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13085 5月17日 晴 重 （27京都3）第8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）

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

55 エニシイチダイ 牡3鹿 56 小牧 太大塚 亮一氏 笹田 和秀 新ひだか 土田農場 B472－ 81：54．1 7．8�
33 カラーラビアンコ 牡3芦 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 482＋ 2 〃 クビ 6．7�
11 クラウドサーファー 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 446＋ 2 〃 ハナ 7．7�

22 ワールドレジェンド 牡3栗 56 幸 英明菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 佐藤 信広 472＋ 21：54．2クビ 2．9�
710 ツジサンダバード 牡3栗 56 菱田 裕二辻 俊夫氏 作田 誠二 登別 ユートピア牧場 440－ 41：54．62� 15．2�
811 ナムラジョフレ 牡3黒鹿 56

54 △岩崎 翼奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 426－ 41：55．02� 19．9	
68 メイショウブユウ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 B482＋ 21：55．21� 3．0

44 セイマイスター 牡3青鹿56 酒井 学金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 486－ 41：55．3クビ 151．4�
67 クリノリュウイーソ 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 476± 01：55．61� 112．0�
812 コウザンゴールド 牡3栗 56 松山 弘平山下 良子氏 中村 均 様似 様似堀牧場 480＋ 21：56．02� 30．7
79 ヤマニントライブ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 472＋ 2 〃 アタマ 278．2�
56 トウケイファイター 牡3黒鹿56 藤岡 佑介木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 上村 清志 502－ 42：11．6大差 140．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，676，100円 複勝： 25，402，200円 枠連： 7，231，500円
馬連： 36，053，900円 馬単： 21，624，200円 ワイド： 17，907，000円
3連複： 50，464，300円 3連単： 85，481，900円 計： 258，841，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 340円 � 220円 � 280円 枠 連（3－5） 3，460円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，460円 �� 620円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 33，420円

票 数

単勝票数 計 146761 的中 � 14940（5番人気）
複勝票数 計 254022 的中 � 17802（5番人気）� 32719（3番人気）� 23312（4番人気）
枠連票数 計 72315 的中 （3－5） 1616（14番人気）
馬連票数 計 360539 的中 �� 8408（12番人気）
馬単票数 計 216242 的中 �� 2748（23番人気）
ワイド票数 計 179070 的中 �� 4772（12番人気）�� 3041（18番人気）�� 7712（7番人気）
3連複票数 計 504643 的中 ��� 5650（22番人気）
3連単票数 計 854819 的中 ��� 1854（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．2―49．8―1：02．8―1：15．5―1：28．1―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．6
1
3
5－（2，4）1，11（3，8）12，9，10－7＝6
5（2，4）（1，3，8）11，10，9（7，12）＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エニシイチダイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Gulch デビュー 2014．12．14 阪神8着

2012．5．5生 牡3鹿 母 ビ ア ン キ 母母 Northern Trick 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔調教再審査〕 トウケイファイター号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 トウケイファイター号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

13086 5月17日 晴 重 （27京都3）第8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

59 レッツイットラン 牡3栗 56 菱田 裕二深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 472＋ 21：12．7 5．1�
815 ド ラ グ ー ン 牡3鹿 56 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 4 〃 ハナ 2．4�
816 コウユーハレワタル 牡3鹿 56 大野 拓弥加治屋貞光氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 452－ 2 〃 クビ 9．4�
611 マロンマロン 牝3栗 54 藤岡 佑介藤田 孟司氏 松下 武士 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 21：13．01� 4．9�
24 ホッコービフレスト 牡3鹿 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 472－ 6 〃 ハナ 14．5�
48 カネトシバリアント 牡3栗 56 中谷 雄太兼松 利男氏 西村 真幸 浦河 高昭牧場 466＋ 6 〃 ハナ 29．7�
714 セ ン グ ウ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 448＋ 81：13．1� 6．8	
12 メイショウハイネス 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 482± 01：13．84 61．8

11 スナークメジャー �3鹿 56 水口 優也杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 田中 裕之 470± 01：13．9� 77．6�
36 ブレーヴブラッド 牡3鹿 56 太宰 啓介村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 456－ 61：14．11� 32．4�
35 シゲルトンテントン 牡3栗 56 北村 友一森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 484± 01：14．2クビ 149．2
713 サンライズライン 牡3栗 56 田中 博康松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 496－ 6 〃 クビ 241．8�
612 エスケイミネルバ 牝3青 54

51 ▲加藤 祥太服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 440± 0 〃 アタマ 222．2�
23 メイショウララムリ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 434＋ 41：14．41� 103．8�
510 マンテンスマイル 牡3鹿 56 佐久間寛志小島 將之氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 474 ―1：15．03� 156．7�
47 コウエイサンクス 牡3鹿 56 小林 徹弥伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 斉藤スタッド 502± 01：16．9大差 231．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，533，300円 複勝： 29，166，900円 枠連： 12，531，200円
馬連： 47，033，900円 馬単： 26，082，000円 ワイド： 25，774，600円
3連複： 60，368，300円 3連単： 88，600，000円 計： 309，090，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 130円 � 230円 枠 連（5－8） 660円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 360円 �� 790円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 13，970円

