ひだか 八田ファーム 448＋ 61：51．73 109．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，829，500円 複勝： 39，757，900円 枠連： 14，517，900円
馬連： 39，857，900円 馬単： 25，815，200円 ワイド： 22，318，300円
3連複： 58，819，200円 3連単： 87，424，700円 計： 311，340，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 250円 � 1，240円 � 550円 枠 連（1－6） 500円

馬 連 �� 13，360円 馬 単 �� 26，800円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 1，810円 �� 6，760円

3 連 複 ��� 42，730円 3 連 単 ��� 339，580円

票 数

単勝票数 計 228295 的中 � 23693（4番人気）
複勝票数 計 397579 的中 � 50949（4番人気）� 7397（11番人気）� 18103（6番人気）
枠連票数 計 145179 的中 （1－6） 21629（2番人気）
馬連票数 計 398579 的中 �� 2202（37番人気）
馬単票数 計 258152 的中 �� 711（68番人気）
ワイド票数 計 223183 的中 �� 1658（33番人気）�� 3088（18番人気）�� 801（49番人気）
3連複票数 計 588192 的中 ��� 1016（93番人気）
3連単票数 計 874247 的中 ��� 190（663番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．2―47．8―1：00．4―1：13．0―1：25．3―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．4
3 4，13（1，15）（8，17，16）－（6，2）3，7，11，10（9，18）12，14－5 4 4（1，13，15）（8，17，16）（2，3）（6，11）（7，10）（18，12）9－14＝5

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3鹿 母 トウカイファイン 母母 トウカイステラ 5戦1勝 賞金 6，500，000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。

13112 5月25日 晴 良 （26京都3）第10日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11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
1：33．0
1：30．7

良
良

59 ハイベストバイオ 牡3黒鹿56 酒井 学バイオ� 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528± 01：34．3 1．7�

715 カ オ ー ル 牝3青 54 藤岡 佑介 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 500± 01：34．4� 8．7�

24 マイネマレフィカ 牝3栗 54
53 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 21：34．61� 21．7�
611 ピエールドリュヌ 牝3黒鹿54 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 466± 0 〃 クビ 5．2�
48 ナイトジャスミン 牝3黒鹿54 国分 恭介金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 388＋ 41：34．7クビ 39．7�
23 カネトシキフジン 牝3黒鹿54 大野 拓弥兼松 利男氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398－ 21：34．8� 33．7	
510 バターカップ 牝3鹿 54 国分 優作泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 幌村牧場 422＋ 21：35．01� 387．5

816 パープルパルピナ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 478＋ 21：35．32 75．2�
11 クリノフクロクジュ 牡3黒鹿56 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 440－ 21：35．51� 10．9�
12 コマノオトコ 牡3黒鹿56 松山 弘平長谷川芳信氏 	島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 492－ 41：35．6� 257．8
713 メイショウセイウン 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 472 ―1：36．13 98．6�
47 サヴィルロウ 牡3黒鹿56 幸 英明 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 464＋ 61：36．2� 35．7�
612 アドマイヤラブ 牝3鹿 54 和田 竜二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458－ 41：36．3
 32．3�
36 ワールドパンサー 牡3栗 56 	島 良太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 460－ 2 〃 ハナ 645．4�
818 アクトナチュラリー 牝3鹿 54 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 460± 01：36．4
 21．9�
35 ダンツマンゴー 牝3栗 54 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 滝本 健二 452－ 21：36．72 392．9�
714 オンマイラブ 牝3黒鹿54 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 432＋ 41：36．91 486．9�
817 ラグジャリーシス 牝3黒鹿54 川原 正一下河辺隆行氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 444± 01：37．75 142．9�

（兵庫）

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，419，400円 複勝： 97，935，200円 枠連： 13，411，100円
馬連： 46，946，900円 馬単： 36，958，600円 ワイド： 26，869，100円
3連複： 69，849，600円 3連単： 123，022，200円 計： 443，412，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 230円 � 460円 枠 連（5－7） 670円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 380円 �� 500円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 10，900円

