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13085 5月15日 晴 良 （28京都3）第8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）

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

815 コパノマイケル 牡3栗 56 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 日高 三城牧場 B496－ 21：12．5 3．7�
11 ショウサングランド 牡3鹿 56 小牧 太鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 474－ 21：12．6� 7．0�
36 メイカーズムービー �3黒鹿56 松田 大作髙嶋 祐子氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 434－ 81：13．02� 14．0�
510 グランアルバス 牡3鹿 56 松若 風馬飯田 訓大氏 森 秀行 日高 本間牧場 462＋ 21：13．1� 16．3�
714 アリノマンボ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 444± 01：13．2� 3．3�
23 オンザフロウ 牝3鹿 54 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 21：13．3クビ 5．7	
24 リ モ ナ イ ア 牝3栗 54 T．ベリー 吉田 和美氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 458＋201：13．72� 19．4


（豪）

35 ラインダール 牝3栗 54
52 △城戸 義政 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 496± 01：13．91� 18．1�

48 イケジュンクイーン 牝3黒鹿 54
52 △義 英真鈴木 等氏 北出 成人 新冠 武田牧場 432＋ 81：14．0クビ 286．2�

816 シゲルアカメバル 牝3鹿 54 北村 友一森中 蕃氏 服部 利之 浦河 中村 雅明 466－ 41：14．42� 17．2
611 マニワッショイ 牡3黒鹿56 酒井 学今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 沼田 照秋 460－ 81：14．71� 28．0�
59 イナフイズイナフ 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 514－ 8 〃 アタマ 66．5�
12 モ ン ド ー ル 牡3栗 56 国分 優作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム B476± 01：14．8� 98．8�
713 キョウワガイア 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 438＋ 41：16．29 289．0�
47 ピカピカシャチョウ 牡3鹿 56 杉浦 健太 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 466－ 4 〃 クビ 275．2�

（兵庫）

612 ミヤジスウィング 牡3鹿 56 小林 徹弥曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 酒井 秀紀 466± 0 （競走中止） 228．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，172，700円 複勝： 26，065，900円 枠連： 10，531，700円
馬連： 39，368，800円 馬単： 19，008，000円 ワイド： 24，049，900円
3連複： 60，502，800円 3連単： 73，707，000円 計： 268，406，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 200円 � 370円 枠 連（1－8） 1，020円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 450円 �� 900円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 17，670円

票 数

単勝票数 計 151727 的中 � 32169（2番人気）
複勝票数 計 260659 的中 � 55575（1番人気）� 34520（4番人気）� 14207（6番人気）
枠連票数 計 105317 的中 （1－8） 7981（4番人気）
馬連票数 計 393688 的中 �� 25739（4番人気）
馬単票数 計 190080 的中 �� 6893（4番人気）
ワイド票数 計 240499 的中 �� 14743（3番人気）�� 6713（10番人気）�� 4777（17番人気）
3連複票数 計 605028 的中 ��� 10412（11番人気）
3連単票数 計 737070 的中 ��� 3024（42番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―12．2―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．7―46．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノマイケル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ウォーニング デビュー 2016．2．20 京都8着

2013．4．19生 牡3栗 母 ジョウノイザベラ 母母 イエローストーン 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走状況〕 ラインダール号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔競走中止〕 ミヤジスウィング号は，競走中に疾病〔左第3中手骨々折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アレッチ号・シゲルヒラスズキ号・ダウンタウンブギ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

13086 5月15日 晴 良 （28京都3）第8日 第2競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

24 � ディープオーパス 牡3芦 56 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard
Shultz 492－ 21：53．8 10．2�

510 メイショウカマクラ 牡3青鹿56 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 520± 01：54．75 2．4�
611 リリーシューター 牡3鹿 56 松田 大作土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 500＋101：54．91� 36．3�
36 デューズワイルズ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472± 01：55．11 7．1�
48 クリノメルクリウス 	3鹿 56

55 ☆
島 克駿栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム B432－ 4 〃 クビ 5．9�
12 エイシンリキュウ 牡3黒鹿56 和田 竜二	栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 478± 01：55．2クビ 8．3