票 数

単勝票数 計 195333 的中 � 30123（3番人気）
複勝票数 計 291669 的中 � 31460（4番人気）� 80961（1番人気）� 27003（5番人気）
枠連票数 計 125312 的中 （5－8） 14559（3番人気）
馬連票数 計 470339 的中 �� 48619（3番人気）
馬単票数 計 260820 的中 �� 8953（7番人気）
ワイド票数 計 257746 的中 �� 19486（3番人気）�� 7814（8番人気）�� 14323（6番人気）
3連複票数 計 603683 的中 ��� 19529（7番人気）
3連単票数 計 886000 的中 ��� 4596（44番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．2―12．1―12．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．1
3 4（6，14）5（11，15）（8，9）1（16，13）－（3，12）10，2＝7 4 4，6（5，11，14）15（8，9）1（16，13）3，12（2，10）＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッツイットラン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．7．27 札幌3着

2012．5．20生 牡3栗 母 サ ン シ ェ ル 母母 Silica 10戦1勝 賞金 12，650，000円
〔発走状況〕 コウエイサンクス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 コウエイサンクス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウエイサンクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月17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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アニマルスピリッツ号・ウインドファースト号・パストラーレ号・ハードミルキー号・ベーリングメファ号・

ホーリーエンジェル号
（非抽選馬） 2頭 ゲスワット号・シンゼンライカー号

第３回 京都競馬 第８日



13087 5月17日 晴 重 （27京都3）第8日 第3競走 ��
��1，900�サラブレッド系3歳

発走10時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

710 シルバーソード 牡3鹿 56 松山 弘平�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498＋ 81：59．4 2．3�

11 � ベ ラ ル デ ィ 牡3鹿 56 北村 友一山本 英俊氏 角居 勝彦 米 N.Y. Kitten
Foals, LLC 500± 0 〃 クビ 4．7�

67 ロウアンドロウ 牡3栗 56
54 △岩崎 翼谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム B476－ 21：59．61 5．3�

68 � テーオーヘリオス 牡3鹿 56 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 478－ 61：59．92 5．8�

79 ワールドカップ 牡3黒鹿56 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 460＋ 82：00．0� 43．1�
55 シ ン ゲ キ 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 506 ―2：00．42	 9．7	

56 スーパーノヴァ 牡3栗 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 470＋ 42：00．5	 22．1


22 シゲルヒノクニ 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 482－ 22：02．09 233．4�
811 クリノチクバオー 牡3栗 56 幸 英明栗本 守氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 508－ 42：02．42	 13．2�
33 テイエムラータワー 牡3黒鹿56 水口 優也竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 テイエム牧場日高支場 444－ 42：03．57 269．1
812 メイショウエボウシ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 514＋ 42：03．92	 247．7�
44 フラバガスト 牡3黒鹿56 大野 拓弥水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 B496± 02：04．43 152．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，768，800円 複勝： 27，137，400円 枠連： 12，044，500円
馬連： 46，940，100円 馬単： 27，728，100円 ワイド： 23，989，500円
3連複： 56，225，700円 3連単： 92，355，400円 計： 308，189，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 180円 � 190円 枠 連（1－7） 630円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 300円 �� 290円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 5，370円

票 数

単勝票数 計 217688 的中 � 73462（1番人気）
複勝票数 計 271374 的中 � 88932（1番人気）� 31612（3番人気）� 27600（5番人気）
枠連票数 計 120445 的中 （1－7） 14790（2番人気）
馬連票数 計 469401 的中 �� 52920（2番人気）
馬単票数 計 277281 的中 �� 16955（4番人気）
ワイド票数 計 239895 的中 �� 21434（3番人気）�� 22732（2番人気）�� 8414（10番人気）
3連複票数 計 562257 的中 ��� 33264（3番人気）
3連単票数 計 923554 的中 ��� 12465（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．0―29．2―42．5―55．7―1：08．4―1：20．6―1：33．1―1：45．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3
7，8，12－10，11－（1，4）－5（2，9）－3，6・（7，8，9）－10，1，11－12（4，5）2，6－3