票 数

単勝票数 計 284194 的中 � 138659（1番人気）
複勝票数 計 979352 的中 � 672769（1番人気）� 48084（3番人気）� 19787（6番人気）
枠連票数 計 134111 的中 （5－7） 14794（2番人気）
馬連票数 計 469469 的中 �� 41904（3番人気）
馬単票数 計 369586 的中 �� 24363（4番人気）
ワイド票数 計 268691 的中 �� 18928（3番人気）�� 13736（4番人気）�� 2947（23番人気）
3連複票数 計 698496 的中 ��� 15250（11番人気）
3連単票数 計1230222 的中 ��� 8330（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―35．1―47．2―58．8―1：10．1―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．5
3 ・（7，9）（2，4，14）（10，11，16，17）15（3，12）18，8，1，6，5，13 4 ・（7，9）－（2，4）（10，11）（3，12，16）（15，14）（18，8）（17，1）－6（5，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハイベストバイオ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Dynaformer デビュー 2013．8．3 函館2着

2011．1．16生 牡3黒鹿 母 ダイナズクラブ 母母 Dancey Kate 11戦1勝 賞金 13，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ハイセルフト号・ワキノハクリュウ号
（非抽選馬） 4頭 オーミアリエル号・キーコード号・ジャストヴィークル号・ティーエスネオ号
※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。



13113 5月25日 晴 良 （26京都3）第10日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時10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

23 グレナディアーズ 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492－ 21：51．8 26．3�
510 デ モ ニ オ 牡3青 56 四位 洋文 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－101：52．54 5．5�
11 エノラブエナ 牡3鹿 56 藤岡 佑介名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 556± 0 〃 アタマ 2．2�
48 アダムズアップル 牡3鹿 56 小牧 太吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 490－ 81：53．03 8．9�
35 セフティーエムアイ 牡3鹿 56 酒井 学池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 462＋ 21：53．21� 118．1	
47 エクストラゴールド 牡3栗 56 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 512＋ 2 〃 アタマ 11．6

12 メイショウブーケ 牝3栗 54 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 448－ 61：53．62� 30．6�
713 ゴーザトップ 牡3栗 56 幸 英明江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 486± 01：53．7� 12．4�
816 ニシノマテンロウ 牡3黒鹿56 松山 弘平西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 496＋ 21：53．91� 30．1
612 フミノスナイパー 牡3栗 56 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 476－ 2 〃 クビ 5．9�
59 タマモセナター 牡3栗 56 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B472＋ 41：54．0� 130．4�
36 マトリョーシカ 牝3黒鹿54 池添 謙一 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：55．49 34．5�
815 インペリアルブルー 牡3栗 56 熊沢 重文 �ブルーマネジメント牧田 和弥 新ひだか 本桐牧場 440± 01：55．71	 306．0�
611
 ゴールドソレイユ 牝3栗 54 岡部 誠合同会社JPN技研 山中 輝久 日高 ナカノファーム 430＋ 11：56．33� 453．2�

（笠松） （愛知）

714 ヴォルスング 牡3鹿 56 藤田 伸二有限会社シルク牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 22：00．3大差 138．7�

24 ツ ァ ー リ 牡3栗 56 大野 拓弥増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか タイヘイ牧場 478＋ 82：00．62 114．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，156，700円 複勝： 49，328，400円 枠連： 13，620，100円
馬連： 52，010，200円 馬単： 33，564，600円 ワイド： 27，843，300円
3連複： 72，352，800円 3連単： 123，564，800円 計： 401，440，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 580円 � 210円 � 120円 枠 連（2－5） 7，920円