23 シンボリダムール 牡3青鹿 56

54 △城戸 義政シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 472＋ 41：55．51� 134．7�
59 アドヴァンス 牡3鹿 56 松若 風馬近藤 英子氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 532－ 21：55．6� 16．3�
35 アスターシャトル 牡3青鹿56 国分 優作加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 山田 昇史 490－ 61：55．92 292．8
714 スカイノメジャー 牡3黒鹿56 北村 友一江 賦晨氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 482－12 〃 アタマ 8．5�
815 メーテルリンク 牡3鹿 56 T．ベリー 近藤 英子氏 中尾 秀正 伊達 宮井 孝典 480－ 61：57．17 12．9�

（豪）

11 ヤマイチサンライズ 牡3黒鹿 56
54 △義 英真坂本 肇氏 加藤 敬二 浦河 宮内牧場 476－ 81：57．2クビ 328．5�

816 ダイシンアレッタ 牡3黒鹿56 田中 勝春大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 446＋ 21：57．62� 261．6�
47 テイエムボンドン 牡3鹿 56 水口 優也竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 474＋ 21：57．7クビ 297．7�
713 ブラックウィザード 牡3黒鹿56 M．デュプレシス �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム 514 ―1：59．19 101．5�

（新）

（15頭）
612 ミスターライジン 牡3鹿 56 高倉 稜阿部東亜子氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，850，300円 複勝： 34，057，200円 枠連： 10，512，700円
馬連： 44，763，300円 馬単： 23，367，800円 ワイド： 27，417，900円
3連複： 62，688，000円 3連単： 79，503，800円 計： 304，161，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 340円 � 130円 � 910円 枠 連（2－5） 1，080円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 760円 �� 7，780円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 21，260円 3 連 単 ��� 102，560円

票 数

単勝票数 差引計 218503（返還計 40） 的中 � 17072（6番人気）
複勝票数 差引計 340572（返還計 112） 的中 � 21679（6番人気）� 97050（1番人気）� 6841（9番人気）
枠連票数 差引計 105127（返還計 5 ） 的中 （2－5） 7524（5番人気）
馬連票数 差引計 447633（返還計 396） 的中 �� 22003（5番人気）
馬単票数 差引計 233678（返還計 103） 的中 �� 4869（13番人気）
ワイド票数 差引計 274179（返還計 215） 的中 �� 9790（7番人気）�� 870（37番人気）�� 3987（24番人気）
3連複票数 差引計 626880（返還計 1050） 的中 ��� 2211（57番人気）
3連単票数 差引計 795038（返還計 665） 的中 ��� 562（307番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．0―49．8―1：02．6―1：14．9―1：27．4―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．9
1
3
4（3，14）8（7，15）1（10，11）（6，9）5（2，13）16・（4，8）－（3，10）9，14（7，15）（11，2）6，5，16，1－13

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

勝馬の
紹 介

�ディープオーパス �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2015．11．28 京都3着

2013．2．11生 牡3芦 母 Lemonlime 母母 Prime Investor 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔出走取消〕 ミスターライジン号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックウィザード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月15日まで平地

競走に出走できない。
※シンボリダムール号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 京都競馬 第８日



13087 5月15日 晴 良 （28京都3）第8日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時55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
1：56．8
1：56．1

良
良

714 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 456 ―2：01．9 12．7�

35 ア ル ビ オ ン 牝3芦 54 松田 大作�野 智博氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 412＋ 6 〃 クビ 7．3�
713 カスタネット 牝3栗 54 国分 優作手嶋 康雄氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 416－ 82：02．0� 65．9�
611 イメージング 牝3鹿 54 古川 吉洋�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 468＋ 82：02．21� 311．5	
24 ローズウィスパー 牝3鹿 54 T．ベリー �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 2．6


（豪）

816 ジ ェ ミ ナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 422－ 62：02．3クビ 7．0�
23 ハッピーチャンス 牝3鹿 54 松若 風馬馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 アタマ 8．0�
47 トモノメジェール 牝3栗 54 幸 英明共田 義夫氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 464－ 42：02．4� 21．5
815 エイシンシルダリア 牝3栗 54 松山 弘平�栄進堂 川村 禎彦 浦河 小島牧場 442＋ 6 〃 アタマ 21．3�
612 ル ミ ナ ー ラ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 504＋ 22：02．61� 41．6�

48 タガノプリンセス 牝3栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452＋ 4 〃 ハナ 4．6�

59 キタンレガシー 牝3鹿 54 高倉 稜北畑 忍氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 404－ 42：02．92 58．2�
12 モーヴァンヒル 牝3栗 54 M．デュプレシス 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 440－ 62：03．21� 153．2�

（新）

11 エスニックジュエル 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 日高 日高大洋牧場 450± 02：04．37 351．1�
36 シ ャ ウ テ ィ 牝3鹿 54

52 △義 英真小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 448± 02：05．04 442．4�
510 ジューンソフィア 牝3鹿 54 酒井 学吉川 潤氏 今野 貞一 日高 日高大洋牧場 488＋ 62：06．9大差 66．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，643，600円 複勝： 26，981，200円 枠連： 14，395，300円
馬連： 43，191，700円 馬単： 23，560，100円 ワイド： 26，075，300円
3連複： 60，519，300円 3連単： 77，370，900円 計： 289，737，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 540円 � 270円 � 1，250円 枠 連（3－7） 4，970円

馬 連 �� 6，180円 馬 単 �� 13，190円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 11，050円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 75，770円 3 連 単 ��� 549，940円

票 数

単勝票数 計 176436 的中 � 11055（6番人気）
複勝票数 計 269812 的中 � 12602（7番人気）� 30339（4番人気）� 5031（12番人気）
枠連票数 計 143953 的中 （3－7） 2243（15番人気）
馬連票数 計 431917 的中 �� 5411（20番人気）
馬単票数 計 235601 的中 �� 1339（43番人気）
ワイド票数 計 260753 的中 �� 3561（21番人気）�� 600（66番人気）�� 1661（39番人気）
3連複票数 計 605193 的中 ��� 599（152番人気）
3連単票数 計 773709 的中 ��� 102（907番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．7―36．0―48．5―1：01．1―1：13．8―1：26．0―1：38．1―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルティマヒート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Unusual Heat 初出走

2013．3．9生 牝3栗 母 リーサルヒート 母母 Lethal Leta 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ハッピーチャンス号の騎手松若風馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13088 5月15日 晴 良 （28京都3）第8日 第4競走 ��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

611 サトノマイヒメ 牝3栗 54 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464－ 41：21．0 1．6�
11 ダブルスキップ 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政ザ・チャンピオンズ 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 408－ 41：21．63� 5．7�
36 オーサミスト 牡3鹿 56 太宰 啓介小林竜太郎氏 佐々木晶三 新冠 須崎牧場 492－101：22．34 4．8�
59 シャウトオブジョイ 牝3黒鹿54 M．デュプレシス 前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 508－ 4 〃 クビ 17．3�

（新）

48 レーヌドコロール 牝3黒鹿54 酒井 学 �シルクレーシング 角田 晃一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B474－141：22．51� 10．9�

24 ブラックインパクト 牝3鹿 54 高倉 稜 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 430± 01：22．71� 62．0	
47 トーアイザヨイ 牝3鹿 54 藤岡 佑介高山ランド
 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 464－ 4 〃 ハナ 85．3�
612 アカネバローロ 牝3鹿 54 和田 竜二ライオンレースホース
 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 466＋101：22．8� 200．7�
817 メイショウオムロ 牝3鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 �川フアーム 450± 01：23．01� 176．6
818 トチノマドンナ 牝3黒鹿 54

52 △義 英真阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 山田 昇史 430－ 21：23．1� 296．1�
12 オーシャンムーサ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星上田 宗義氏 田所 秀孝 新ひだか 沖田 哲夫 432＋ 2 〃 クビ 167．6�
713 ラストジャンヌ 牝3青 54

53 ☆�島 克駿�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 392－121：23．2� 435．8�
23 モルトカズマ 牡3栗 56 幸 英明�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 鎌田 正嗣 496－101：23．41� 129．7�
510 ブラボーウォーム 牝3芦 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 61：23．71� 35．2�
715 メイショウダイウン 牡3青鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 482－ 2 〃 クビ 27．5�
714 ビットレーニア 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人礒川 正明氏 斉藤 崇史 新ひだか タガミファーム 476－ 21：23．91 499．5�
35 ギフトアワード 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 416－101：24．43 164．2�
816 モ ヒ カ ン 牡3鹿 56 国分 優作内田 玄祥氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 426± 01：24．61� 356．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，356，500円 複勝： 67，000，000円 枠連： 13，099，700円
馬連： 46，926，600円 馬単： 32，013，900円 ワイド： 28，179，600円
3連複： 63，881，500円 3連単： 115，821，900円 計： 388，279，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（1－6） 390円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 190円 �� 240円 �� 430円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 1，840円