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

勝馬の
紹 介

シルバーソード �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．9．7 小倉6着

2012．3．31生 牡3鹿 母 ナインミューズ 母母 リ リ オ 10戦1勝 賞金 12，100，000円

13088 5月17日 晴 稍重 （27京都3）第8日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

510 ロイヤルストリート 牝3鹿 54 藤岡 佑介下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 414－ 21：34．9 2．2�
11 ノスタルジー 牝3鹿 54 小牧 太安原 浩司氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 468－ 21：35．21� 3．8�
714 アグネスエンジェル 牝3鹿 54 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 426＋ 6 〃 アタマ 9．3�
611 リ プ カ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 376＋101：35．3� 110．0�
818 パンドラズホープ 牝3黒鹿54 四位 洋文窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 424－ 4 〃 クビ 13．4�
612 ブリーズベイ 牝3黒鹿54 北村 友一吉田 安惠氏 藤岡 健一 日高 オリオンファーム 426＋ 2 〃 ハナ 7．0	
35 エ ア ル ナ 牝3栗 54 幸 英明 
ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 396－ 21：35．4� 18．1�
816 ラトーヌジョア 牝3芦 54

52 △岩崎 翼松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 434＋ 41：35．5クビ 103．9�
47 ラヴィーゲラン 牝3栃栗54 池添 謙一 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 白井牧場 492 ―1：36．03 17．8
24 マーシフルハート 牝3鹿 54 太宰 啓介
G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 374± 01：36．21� 30．0�
23 グ ラ ナ ダ 牝3鹿 54 大野 拓弥 
ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 430 ―1：36．3� 153．9�
48 ラブラドリカ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �シルクレーシング 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 404 ―1：36．4クビ 52．3�
59 テイエムセキハン 牝3栗 54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 近藤牧場 454－ 21：36．61� 41．4�
817 ファイヤウィード 牝3鹿 54 水口 優也松田 整二氏 日吉 正和 新ひだか 坂本 春信 484± 0 〃 アタマ 202．6�
713 サイダーパンチ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政栗嶋 豊明氏 鈴木 孝志 新ひだか 荒谷 輝和 434－ 21：37．23� 660．9�
36 ラブオリーブ 牝3栗 54 国分 優作増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 北星村田牧場 404＋ 41：37．62� 227．5�
12 ウォーゴッデス 牝3鹿 54 酒井 学
G1レーシング 松田 国英 安平 追分ファーム 396－ 21：38．98 165．2�

（17頭）
715 エンジェルキッス 牝3鹿 54 松山 弘平小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，820，600円 複勝： 30，344，000円 枠連： 12，322，600円
馬連： 46，580，200円 馬単： 26，657，200円 ワイド： 24，925，600円
3連複： 60，991，800円 3連単： 90，362，600円 計： 313，004，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 190円 枠 連（1－5） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 220円 �� 340円 �� 430円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 2，820円

票 数

単勝票数 差引計 208206（返還計 201） 的中 � 73091（1番人気）
複勝票数 差引計 303440（返還計 150） 的中 � 97024（1番人気）� 52017（2番人気）� 28631（4番人気）
枠連票数 計 123226 的中 （1－5） 22451（1番人気）
馬連票数 差引計 465802（返還計 824） 的中 �� 78197（1番人気）
馬単票数 差引計 266572（返還計 305） 的中 �� 31172（1番人気）
ワイド票数 差引計 249256（返還計 441） 的中 �� 32102（1番人気）�� 17875（3番人気）�� 13322（4番人気）
3連複票数 差引計 609918（返還計 2025） 的中 ��� 47297（1番人気）
3連単票数 差引計 903626（返還計 3336） 的中 ��� 23179（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―12．1―12．1―12．1―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．3―47．4―59．5―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルストリート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2015．2．28 阪神5着

2012．5．11生 牝3鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔出走取消〕 エンジェルキッス号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔制裁〕 ブリーズベイ号の騎手北村友一は，3コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16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 レッドメアラス号



13089 5月17日 晴 良 （27京都3）第8日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時15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

68 ドンアルフォンス 牡3黒鹿56 小牧 太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 460＋102：00．7 2．3�
44 ジュンファイトクン 牡3栗 56 四位 洋文河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 450＋ 4 〃 クビ 5．2�
55 マインリーバー 牡3青鹿56 北村 友一岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 466－ 22：01．12� 52．8�
710 トウシンハンター 牝3黒鹿54 菱田 裕二�サトー 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 438＋ 82：01．31� 12．8�
67 ディープアントス 牝3鹿 54 国分 優作北畑 忍氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 424－ 2 〃 アタマ 9．6�
22 トミースマイル 牡3芦 56

54 △岩崎 翼北山 敏	氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 42：01．4クビ 180．6

33 アスタープロスパー 牡3黒鹿56 �島 良太加藤 久枝氏 武田 博 浦河 村中牧場 424＋ 62：01．61� 220．0�
811 チョーハッピー 牡3栗 56 幸 英明豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 480－ 82：02．34 3．0�
79 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 490－ 22：02．4� 61．3
812 ア ン リ オ 牡3鹿 56 藤岡 佑介寺田 寿男氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 B480－ 42：02．93 18．7�
11 ニホンピロラプター 牡3鹿 56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 436± 02：03．0� 161．7�
56 テイエムヤゴロドン �3鹿 56