馬 連 �� 11，110円 馬 単 �� 29，460円

ワ イ ド �� 3，490円 �� 1，020円 �� 350円

3 連 複 ��� 8，270円 3 連 単 ��� 106，410円

票 数

単勝票数 計 291567 的中 � 8749（7番人気）
複勝票数 計 493284 的中 � 14529（8番人気）� 56801（4番人気）� 162273（1番人気）
枠連票数 計 136201 的中 （2－5） 1270（20番人気）
馬連票数 計 520102 的中 �� 3455（30番人気）
馬単票数 計 335646 的中 �� 841（69番人気）
ワイド票数 計 278433 的中 �� 1788（36番人気）�� 6480（13番人気）�� 22273（2番人気）
3連複票数 計 723528 的中 ��� 6457（27番人気）
3連単票数 計1235648 的中 ��� 857（292番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―36．3―49．5―1：02．4―1：15．1―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4F49．4―3F36．7
1
3
8，10（1，4，16）（6，7）（3，13）15，9，12，5（2，14）11
8，10，1（3，16，7）13（9，15）12（6，2）5－（4，11）＝14

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

勝馬の
紹 介

グレナディアーズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．12．15 阪神1着

2011．1．29生 牡3鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 3戦2勝 賞金 14，200，000円
〔発走状況〕 セフティーエムアイ号は，馬場入場後馬装整備。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 メイショウブーケ号の騎手国分優作は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について過怠金

30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴォルスング号・ツァーリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月25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） 2頭 ティーエスハーツ号・パンズラビリンス号
※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。

13114 5月25日 晴 良 （26京都3）第10日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

24 カシノタロン 牝3栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 430＋ 21：08．3 270．0�
48 サフランスカイ 牡3鹿 56 北村 友一海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 454－ 41：08．61� 46．9�
12 トウシンムサシ 牡3栗 56 和田 竜二�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 452－ 8 〃 クビ 14．4�
816 プライマリーコード 牝3芦 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 アタマ 10．0�
510 エ ル ノ ル テ 牝3鹿 54 小牧 太吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450± 01：08．7� 9．1	
35 ア ヴ ァ ー ル 牝3栗 54 岡部 誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 440＋ 61：08．91� 32．1

（愛知）

11 フェブノヘア 牝3栗 54 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 434＋ 4 〃 ハナ 17．8�
612 クリノコマチ 牝3栗 54 池添 謙一栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 432± 01：09．0	 3．5�
713 コウエイダイオウ 牡3芦 56

53 ▲義 英真西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 シンボリ牧場 460＋ 21：09．21� 98．5
714 サクセスフィリア 牝3鹿 54 大野 拓弥髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 436＋ 81：09．41 220．4�
59 ハニードント 牝3栗 54 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 446＋ 4 〃 アタマ 123．5�
36 フルールシチー 牝3鹿 54 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 494＋ 61：09．61	 6．7�
815 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 54 幸 英明布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 436＋ 2 〃 クビ 27．3�
611 キングナポレオン 牡3黒鹿56 武 豊田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：09．91� 2．8�
47 
 ミスデンジャラス 牝3鹿 54 川原 正一�新生ファーム 大塚 信次 日高 新生ファーム 452＋ 41：10．22 451．0�

（兵庫） （兵庫）

23 インヴォーク 牝3栗 54 小坂 忠士�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 414－ 61：10．3クビ 129．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，648，900円 複勝： 49，515，400円 枠連： 16，583，000円
馬連： 52，393，500円 馬単： 32，879，500円 ワイド： 27，896，100円
3連複： 70，454，200円 3連単： 112，986，800円 計： 394，357，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 27，000円 複 勝 � 4，390円 � 1，000円 � 530円 枠 連（2－4） 40，000円

馬 連 �� 200，350円 馬 単 �� 315，140円

ワ イ ド �� 37，280円 �� 14，380円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 472，690円 3 連 単 ��� 4，904，960円

票 数

単勝票数 計 316489 的中 � 924（15番人気）
複勝票数 計 495154 的中 � 2774（14番人気）� 12944（10番人気）� 26330（6番人気）
枠連票数 計 165830 的中 （2－4） 306（32番人気）
馬連票数 計 523935 的中 �� 193（101番人気）
馬単票数 計 328795 的中 �� 77（195番人気）
ワイド票数 計 278961 的中 �� 183（101番人気）�� 476（76番人気）�� 1535（41番人気）
3連複票数 計 704542 的中 ��� 110（350番人気）
3連単票数 計1129868 的中 ��� 17（2475番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―10．9―11．3―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―33．9―45．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノタロン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 スズカストリート デビュー 2013．7．27 小倉1着