票 数

単勝票数 計 213565 的中 � 100507（1番人気）
複勝票数 計 670000 的中 � 460306（1番人気）� 60979（2番人気）� 44897（3番人気）
枠連票数 計 130997 的中 （1－6） 25872（1番人気）
馬連票数 計 469266 的中 �� 91203（1番人気）
馬単票数 計 320139 的中 �� 41261（1番人気）
ワイド票数 計 281796 的中 �� 44372（1番人気）�� 30017（2番人気）�� 14099（4番人気）
3連複票数 計 638815 的中 ��� 65308（1番人気）
3連単票数 計1158219 的中 ��� 45611（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．2―46．7―58．3―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．3
3 11，9（2，7，12）（1，8，16）（4，10）6（18，15）13（3，14）－17＝5 4 11－9（2，7，12）8，1（4，6，16）（18，13，10）15（3，14）17＝5

勝馬の
紹 介

サトノマイヒメ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．10．25 京都2着

2013．3．29生 牝3栗 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー 8戦1勝 賞金 15，400，000円
〔発走状況〕 ギフトアワード号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 サダムノンノ号・ヒルノサルバドール号
（非抽選馬） 1頭 ナンゴクハルネット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13089 5月15日 晴 良 （28京都3）第8日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時15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

11 サムライロック 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 494－ 62：26．4 2．8�
78 ハイドロフォイル 牡3鹿 56 T．ベリー �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B482± 02：26．5� 6．2�

（豪）

810 ニホンピロカーン 牡3鹿 56 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 446± 02：26．6� 8．1�
33 ナリタエイト 牡3鹿 56 北村 友一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 462＋ 42：26．7� 2．8�
66 ウインカートゥーン 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 478－ 22：27．01� 14．5	
44 オースミフォース 牡3鹿 56 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 482－102：27．42� 108．1

79 トロピカルストーム 	3黒鹿56 M．デュプレシス 吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 2 〃 アタマ 30．0�
（新）

55 シーザワールド 牡3鹿 56 国分 優作石川 達絵氏 渡辺 薫彦 日高 山際 辰夫 496－ 62：27．82� 7．5�
67 オ ズ マ 牡3芦 56

53 ▲坂井 瑠星新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 片山牧場 436－ 62：28．01
 149．7
22 シゲルシロカジキ 牡3芦 56 酒井 学森中 蕃氏 木原 一良 日高 浜本牧場 478± 02：28．85 84．3�
811 マジックダイオウ 牡3栗 56

54 △義 英真�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 464＋ 62：30．39 280．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 19，974，800円 複勝： 26，984，900円 枠連： 9，959，800円
馬連： 42，831，300円 馬単： 24，774，900円 ワイド： 24，776，600円
3連複： 58，100，200円 3連単： 107，476，600円 計： 314，879，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 200円 � 200円 枠 連（1－7） 1，280円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 470円 �� 470円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 11，440円

票 数

単勝票数 計 199748 的中 � 55547（2番人気）
複勝票数 計 269849 的中 � 50232（2番人気）� 33048（5番人気）� 33120（4番人気）
枠連票数 計 99598 的中 （1－7） 6010（6番人気）
馬連票数 計 428313 的中 �� 23808（6番人気）
馬単票数 計 247749 的中 �� 9363（7番人気）
ワイド票数 計 247766 的中 �� 13472（6番人気）�� 13623（5番人気）�� 10787（9番人気）
3連複票数 計 581002 的中 ��� 15049（10番人気）
3連単票数 計1074766 的中 ��� 6810（40番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．6―12．7―12．7―12．7―12．9―12．6―12．4―11．9―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．9―35．5―48．2―1：00．9―1：13．6―1：26．5―1：39．1―1：51．5―2：03．4―2：14．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．9
1
3
8－10，11，1－3，6（4，5）（2，7）9
8－10（1，11）（4，6）（3，5）（2，7）9

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

勝馬の
紹 介

サムライロック �
�
父 ワークフォース �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．4．23 京都6着

2013．4．25生 牡3黒鹿 母 ライムキャンディ 母母 マルカキャンディ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※マジックダイオウ号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

13090 5月15日 晴 良 （28京都3）第8日 第6競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

611 ヒロブレイブ 牡3鹿 56
54 △義 英真石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 464± 01：23．9 21．2�

814 リヴァイバル 牝3栗 54
53 ☆小崎 綾也杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 484－ 61：24．11� 22．4�

34 セ ネ ッ テ ィ 牡3鹿 56 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 488＋ 21：24．52� 7．7�
815 スーパーライナー 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490－ 21：24．6クビ 2．6�
11 セカンドエフォート 牡3青鹿56 T．ベリー �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 486－ 81：24．7� 37．8	

（豪）

59 キクノレジェ 牡3鹿 56 北村 友一菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 野島牧場 472＋101：25．12� 21．6

35 デアリングエッジ 牝3栗 54 国分 優作 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 428－ 41：25．41� 13．7�
713 ブラックジョー �3青鹿56 和田 竜二山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 468－ 41：25．5クビ 23．8�
712 ナムラミラクル 牡3芦 56 松田 大作奈村 信重氏 日吉 正和 日高 ナカノファーム 470－ 61：25．71� 116．7
47 メイショウメイコウ 牡3青鹿56 高倉 稜松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 466－ 61：25．8� 140．7�
58 ガ ン コ 牡3青鹿56 幸 英明杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 478－ 81：25．9� 65．2�
610 エ レ メ ン ツ 牝3黒鹿54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 21：26．11� 2．8�
46 メイショウグンパイ 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 472－ 61：26．31� 23．7�
23 メイショウトキン 牡3黒鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 464－ 41：26．51� 111．7�
22 トラストマヴィア 牝3黒鹿54 小牧 太菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 474－101：27．45 23．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，366，300円 複勝： 42，967，100円 枠連： 18，383，700円
馬連： 70，887，500円 馬単： 32，035，900円 ワイド： 40，798，600円
3連複： 93，069，700円 3連単： 119，056，800円 計： 447，565，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 460円 � 620円 � 230円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 14，240円 馬 単 �� 24，050円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 1，570円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 23，250円 3 連 単 ��� 201，670円

票 数

単勝票数 計 303663 的中 � 11428（5番人気）
複勝票数 計 429671 的中 � 23112（6番人気）� 16239（9番人気）� 58375（3番人気）
枠連票数 計 183837 的中 （6－8） 32487（1番人気）
馬連票数 計 708875 的中 �� 3856（36番人気）
馬単票数 計 320359 的中 �� 999（62番人気）
ワイド票数 計 407986 的中 �� 3223（35番人気）�� 6753（18番人気）�� 5404（22番人気）
3連複票数 計 930697 的中 ��� 3002（66番人気）
3連単票数 計1190568 的中 ��� 428（534番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．1―12．4―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．6―34．1―46．2―58．6―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒロブレイブ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Wild Rush デビュー 2015．6．14 阪神7着

2013．4．30生 牡3鹿 母 スズノメガミ 母母 Sue’s Temper 13戦2勝 賞金 21，550，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13091 5月15日 晴 良 （28京都3）第8日 第7競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

711 キングサムソン 牡4鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 21：53．2 7．3�
45 � ヒアカムズザサン 牡4栗 57 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 498＋ 2 〃 クビ 3．2�
812 オンワードハンター 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 468＋ 21：53．3クビ 6．8�
56 ワールドレジェンド 牡4栗 57 幸 英明菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 佐藤 信広 482± 0 〃 ハナ 3．9�
68 ギ ン ガ 牡4鹿 57 藤岡 佑介石川 達絵氏 松下 武士 日高 日高大洋牧場 450－ 21：53．4� 47．3�
22 ウォーターイーグル 牡4黒鹿57 松若 風馬山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 520－ 61：53．71� 5．3	
69 グレンガイル 牡5鹿 57 M．デュプレシス 
キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 504± 01：53．91� 19．9�

（新）

11 スマイルフォース 牡4鹿 57 松山 弘平上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 448＋ 61：54．0	 43．8�
44 メイショウナガマサ 牡4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 520＋ 41：54．63	 10．2
813� スリーマキシマム 牡5鹿 57

55 △城戸 義政永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 494± 0 〃 クビ 173．3�
710 タマノベレッツァ 牝4黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 462± 01：54．7	 135．7�
33 � エンパイアルーラー 
4鹿 57 高倉 稜畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 526－141：55．87 197．7�
57 ゲームフェイス 牡6芦 57 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 B548＋162：00．2大差 78．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，296，900円 複勝： 40，616，500円 枠連： 13，741，900円
馬連： 64，216，500円 馬単： 30，379，100円 ワイド： 34，952，700円
3連複： 84，969，700円 3連単： 118，919，300円 計： 417，092，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 190円 � 150円 � 200円 枠 連（4－7） 1，020円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 600円 �� 540円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 21，140円