53 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 470－ 42：03．85 39．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，655，200円 複勝： 21，973，200円 枠連： 12，530，400円
馬連： 39，179，300円 馬単： 24，545，200円 ワイド： 18，927，200円
3連複： 51，976，000円 3連単： 95，346，800円 計： 282，133，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 170円 � 860円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，700円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 23，120円

票 数

単勝票数 計 176552 的中 � 59911（1番人気）
複勝票数 計 219732 的中 � 69347（1番人気）� 31708（3番人気）� 3891（8番人気）
枠連票数 計 125304 的中 （4－6） 22468（2番人気）
馬連票数 計 391793 的中 �� 56983（2番人気）
馬単票数 計 245452 的中 �� 20211（3番人気）
ワイド票数 計 189272 的中 �� 22018（2番人気）�� 2594（16番人気）�� 1358（24番人気）
3連複票数 計 519760 的中 ��� 5396（21番人気）
3連単票数 計 953468 的中 ��� 2989（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．4―47．4―59．7―1：12．2―1：24．2―1：36．7―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドンアルフォンス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2014．9．21 阪神7着

2012．4．24生 牡3黒鹿 母 ドナプレミア 母母 メイショウマキバコ 8戦1勝 賞金 10，800，000円

13090 5月17日 晴 稍重 （27京都3）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時45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

89 トップディーヴォ 牡3鹿 56 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 480＋ 21：51．9 1．6�
55 コ コ 牝3芦 54

52 △岩崎 翼副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 518± 0 〃 クビ 8．5�
88 レッドルグラン 牡3鹿 56 幸 英明 �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 508＋ 21：52．32� 7．3�
66 キングルアウ 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム B496－ 41：52．51 37．5�
22 アドマイヤシャイ 牝3黒鹿54 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 442－ 6 〃 クビ 5．3	
77 サージェントバッジ 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490＋ 81：53．13� 12．3

33 レインボーソング 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466± 01：53．2クビ 44．6�
11 ディグニファイド 牡3栗 56 松山 弘平 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：53．3� 71．2�
44 ジュエルメーカー 牝3黒鹿54 藤田 伸二前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 486＋ 41：54．89 12．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，533，000円 複勝： 83，171，100円 枠連： 14，442，400円
馬連： 53，688，100円 馬単： 39，429，200円 ワイド： 30，318，900円
3連複： 70，855，300円 3連単： 158，789，000円 計： 479，227，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 240円 �� 210円 �� 620円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，620円

票 数

単勝票数 計 285330 的中 � 134312（1番人気）
複勝票数 計 831711 的中 � 600181（1番人気）� 41768（4番人気）� 48565（3番人気）
枠連票数 計 144424 的中 （5－8） 20707（3番人気）
馬連票数 計 536881 的中 �� 64498（3番人気）
馬単票数 計 394292 的中 �� 36079（3番人気）
ワイド票数 計 303189 的中 �� 33801（3番人気）�� 40377（1番人気）�� 10305（8番人気）
3連複票数 計 708553 的中 ��� 61080（2番人気）
3連単票数 計1587890 的中 ��� 43778（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．1―36．2―49．1―1：01．9―1：14．8―1：27．4―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．1
1
3
5，6，2（1，8）3－（4，9）－7
5（6，2）（1，8，9）（3，4，7）

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

勝馬の
紹 介

トップディーヴォ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．10．19 京都3着

2012．2．10生 牡3鹿 母 セクシーザムライ 母母 Powder 9戦2勝 賞金 25，144，000円
〔制裁〕 ココ号の騎手岩崎翼は，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。



13091 5月17日 晴 稍重 （27京都3）第8日 第7競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

11 エンジェヌー 牝4青鹿55 酒井 学 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 482－ 81：11．5 16．3�

35 ウォーターショパン 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 472＋ 61：11．71� 3．5�
59 メイショウカフウ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 470± 01：11．8	 7．7�
815
 ワイエムテイラー 牝4鹿 55 太宰 啓介�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 484－ 81：12．01� 129．9�
612 アドマイヤスパーズ 牡5鹿 57 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 496＋ 61：12．1� 4．2�
816 テイエムシシオー 牡6黒鹿57 藤田 伸二竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 494＋ 4 〃 アタマ 32．0	
48 サクラヴァローレ 牡4鹿 57 藤岡 佑介
さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 伊藤 敏明 518－ 41：12．2� 10．2�
23 ビットアリエス 牝4青鹿55 小牧 太礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 446＋ 41：12．3クビ 68．9�
713 ホワイトクリスマス 牡4芦 57 四位 洋文岡 浩二氏 森 秀行 新冠 赤石 久夫 496＋ 3 〃 クビ 151．4
24 ヒカリセット 牡4青鹿 57

54 ▲加藤 祥太
ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 478－ 21：12．4クビ 11．2�
36 タイムアラウド 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政 �シルクレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 21：12．5	 126．5�

12 ス テ ー キ 牡5栗 57 松山 弘平藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 508＋ 21：12．82 6．7�
611 ゼンノステルス 牡4芦 57

55 △岩崎 翼大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 468－ 21：12．9	 113．4�
510
 スリーヴェスタ 牡4青鹿57 池添 謙一永井商事
 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 516± 01：13．0クビ 18．3�
47 ビバハイタッチ 牡4栗 57 国分 優作池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 482－ 41：13．31	 18．5�
714 レッドレイチェル 牝4鹿 55 大野 拓弥 
東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 50．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，590，600円 複勝： 38，021，100円 枠連： 17，555，000円
馬連： 62，162，600円 馬単： 30，021，300円 ワイド： 34，160，100円
3連複： 83，207，700円 3連単： 108，651，700円 計： 397，370，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 350円 � 150円 � 220円 枠 連（1－3） 760円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 6，940円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，110円 �� 600円

3 連 複 ��� 6，630円 3 連 単 ��� 52，790円

票 数

単勝票数 計 235906 的中 � 11553（7番人気）
複勝票数 計 380211 的中 � 22752（8番人気）� 78259（1番人気）� 44631（4番人気）
枠連票数 計 175550 的中 （1－3） 17779（1番人気）
馬連票数 計 621626 的中 �� 16299（11番人気）
馬単票数 計 300213 的中 �� 3243（27番人気）
ワイド票数 計 341601 的中 �� 8231（11番人気）�� 3979（26番人気）�� 15357（4番人気）
3連複票数 計 832077 的中 ��� 9411（20番人気）
3連単票数 計1086517 的中 ��� 1492（160番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．0―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．2―47．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンジェヌー �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．9．14 阪神10着

2011．1．28生 牝4青鹿 母 ステージスクール 母母 Danseur Fabuleux 7戦2勝 賞金 15，800，000円

13092 5月17日 晴 良 （27京都3）第8日 第8競走 ��
��1，400�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
1：19．3
1：19．0

良
良

23 ボールドジャパン 牡4鹿 57 中谷 雄太増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 506－ 41：22．0 52．1�
510 オベーション 牝4鹿 55 酒井 学岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 坂本牧場 450＋ 2 〃 クビ 51．1�
36 ジンセイハオマツリ 牡5黒鹿57 太宰 啓介小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 500± 01：22．1クビ 11．6�
48 サフランスカイ 牡4鹿 57 四位 洋文海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 462＋ 4 〃 アタマ 12．2�
715 サ ト ノ ネ ネ 牝5鹿 55 池添 謙一里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464＋ 81：22．31� 7．7�
11 アキノクリンチ 牝4芦 55 小牧 太穐吉 正孝氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 460－ 51：22．4	 7．1�
47 グッドレインボー 牝5鹿 55

52 ▲加藤 祥太杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 480－ 2 〃 アタマ 14．5	
12 メイショウネブタ 牡4鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 474－ 41：22．5	 5．2

612 キングナポレオン 牡4黒鹿57 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 41：22．6クビ 5．5�
59 ユアメモリー 牝4青鹿55 幸 英明�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 446－ 21：22．81 48．9
611 バーンアウル 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政 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 456－141：23．01
 182．0�

24 � ハイマウンテン 牝5鹿 55 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 458＋ 21：23．21� 21．8�
713 オールオブナイト 牝4黒鹿55 北村 友一市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 430－ 41：23．3
 6．3�
817� アクロマティック �5栗 57 水口 優也野田 善己氏 中竹 和也 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 6 〃 ハナ 229．0�
714 ケイアイヴァーゲ 牡5鹿 57

55 △岩崎 翼亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 440－ 61：23．4	 16．3�
35 スナークマスカラス 牡4栗 57 小林 徹弥杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 478＋ 81：24．14 60．4�
818 ダンツトゥルース 牡4鹿 57 島 良太山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 486＋241：24．42 82．0�
816� ハワイアンローズ 牝4鹿 55 藤田 伸二吉村 敏治氏 島 一歩 浦河 村下 明博 408－13 〃 アタマ 96．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，189，400円 複勝： 35，735，800円 枠連： 26，140，100円
馬連： 70，643，400円 馬単： 30，791，700円 ワイド： 36，456，200円
3連複： 93，261，700円 3連単： 115，527，500円 計： 431，745，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，210円 複 勝 � 2，170円 � 960円 � 410円 枠 連（2－5） 17，630円

馬 連 �� 105，080円 馬 単 �� 296，070円

ワ イ ド �� 32，040円 �� 12，660円 �� 9，570円

3 連 複 ��� 514，310円 3 連 単 ��� 4，408，280円

票 数

単勝票数 計 231894 的中 � 3559（13番人気）
複勝票数 計 357358 的中 � 4051（15番人気）� 9545（11番人気）� 25231（6番人気）
枠連票数 計 261401 的中 （2－5） 1149（29番人気）
馬連票数 計 706434 的中 �� 521（113番人気）
馬単票数 計 307917 的中 �� 78（245番人気）
ワイド票数 計 364562 的中 �� 293（121番人気）�� 744（82番人気）�� 986（73番人気）
3連複票数 計 932617 的中 ��� 136（506番人気）
3連単票数 計1155275 的中 ��� 19（3363番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．7―35．5―47．5―59．3―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボールドジャパン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ミラクルアドマイヤ デビュー 2013．8．18 函館7着