2011．4．14生 牝3栗 母 カシノエスケイプ 母母 サンカンピアレス 13戦2勝 賞金 22，352，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 クリノコマチ号の騎手池添謙一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8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。
（非当選馬） 2頭 ヒカルカミヒコーキ号・マイネパシオーネ号
※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。



13115 5月25日 晴 良 （26京都3）第10日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時10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
1：47．8
1：47．8

重
重

36 マルイチワンダー 牡4栗 57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 438± 01：52．7 28．2�
59 メイショウテンシュ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 新ひだか 土田農場 532－ 4 〃 ハナ 2．7�
816 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55 四位 洋文日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム 484－ 8 〃 クビ 11．2�
48 	 ヤマカツポセイドン 牡5黒鹿57 川原 正一山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 460± 01：52．8
 31．6�

（兵庫）

35 ストレートラブ 牝5青鹿55 松山 弘平万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442＋ 41：52．9
 23．7�

12 スタンドバイミー 牡5鹿 57 岡部 誠石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 458－ 21：53．0クビ 32．7�
（愛知）

611 コウエイアース 牡4鹿 57 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 464＋ 21：53．1
 4．2	
713 アズマユニヴァース 牡6栗 57 酒井 学田島 大史氏 田中 章博 浦河 川越ファーム 470＋ 21：53．63 48．8

11 ノアオーカン 牡4黒鹿57 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 474＋ 21：53．91� 49．6�
47 	 クリノコトノオー 牡4鹿 57 大野 拓弥栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 466＋ 6 〃 クビ 59．0�
714 コウユーアンドレ 牡4鹿 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 458± 01：54．11 7．2
23 テイエムライオネス 牝4青鹿 55

54 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 482＋ 41：54．31� 44．1�
24 ゼンノコンゴウ 牡4栗 57

54 ▲義 英真吉田 勝利氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 484－ 41：55．15 6．2�
510 フィールドゴーゴー 牡4鹿 57 藤懸 貴志地田 勝三氏 中内田充正 浦河 谷口牧場 530－ 41：59．2大差 60．0�
815 ダークアイリス 牝5栗 55 小牧 太中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B508＋ 42：00．79 83．5�
612 トロピカルメジャー 牡5黒鹿57 藤岡 佑介小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 486＋122：05．9大差 106．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，415，300円 複勝： 41，876，700円 枠連： 15，786，600円
馬連： 49，516，300円 馬単： 28，477，600円 ワイド： 27，336，300円
3連複： 70，428，300円 3連単： 101，931，300円 計： 359，768，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 570円 � 150円 � 340円 枠 連（3－5） 1，740円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 10，730円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 4，010円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 15，260円 3 連 単 ��� 127，290円

票 数

単勝票数 計 244153 的中 � 6846（7番人気）
複勝票数 計 418767 的中 � 15214（8番人気）� 99592（1番人気）� 28168（5番人気）
枠連票数 計 157866 的中 （3－5） 6699（7番人気）
馬連票数 計 495163 的中 �� 9242（11番人気）
馬単票数 計 284776 的中 �� 1960（37番人気）
ワイド票数 計 273363 的中 �� 3959（17番人気）�� 1632（43番人気）�� 6825（7番人気）
3連複票数 計 704283 的中 ��� 3407（46番人気）
3連単票数 計1019313 的中 ��� 591（362番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．2―12．4―12．7―13．1―13．4―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―35．4―47．8―1：00．5―1：13．6―1：27．0―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．1
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルイチワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Nijinsky デビュー 2013．1．20 中京12着

2010．3．25生 牡4栗 母 ビンジンスキー 母母 Albonita 14戦2勝 賞金 17，190，000円
〔制裁〕 ストレートラブ号の騎手松山弘平は，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。