票 数

単勝票数 計 292969 的中 � 31791（5番人気）
複勝票数 計 406165 的中 � 52546（4番人気）� 82464（1番人気）� 49037（5番人気）
枠連票数 計 137419 的中 （4－7） 10437（5番人気）
馬連票数 計 642165 的中 �� 31688（5番人気）
馬単票数 計 303791 的中 �� 6432（15番人気）
ワイド票数 計 349527 的中 �� 15013（7番人気）�� 16948（6番人気）�� 12733（10番人気）
3連複票数 計 849697 的中 ��� 20790（11番人気）
3連単票数 計1189193 的中 ��� 4078（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．5―36．5―49．5―1：02．4―1：14．7―1：27．2―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングサムソン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．2．15 京都12着

2012．3．6生 牡4鹿 母 ダイイチサザン 母母 ダイイチリカー 13戦2勝 賞金 16，350，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲームフェイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月15日まで平地競
走に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13092 5月15日 晴 良 （28京都3）第8日 第8競走 ��
��1，600�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
1：31．4
1：30．7

良
良

24 リーサルストライク 牡4鹿 57 松山 弘平�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510－ 21：34．0 2．1�

35 ヤマカツボーイ 牡4黒鹿57 北村 友一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 448－12 〃 ハナ 23．2�
12 タニオブローズ 牝6鹿 55 畑端 省吾谷 研司氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 458＋ 2 〃 クビ 111．5�
47 ノミネーション 牡4黒鹿57 小牧 太石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 462＋ 21：34．1	 29．0�
713
 エイシンダーラ 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 450＋ 41：34．2	 143．4�
714 ヤマニンナジャーハ 牝4黒鹿 55

53 △城戸 義政土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 436＋ 61：34．3� 149．0	
612 カプリチオーソ 牡4栗 57 小坂 忠士 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 448＋ 41：34．4	 31．7

818 ノーブルルージュ 牝4黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 454＋ 2 〃 ハナ 13．8�
59 アルトゥーナ 牝5黒鹿55 松若 風馬 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 442± 01：34．5クビ 84．2
817 ウイングジャパン 牡4栗 57 幸 英明池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 498＋ 81：34．6	 47．4�
715� ネオアトラクション 牡4鹿 57 M．デュプレシス 林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 496＋ 41：34．7クビ 3．3�
（新）

23 スリーカラーナンゴ 牡5鹿 57
55 △義 英真永井商事� 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 468＋ 4 〃 クビ 44．7�

11 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 B486－ 21：34．91 10．8�

510� エイシンキサナドゥ 牡5栗 57 松田 大作�栄進堂 野中 賢二 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

530＋ 4 〃 クビ 10．8�
36 
 ユ リ 牝4栗 55

52 ▲坂井 瑠星中島 稔氏 坪 憲章 平取 有限会社中
田牧場 402＋ 2 〃 ハナ 362．6�

816 シセイカスガ 牡5黒鹿57 田中 健猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 404－ 41：35．0クビ 56．2�
48 
 ホーリーシュラウド 牝4黒鹿55 藤岡 佑介星野 康三氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 434± 01：36．17 32．6�

（17頭）
611 カレンローザネーラ 牝4鹿 55

54 ☆�島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 468－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，932，700円 複勝： 35，035，500円 枠連： 20，085，100円
馬連： 68，144，900円 馬単： 34，114，200円 ワイド： 36，535，600円
3連複： 86，440，600円 3連単： 118，623，300円 計： 424，911，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 590円 � 1，470円 枠 連（2－3） 3，110円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 3，620円 �� 16，810円

3 連 複 ��� 52，400円 3 連 単 ��� 183，760円

票 数

単勝票数 差引計 259327（返還計 3511） 的中 � 95253（1番人気）
複勝票数 差引計 350355（返還計 5481） 的中 � 101275（1番人気）� 12139（8番人気）� 4432（14番人気）
枠連票数 差引計 200851（返還計 332） 的中 （2－3） 5005（13番人気）
馬連票数 差引計 681449（返還計 25660） 的中 �� 18833（7番人気）
馬単票数 差引計 341142（返還計 11279） 的中 �� 6509（11番人気）
ワイド票数 差引計 365356（返還計 15526） 的中 �� 9135（9番人気）�� 2569（35番人気）�� 545（87番人気）
3連複票数 差引計 864406（返還計 62398） 的中 ��� 1237（129番人気）
3連単票数 差引計1186233（返還計 78973） 的中 ��� 468（452番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．7―34．2―46．4―58．4―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4F47．6―3F35．6
3 8，18，7，13（4，9）（3，14，12）（2，15）（6，16）5（17，1）10 4 ・（8，18）7，13（4，9）（3，14，12）15（2，5，1）16，6（10，17）