2011．4．14生 牡4鹿 母 ラ ブ ミ ラ ー 母母 シャトーモア 21戦2勝 賞金 19，570，000円
〔制裁〕 バーンアウル号の騎手城戸義政は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番・13

番）
※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。
（非当選馬） 2頭 タガノレベッカ号・ボンセジュール号
（非抽選馬） 2頭 アグネスキズナ号・ヘリオドール号



13093 5月17日 晴 良 （27京都3）第8日 第9競走 ��
��1，800�パールステークス

発走14時15分 （芝・右・外）
牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，55�

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
1：43．9
1：43．9

良
良

66 ウインプリメーラ 牝5黒鹿55 松山 弘平�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 41：46．4 3．7�
810 イリュミナンス 牝5鹿 55 菱田 裕二中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 492＋181：46．71� 15．9�
22 レッドオリヴィア 牝4鹿 55 国分 優作 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：46．8	 4．9�
78 シャトーブランシュ 牝5鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：46．9� 7．9�
11 セウアズール 牝4鹿 55 四位 洋文吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 412＋ 21：47．0� 8．7	
33 
 ベリーフィールズ 牝7鹿 55 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 468＋121：47．1� 47．7

44 プリモンディアル 牝4鹿 55 幸 英明寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440－ 41：47．31� 4．8�
55 リメインサイレント 牝5鹿 55 岩崎 翼 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 492＋ 61：47．62 43．4�
89 アドマイヤシーマ 牝4鹿 55 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：47．7� 5．5
77 セ キ シ ョ ウ 牝5青鹿55 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 B500－ 41：47．8	 22．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，530，800円 複勝： 62，258，100円 枠連： 17，899，100円
馬連： 117，223，800円 馬単： 51，075，700円 ワイド： 46，947，800円
3連複： 128，888，400円 3連単： 224，845，600円 計： 687，669，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 350円 � 170円 枠 連（6－8） 850円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 920円 �� 380円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 25，820円

票 数

単勝票数 計 385308 的中 � 82751（1番人気）
複勝票数 計 622581 的中 � 124480（1番人気）� 35757（7番人気）� 98425（3番人気）
枠連票数 計 178991 的中 （6－8） 16131（2番人気）
馬連票数 計1172238 的中 �� 30579（15番人気）
馬単票数 計 510757 的中 �� 7821（27番人気）
ワイド票数 計 469478 的中 �� 12665（15番人気）�� 34964（2番人気）�� 8496（19番人気）
3連複票数 計1288884 的中 ��� 21861（18番人気）
3連単票数 計2248456 的中 ��� 6313（112番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．7―12．4―11．7―11．5―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．8―48．5―1：00．9―1：12．6―1：24．1―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインプリメーラ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．9．15 阪神2着

2010．4．4生 牝5黒鹿 母 エリモプリティー 母母 ストックスアップ 22戦4勝 賞金 125，524，000円
※出走取消馬 ハピネスダンサー号（疾病〔右肩跛行〕のため）

13094 5月17日 晴 良 （27京都3）第8日 第10競走 ��
��1，200�

あおい

葵 ス テ ー ク ス
発走14時50分 （芝・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1，200万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

35 ジャストドゥイング 牡3鹿 57 岩崎 翼前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 542＋ 61：08．0 23．0�

24 � フィドゥーシア 牝3鹿 54 菱田 裕二前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Co. LTD. 470± 01：08．21 7．6�

12 マジックシャトル 牡3栗 56 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 490＋ 41：08．3	 35．1�
47 スノーエンジェル 牝3芦 54 藤岡 佑介三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 444－ 6 〃 クビ 15．7�
59 ゴールドペガサス 牡3鹿 56 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 454＋ 61：08．4クビ 35．7�
11 ブラッククローバー 牡3黒鹿56 太宰 啓介呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 482＋ 81：08．61
 4．2	
48 スマートグレイス 牝3栗 54 小牧 太大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 460＋ 2 〃 クビ 6．4