ヤマカツポセイドン号の騎手川原正一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
ハギノウィッシュ号の騎手四位洋文は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィールドゴーゴー号・ダークアイリス号・トロピカルメジャー号は，「タイムオーバーによる出走制
限」のため，平成26年6月25日まで平地競走に出走できない。

※ダークアイリス号・テイエムライオネス号は，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。

13116 5月25日 晴 良 （26京都3）第10日 第8競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時40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
2：10．0
2：10．0

良
良

33 テイコフトウショウ 牝4栗 55 国分 優作トウショウ産業� 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 468－162：15．6 19．3�
812� キ ワ ミ 牝5鹿 55 藤岡 佑介�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 452＋ 62：15．7	 14．4�
11 オ ム ニ バ ス 牡4青鹿57 和田 竜二 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 482± 0 〃 クビ 3．0�
44 マンノアクトレス 牝4鹿 55

52 ▲義 英真萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 434－ 4 〃 ハナ 10．8�
79 ジ リ オ ン 牡4黒鹿57 幸 英明近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B536＋ 22：15．8
 54．3	
67 キョウワレイ 牝5鹿 55 酒井 学�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 476＋ 62：15．9	 4．3

55 ダイシンハンター 牡5鹿 57 松山 弘平大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 2 〃 クビ 9．6�
811 クリビツテンギョ 牡5栗 57 北村 友一栗本 博晴氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 480＋ 42：16．0クビ 5．8�
56 ティマイドリーム 牡4鹿 57 �島 良太田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 510＋ 12：16．42
 98．0
68 ヴァルティカル 牡4鹿 57 小坂 忠士 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 02：16．71	 33．1�
22 � アンシャックルド 4栗 57 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC 510＋ 22：17．23 7．9�
710� マヤノチャクリ 牡4栗 57 岡部 誠田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 462－ 62：17．73 86．6�

（愛知）

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，562，500円 複勝： 41，577，400円 枠連： 12，675，900円
馬連： 53，156，900円 馬単： 31，839，300円 ワイド： 24，894，500円
3連複： 71，337，200円 3連単： 130，013，900円 計： 388，057，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 370円 � 360円 � 150円 枠 連（3－8） 3，610円

馬 連 �� 10，830円 馬 単 �� 23，250円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 1，020円 �� 800円

3 連 複 ��� 9，730円 3 連 単 ��� 101，010円

票 数

単勝票数 計 225625 的中 � 9214（8番人気）
複勝票数 計 415774 的中 � 24451（8番人気）� 25174（7番人気）� 103725（1番人気）
枠連票数 計 126759 的中 （3－8） 2593（16番人気）
馬連票数 計 531569 的中 �� 3625（32番人気）
馬単票数 計 318393 的中 �� 1011（64番人気）
ワイド票数 計 248945 的中 �� 2087（31番人気）�� 6099（17番人気）�� 7919（8番人気）
3連複票数 計 713372 的中 ��� 5415（37番人気）
3連単票数 計1300139 的中 ��� 950（306番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．9―13．1―12．8―13．5―13．3―12．4―11．8―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．5―36．4―49．5―1：02．3―1：15．8―1：29．1―1：41．5―1：53．3―2：04．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイコフトウショウ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2013．6．9 阪神13着

2010．4．14生 牝4栗 母 マロトウショウ 母母 ロゼトウショウ 9戦2勝 賞金 12，790，000円
〔制裁〕 ジリオン号の騎手幸英明は，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。



13117 5月25日 晴 良 （26京都3）第10日 第9競走 ��2，000�
お む ろ

御 室 特 別
発走14時15分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 オ ツ ウ 牝4鹿 55 幸 英明大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B478＋101：59．1 5．3�
67 ウインミーティア 牝5栗 55 藤岡 佑介�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478－ 21：59．42 47．9�
79 メイショウキラリ 牝5鹿 55 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 492＋ 41：59．61 6．3�
11 ディオジェーヌ 牝4鹿 55 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 438＋14 〃 アタマ 9．4�
55 ラシンティランテ 牝5栗 55 四位 洋文 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460－ 21：59．7� 4．2	
811 フェータルローズ 牝5栗 55 大野 拓弥兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 アタマ 23．9