611 ムーンエクスプレス 牝3鹿 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 414＋ 21：08．7クビ 3．0�
36 タケデンタイガー 牡3栗 56 酒井 学武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 456－141：08．91
 118．0
816 ヴィクタープライム 牡3青鹿56 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 448＋ 6 〃 クビ 30．3�
714 エ フ ェ ク ト 牝3青鹿54 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 468＋ 6 〃 アタマ 121．0�
510 ジ ル ダ 牝3鹿 54 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 412＋ 21：09．0クビ 19．3�
815 アグネスユーリヤ 牡3鹿 56 幸 英明渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 ハナ 11．6�
23 ワキノヒビキ 牡3鹿 57 �島 良太脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 498＋121：09．21
 41．5�
612 ヒラボククラウン 牡3栗 56 加藤 祥太�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 466＋ 2 〃 ハナ 94．0�
713 アンブリカル 牝3青鹿54 北村 友一上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 434－ 21：09．41
 59．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，442，900円 複勝： 60，035，600円 枠連： 32，330，700円
馬連： 138，665，800円 馬単： 59，531，500円 ワイド： 59，881，600円
3連複： 171，490，200円 3連単： 250，520，900円 計： 814，899，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，300円 複 勝 � 710円 � 310円 � 890円 枠 連（2－3） 8，660円

馬 連 �� 13，910円 馬 単 �� 26，940円

ワ イ ド �� 3，840円 �� 7，890円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 77，150円 3 連 単 ��� 665，300円

票 数

単勝票数 計 424429 的中 � 14713（8番人気）
複勝票数 計 600356 的中 � 21266（8番人気）� 57786（4番人気）� 16517（10番人気）
枠連票数 計 323307 的中 （2－3） 2893（26番人気）
馬連票数 計1386658 的中 �� 7724（41番人気）
馬単票数 計 595315 的中 �� 1657（82番人気）
ワイド票数 計 598816 的中 �� 4040（39番人気）�� 1945（71番人気）�� 4177（37番人気）
3連複票数 計1714902 的中 ��� 1667（190番人気）
3連単票数 計2505209 的中 ��� 273（1343番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．2―11．4―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．0―45．4―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．0
3 13，2，4，8（1，5，12）－（6，14）7，11（9，15）（10，16）－3 4 13，2（1，4）8，5（6，12）14（7，11）15（9，16）10，3

勝馬の
紹 介

ジャストドゥイング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．6．28 東京2着

2012．3．23生 牡3鹿 母 ストラテジー 母母 クイーンリザーブ 8戦3勝 賞金 44，260，000円

１レース目



13095 5月17日 晴 稍重 （27京都3）第8日 第11競走 ��
��1，400�

りっとう

栗東ステークス
発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，26．5．17以降27．5．10まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

栗東市長賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

24 � エイシンゴージャス 牝4鹿 53 幸 英明�栄進堂 大久保龍志 米 Robert A. Adams
& Sheilah Adams 540－101：22．6 6．5�

47 オールブラックス 牡6鹿 53 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 486± 01：22．81� 23．8�
59 ジョヴァンニ 牡6栗 55 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 41：23．01� 11．2�
48 	 ニシケンモノノフ 牡4栗 56 中谷 雄太西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 494－ 41：23．1
 2．3�
815 メイショウオセアン 牡4鹿 53 小牧 太松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 538± 01：23．2� 8．1	
12 キョウエイアシュラ 牡8鹿 56 菱田 裕二田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 470＋ 4 〃 ハナ 93．2

510 サンライズブレット 牡7栗 54 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 490＋ 2 〃 クビ 24．3�
35 ヴァンヌーヴォー 牡6鹿 54 �島 良太 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 B510－ 21：23．51� 45．1�
11 ピ ン ポ ン 牡5鹿 54 池添 謙一小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 462－ 61：23．71� 4．2
611� カネトシイナーシャ 牡7黒鹿53 加藤 祥太兼松 利男氏 西村 真幸 米 JMJ Racing

Stables, LLC 474－ 41：23．8� 77．8�
36 リヴェレンテ 牡7青鹿54 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 504－ 61：23．9クビ 37．6�
816 カーティスバローズ 牡5鹿 54 大野 拓弥猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 508＋ 6 〃 ハナ 25．1�
713 スズカロジック 牡7栗 53 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 510－ 81：24．11� 190．1�
23 サウンドリアーナ 牝5黒鹿52 藤田 伸二増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 490－ 6 〃 クビ 49．0�
612 ミヤジエルビス 牡5青鹿54 太宰 啓介曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 492＋ 21：24．84 109．5�

（15頭）
714 マルカフリート 牡9鹿 57 国分 優作日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 492＋12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 51，756，300円 複勝： 63，918，100円 枠連： 52，603，000円
馬連： 206，827，400円 馬単： 96，085，500円 ワイド： 74，426，600円
3連複： 241，587，900円 3連単： 414，940，700円 計： 1，202，145，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 270円 � 560円 � 390円 枠 連（2－4） 870円

馬 連 �� 8，090円 馬 単 �� 14，160円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 1，480円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 25，570円 3 連 単 ��� 149，590円

票 数

単勝票数 差引計 517563（返還計 25502） 的中 � 63277（3番人気）
複勝票数 差引計 639181（返還計 35397） 的中 � 68344（3番人気）� 27718（8番人気）� 42768（5番人気）
枠連票数 差引計 526030（返還計 635） 的中 （2－4） 46368（4番人気）
馬連票数 差引計2068274（返還計241677） 的中 �� 19806（25番人気）
馬単票数 差引計 960855（返還計108191） 的中 �� 5087（39番人気）
ワイド票数 差引計 744266（返還計 99425） 的中 �� 8634（22番人気）�� 13184（16番人気）�� 6219（30番人気）
3連複票数 差引計2415879（返還計512332） 的中 ��� 7084（67番人気）
3連単票数 差引計4149407（返還計818256） 的中 ��� 2011（351番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．9―12．0―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．9―46．9―58．9―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンゴージャス �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2014．3．8 阪神1着

2011．1．28生 牝4鹿 母 Hot Storm 母母 Forgotten Secret 8戦5勝 賞金 69，755，000円
〔競走除外〕 マルカフリート号は，馬場入場後に疾病〔右前肢挫創〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ドレッドノート号・ネオザウイナー号
（非抽選馬） 2頭 ウインドジャズ号・ナリタスーパーワン号

13096 5月17日 晴 良 （27京都3）第8日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

35 モンマックス 牡5鹿 57 幸 英明�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 522－ 41：08．4 2．0�
47 � ホ ス ト 牡4黒鹿57 大野 拓弥内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 528＋101：08．5	 7．8�
24 ウィットウォーター 牝4黒鹿55 太宰 啓介鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B446－ 21：08．6
 114．9�
12 クラウンアイリス 牝4栗 55 菱田 裕二�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 402＋ 61：08．7
 17．7�
23 ダイヤモンドハイ 牝4鹿 55

53 △岩崎 翼布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 440－ 2 〃 クビ 11．8	
48 エ ル ノ ル テ 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462± 01：08．8	 5．2

714 モーニングコール 牝5鹿 55 池添 謙一飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 432－ 4 〃 ハナ 14．4�
11 ヤマニンカヴァリエ 牡6鹿 57 国分 優作土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 514－141：09．01� 25．1�
36 カシノスティーヴ 牡4栗 57 �島 良太柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 496± 01：09．21� 60．1
510 ワキノコクリュウ 牡4青鹿57 藤岡 佑介脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 池田牧場 520＋ 8 〃 クビ 14．1�
815� メイショウトキムネ 牡4鹿 57

54 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 2 〃 ハナ 69．1�
612� ピュアアイズ 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政�山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 488－ 4 〃 ハナ 39．7�
59 アグネスマチュア 牡6鹿 57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 496± 01：09．3クビ 33．9�
611 キンシザイル 牡6鹿 57 北村 友一若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 510＋101：09．51� 37．6�
816 ベ ル ラ イ ン 牝5栗 55 荻野 琢真永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：09．71� 170．2�
713 エバーダンシング 牝5栗 55 酒井 学宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 458＋10 〃 クビ 173．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，594，900円 複勝： 52，578，800円 枠連： 39，795，900円
馬連： 131，420，100円 馬単： 62，784，800円 ワイド： 55，766，000円
3連複： 161，608，100円 3連単： 269，100，400円 計： 818，649，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 250円 � 1，990円 枠 連（3－4） 360円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，540円 �� 11，620円

3 連 複 ��� 40，640円 3 連 単 ��� 109，420円

票 数

単勝票数 計 455949 的中 � 175408（1番人気）
複勝票数 計 525788 的中 � 145034（1番人気）� 49548（3番人気）� 4553（16番人気）
枠連票数 計 397959 的中 （3－4） 85244（1番人気）
馬連票数 計1314201 的中 �� 93188（2番人気）
馬単票数 計 627848 的中 �� 32639（2番人気）
ワイド票数 計 557660 的中 �� 32657（2番人気）�� 5430（28番人気）�� 1160（85番人気）
3連複票数 計1616081 的中 ��� 2982（114番人気）
3連単票数 計2691004 的中 ��� 1783（308番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．4―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．5―45．9―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．9
3 12，14，4（3，7）（1，5，10）8（6，13）2，15，9，11－16 4 ・（12，14）（4，3，7）（5，10）1，8（6，13）2（9，15）11，16

勝馬の
紹 介

モンマックス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．6．17 函館2着

2010．4．15生 牡5鹿 母 トニーズメモリイ 母母 ピーチブルーム 19戦4勝 賞金 56，107，000円
〔制裁〕 ピュアアイズ号の騎手城戸義政は，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）
※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 アドマイヤクーガー号

４レース目



（27京都3）第8日 5月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

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

220，740，000円
2，080，000円
7，160，000円
1，540，000円
20，130，000円
67，520，500円
4，394，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
348，091，900円
529，742，300円
257，426，400円
996，418，600円
496，356，400円
449，481，100円
1，230，925，400円
1，994，522，500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 6，302，964，600円

総入場人員 22，690名 （有料入場人員 21，257名）
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