78 ラスヴェンチュラス 牝5鹿 55 藤田 伸二西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 422－ 41：59．91� 4．2�
810 ヴァレンティーア 牝4栗 55 小牧 太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 448± 02：00．0クビ 43．1�
33 マイネアルナイル 牝5青鹿55 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 4 〃 ハナ 6．1
22 � タンスチョキン 牝4鹿 55 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 470± 0 〃 ハナ 77．2�
66 アルアマーナ 牝5鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 428± 0 〃 アタマ 14．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，253，500円 複勝： 57，867，600円 枠連： 18，417，900円
馬連： 90，045，600円 馬単： 49，245，700円 ワイド： 36，064，800円
3連複： 111，744，600円 3連単： 211，970，100円 計： 610，609，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 230円 � 1，090円 � 240円 枠 連（4－6） 3，330円

馬 連 �� 11，420円 馬 単 �� 17，920円

ワ イ ド �� 3，400円 �� 880円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 19，540円 3 連 単 ��� 130，580円

票 数

単勝票数 計 352535 的中 � 52650（3番人気）
複勝票数 計 578676 的中 � 76673（4番人気）� 11189（10番人気）� 68798（5番人気）
枠連票数 計 184179 的中 （4－6） 4085（16番人気）
馬連票数 計 900456 的中 �� 5822（35番人気）
馬単票数 計 492457 的中 �� 2029（62番人気）
ワイド票数 計 360648 的中 �� 2554（39番人気）�� 10562（12番人気）�� 3144（31番人気）
3連複票数 計1117446 的中 ��� 4222（69番人気）
3連単票数 計2119701 的中 ��� 1198（411番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―24．0―36．1―48．4―1：01．0―1：13．6―1：25．5―1：36．6―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．5―3F33．6
1
3
4，7（1，11）－5，6，8－10－2－3，9
4，7，11，1，5（6，8）（2，10，3）9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オ ツ ウ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2012．11．3 京都1着

2010．3．11生 牝4鹿 母 デライトポイント 母母 マッチポイント 16戦3勝 賞金 55，964，000円

13118 5月25日 晴 良 （26京都3）第10日 第10競走 ��
��1，800�

ほうすう

鳳雛ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
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1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

79 カ ゼ ノ コ 牡3鹿 56 北村 友一�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 450－ 41：52．2 3．9�
33 アスカノロマン 牡3栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 81：52．41	 5．9�
811 バ ン ズ ー ム 牡3鹿 56 幸 英明諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462± 01：52．93 4．6�
55 
 アムールブリエ 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. 480＋101：53．0� 8．3�
78 ポメグラネイト 牡3栗 56 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 542－ 41：53．21	 26．9�
66 サトノスーペリア 牡3黒鹿56 和田 竜二里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 アタマ 11．4�
67 ダイチトゥルース 牡3黒鹿56 四位 洋文 	荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 446－ 21：53．41� 20．6

44 ブラボーランサー 牡3鹿 56 酒井 学田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 512＋ 21：53．61	 52．3�
22 ビタミンエース 牡3鹿 56 松山 弘平村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 500－ 61：53．81	 69．8�
810 メイショウイチオシ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 524＋ 41：54．01	 3．9
11 タイセイクルーズ 牡3栗 56 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：54．1� 28．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，437，900円 複勝： 66，337，300円 枠連： 22，242，600円
馬連： 110，904，200円 馬単： 60，425，500円 ワイド： 40，882，700円
3連複： 133，079，700円 3連単： 257，637，300円 計： 734，947，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 180円 � 170円 枠 連（3－7） 1，050円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 370円 �� 350円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 7，990円

票 数

単勝票数 計 434379 的中 � 88044（2番人気）
複勝票数 計 663373 的中 � 131970（1番人気）� 95389（4番人気）� 99671（3番人気）
枠連票数 計 222426 的中 （3－7） 15773（5番人気）
馬連票数 計1109042 的中 �� 77561（3番人気）
馬単票数 計 604255 的中 �� 22730（5番人気）
ワイド票数 計 408827 的中 �� 28319（3番人気）�� 30093（2番人気）�� 16044（7番人気）
3連複票数 計1330797 的中 ��� 60573（3番人気）
3連単票数 計2576373 的中 ��� 23824（13番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―13．2―13．2―13．1―12．5―12．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―37．0―50．2―1：03．3―1：15．8―1：28．1―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ゼ ノ コ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー 2013．8．3 函館3着

2011．4．6生 牡3鹿 母 タフネススター 母母 ユキノサクラ 11戦3勝 賞金 37，366，000円
〔制裁〕 カゼノコ号の騎手北村友一は，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100，000円。（被害馬：11番・10番）

１レース目



13119 5月25日 晴 良 （26京都3）第10日 第11競走 ��
��2，400�

からすま

烏丸ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，25．5．18以降26．5．18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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

812 ヴィクトリースター 牡6鹿 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 464－ 22：24．6 17．7�
11 ケンブリッジサン 牡4鹿 54 小牧 太中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 484－ 2 〃 クビ 8．8�
56 ス ノ ー ド ン 牡5黒鹿54 北村 友一 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 486＋ 42：24．7クビ 18．9�
33 サフランディライト 牡6鹿 55 和田 竜二海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 484± 0 〃 ハナ 5．5�
45 トラストワン 牡6黒鹿55 武 豊大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 502＋ 22：24．8� 4．5�
813 ジャイアントリープ 牡4芦 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 506＋10 〃 クビ 8．0	
68 ツルミプラチナム 牡7黒鹿54 酒井 学�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 480± 02：25．01� 43．3

710 アドマイヤバラード 牡5栗 56 四位 洋文近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 522－ 62：25．1� 3．4�
57 カネトシマーシャル 牡6鹿 57 国分 優作兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 506± 0 〃 クビ 12．6�
711 グッドカフェ 	6青鹿53 藤懸 貴志杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 484＋102：25．31� 36．3
69 コスモユッカ 牡5鹿 55 幸 英明 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 478－102：25．61
 14．7�
22 ネオブラックダイヤ 牡6青鹿53 松山 弘平小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 0 〃 クビ 77．0�
44 � ワールドブルー 牡8鹿 50 小林 徹弥 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi 490－ 22：26．34 173．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 46，765，200円 複勝： 72，660，500円 枠連： 40，204，900円
馬連： 192，836，700円 馬単： 103，771，300円 ワイド： 62，963，400円
3連複： 251，198，400円 3連単： 469，541，400円 計： 1，239，941，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 500円 � 370円 � 500円 枠 連（1－8） 2，280円

馬 連 �� 8，570円 馬 単 �� 20，610円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 3，160円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 55，440円 3 連 単 ��� 359，090円

票 数

単勝票数 計 467652 的中 � 20901（8番人気）
複勝票数 計 726605 的中 � 37687（7番人気）� 53838（6番人気）� 37596（8番人気）
枠連票数 計 402049 的中 （1－8） 13063（14番人気）
馬連票数 計1928367 的中 �� 16607（33番人気）
馬単票数 計1037713 的中 �� 3716（67番人気）
ワイド票数 計 629634 的中 �� 6057（35番人気）�� 4885（40番人気）�� 6869（32番人気）
3連複票数 計2511984 的中 ��� 3344（137番人気）
3連単票数 計4695414 的中 ��� 965（797番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．2―12．7―12．7―12．3―13．1―12．6―11．8―11．6―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．7―34．9―47．6―1：00．3―1：12．6―1：25．7―1：38．3―1：50．1―2：01．7―2：12．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトリースター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー 2010．7．11 阪神6着

2008．4．29生 牡6鹿 母 ヴィクトリークライ 母母 Verveine 24戦4勝 賞金 76，470，000円
〔制裁〕 ヴィクトリースター号の騎手池添謙一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 メイショウジンム号（疾病〔左肩跛行〕のため）

13120 5月25日 晴 良 （26京都3）第10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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

714 ピ ン ポ ン 牡4鹿 57 池添 謙一小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 458± 01：25．0 6．0�
24 カリスマサンスカイ 牡6鹿 57

54 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B516－ 61：25．1� 45．3�
48 ア メ リ 牝4栗 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448± 01：25．2クビ 2．0�
510 クワイアーソウル 牡6黒鹿57 大野 拓弥�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 500± 01：25．3	 11．0�
612
 アイアンテール 牡6鹿 57 太宰 啓介鎌田 博	氏 本田 優 新冠 柏木 一則 524＋ 61：25．72	 19．4

611 エーシンブランコス 牡5芦 57 藤岡 佑介�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 440± 01：25．91� 11．6�
815� ヴィクタシア 牝5黒鹿55 武 幸四郎前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B504－ 61：26．0	 13．0�
713 ツヨシノブルーム 5芦 57 岡田 祥嗣横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 ハナ 168．3
816 ヤマニンブルジョン 牡4栗 57 川原 正一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 478＋ 6 〃 アタマ 25．1�

（兵庫）

12 
 リアリーサムシング 牡6栗 57 国分 恭介吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 478± 01：26．21� 158．7�
35 ラ ラ ガ ニ エ 牡4栗 57 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 484－ 4 〃 クビ 17．8�
36 ベルラピエル 牡5黒鹿57 小牧 太 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 484－ 2 〃 アタマ 62．5�
11 スランジバール 牡5鹿 57 武 豊�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 476－ 41：26．3	 7．7�
23 ワキノネクサス 牝5鹿 55 国分 優作脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 448＋ 21：26．51	 166．2�
59 ヤマニンメンヒル 牡5鹿 57 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 476＋ 61：27．67 181．0�
47 ジャニアリシックス 牡6栗 57 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 442＋ 21：28．98 318．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，348，800円 複勝： 92，549，900円 枠連： 37，281，700円
馬連： 159，063，600円 馬単： 93，771，900円 ワイド： 65，878，900円
3連複： 221，008，700円 3連単： 425，892，500円 計： 1，153，796，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 640円 � 120円 枠 連（2－7） 11，090円

馬 連 �� 11，690円 馬 単 �� 20，660円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 250円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 73，150円

票 数

単勝票数 計 583488 的中 � 76969（2番人気）
複勝票数 計 925499 的中 � 133229（2番人気）� 23028（10番人気）� 305175（1番人気）
枠連票数 計 372817 的中 （2－7） 2481（28番人気）
馬連票数 計1590636 的中 �� 10047（34番人気）
馬単票数 計 937719 的中 �� 3350（64番人気）
ワイド票数 計 658789 的中 �� 5240（31番人気）�� 81132（1番人気）�� 10240（18番人気）
3連複票数 計2210087 的中 ��� 21347（26番人気）
3連単票数 計4258925 的中 ��� 4297（220番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．7―12．2―12．6―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．6―47．8―1：00．4―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ン ポ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．8．5 小倉4着

2010．4．4生 牡4鹿 母 ピ ア ニ ス ト 母母 ミツワイーグル 18戦3勝 賞金 36，700，000円
〔発走状況〕 ジャニアリシックス号は，枠入り不良。
〔制裁〕 カリスマサンスカイ号の騎手義英真は，最後の直線コースでの御法（外側に逃避された）について過怠金10，000円。
※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。
（非当選馬） 2頭 アスコットシチー号・マルカファイン号
（非抽選馬） 3頭 エーシンルミナス号・ジャマイカジョー号・メイショウアルザス号
※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



（26京都3）第10日 5月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

209，930，000円
4，160，000円
5，360，000円
1，140，000円
19，260，000円
68，395，500円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
377，952，700円
680，993，800円
224，968，700円
913，002，300円
539，873，600円
399，494，000円
1，227，165，200円
2，198，042，400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 6，561，492，700円

総入場人員 24，720名 （有料入場人員 22，218名）
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