勝馬の
紹 介

リーサルストライク �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2015．2．28 阪神6着

2012．4．4生 牡4鹿 母 リーサルヒート 母母 Lethal Leta 9戦2勝 賞金 18，100，000円
〔競走除外〕 カレンローザネーラ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ノミネーション号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成28年5月21日から平成28年5月

22日まで騎乗停止。（被害馬：13番・9番・12番・15番・1番）
〔その他〕 タニオブローズ号は，決勝線手前で疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症。
※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 ワラッチャオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



晴 良 競走 パールステークス
（芝・右・外）

賞 品
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
良
良

リラヴァティ 黒鹿 松山 弘平 キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム

レッドオリヴィア 鹿 和田 竜二 東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 〃 クビ

ボンジュールココロ 鹿 酒井 学田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場

ヒルノマテーラ 黒鹿 太宰 啓介 ヒルノ 昆 貢 浦河 〃 ハナ

ア カ ネ イ ロ 栗 T．ベリー キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 〃 クビ
（豪）

サ ンソ ヴール 黒鹿 M．デュプレシス G レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 〃 ハナ
（新）

セ ウア ズール 鹿 北村 友一吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム クビ

アスカビレン 鹿 松田 大作神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場

カ ゼ ル タ 栗 幸 英明吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム

ウエスタンレベッカ 鹿 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B

ダノンルージュ 鹿 松若 風馬 ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

リラヴァティ 父 ゼンノロブロイ 母父 Singspiel
母 シンハリーズ 母母 Baize

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

晴 良 競走
あおい

葵 ス テ ー ク ス
（芝・右）

増
賞 品

本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード
中央レコード

良
良

ナックビーナス 青鹿 酒井 学小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム

ラズールリッキー 黒鹿 松田 大作岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場

ワンダフルラッシュ 黒鹿 和田 竜二 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場

サイモンゼーレ 鹿 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 〃 アタマ

レッドラウダ 鹿 松若 風馬 東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム

オーヴィレール 小牧 太下河 行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場

バシレウスライオン 鹿 T．ベリー ライオンレースホース 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム クビ
（豪）

ネバーリグレット M．デュプレシス G レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム
（新）

スマイルプロバイド 鹿 杉浦 健太松野 真一氏 飯田 良弘 様似 中村 勝則 〃 アタマ
（兵庫） （兵庫）

スキャットエディ 鹿 国分 優作林 正道氏 斎藤 誠 米 Machmer
Hall

エリシェヴァ 鹿 太宰 啓介前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills
Co. Limited

メイショウスイヅキ 鹿 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナックビーナス 父 ダイワメジャー 母父 More Than Ready
母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure

〔制裁〕 ラズールリッキー号の調教師武井亮・ネバーリグレット号の調教師木村哲也は，下見所へのひき付けが遅れたことについて
過怠

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１レース目



13095 5月15日 晴 良 （28京都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，27．5．16以降28．5．8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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

12 キングズガード 牡5鹿 55 藤岡 佑介�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 450＋ 61：23．4 2．5�
47 ポメグラネイト 牡5栗 54 松山 弘平畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 580± 01：23．82� 6．7�
612 フィールザスマート 牡5青鹿55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 506± 01：23．9� 19．4�
714 マルカフリート 牡10鹿 57．5 酒井 学日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 494－ 41：24．11� 26．5�
48 キョウワダッフィー 牡8鹿 57 竹之下智昭�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 464－ 2 〃 クビ 13．5�
816 ウォータールルド 牡8黒鹿56 北村 友一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 502＋ 8 〃 ハナ 35．0	
510	 テーオーヘリオス 牡4鹿 54 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 496－ 6 〃 アタマ 7．7

23 カフジテイク 牡4青鹿55 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 484± 01：24．2クビ 7．1�
59 タイセイファントム 牡8鹿 56 M．デュプレシス 田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 462± 01：24．3� 18．5�

（新）

713 サクラエール 牡5黒鹿55 松田 大作さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 478＋ 2 〃 クビ 17．9�
11 キョウエイアシュラ 牡9鹿 56 
島 克駿田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 470＋ 41：24．4クビ 89．1�
35 エイシンローリン 牝5栗 52 和田 竜二栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 460＋101：24．61� 17．0�
815 ガ ン ジ ス 牡7栗 56 T．ベリー 林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 516＋ 2 〃 クビ 44．5�

（豪）

611 フミノファルコン 牡6黒鹿53 小崎 綾也谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 546－ 2 〃 ハナ 78．6�
24 ダンツキャンサー 牝5黒鹿51 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 480± 01：25．23� 32．3�
36 クリノヒマラヤオー 牡6黒鹿54 太宰 啓介栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 492＋ 21：25．3クビ 153．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，649，300円 複勝： 75，127，000円 枠連： 51，683，700円
馬連： 228，978，000円 馬単： 91，629，700円 ワイド： 91，030，100円
3連複： 323，544，800円 3連単： 464，042，600円 計： 1，382，685，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 190円 � 410円 枠 連（1－4） 560円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，110円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 6，360円 3 連 単 ��� 21，430円

票 数

単勝票数 計 566493 的中 � 176732（1番人気）
複勝票数 計 751270 的中 � 196351（1番人気）� 96305（2番人気）� 33421（9番人気）
枠連票数 計 516837 的中 （1－4） 70895（1番人気）
馬連票数 計2289780 的中 �� 182170（2番人気）
馬単票数 計 916297 的中 �� 50000（2番人気）
ワイド票数 計 910301 的中 �� 60680（2番人気）�� 20400（10番人気）�� 11408（25番人気）
3連複票数 計3235448 的中 ��� 38146（17番人気）
3連単票数 計4640426 的中 ��� 15697（43番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 ・（5，7）10（6，8，9）（4，1，15）16（2，12）（3，11）（13，14） 4 ・（5，7，10）（8，9）（6，1，15）（4，2，16）（3，12）（13，14）11

勝馬の
紹 介

キングズガード �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2014．5．18 京都6着

2011．4．21生 牡5鹿 母 キングスベリー 母母 リボンストロベリー 18戦6勝 賞金 115，792，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アスコットシチー号・キングヒーロー号・ゴーイングパワー号・シンゼンレンジャー号・ナガラオリオン号・

ヒメサクラ号・ヒラボクプリンス号・ピンポン号・ベルルミエール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13096 5月15日 晴 良 （28京都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

11 ラインハート 牝5鹿 55 松山 弘平大塚 亮一氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B466± 01：08．2 4．4�
815 ハ ピ ネ ス 牝5黒鹿55 幸 英明 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 496＋101：08．3� 10．4�
47 アドマイヤクーガー 牡8栗 57 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 21：08．4� 115．6�
46 キタサンラブコール 牡5鹿 57 古川 吉洋�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 472＋ 2 〃 クビ 11．4�
34 ブラッククローバー 牡4黒鹿57 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 496＋ 2 〃 ハナ 6．2�
610 カレンステイシー 牝5栗 55 小牧 太鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 482± 01：08．5� 4．5	
23 ダノンマッキンレー 牡5栗 57 松若 風馬
ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 508＋ 21：08．6� 5．6�
22 レ デ ィ ー 牝6鹿 55

54 ☆	島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 438＋ 2 〃 クビ 166．7�
35 ウエスタンラムール 牡4黒鹿57 松田 大作西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 454－ 41：08．91
 32．7
59 エルカミーノレアル 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也広尾レース
 小崎 憲 浦河 桑田牧場 498＋ 21：09．21
 10．8�
713 ナムラアッパー 牡5鹿 57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 426＋ 21：09．3� 37．8�
58 シャンデリアハウス 牝4黒鹿55 T．ベリー �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 〃 ハナ 13．5�

（豪）

611� ワンダフルラスター 牡4鹿 57 M．デュプレシス �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Spendthrift
Farm LLC B512－ 81：09．72� 44．1�

（新）

712� ゴ ー ス ル ー 牡6鹿 57 藤岡 佑介 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 462－ 21：10．44 53．8�
814 ボストンサクラ 牝7黒鹿 55

53 △義 英真ボストンホース
 岩元 市三 浦河 宮内牧場 442＋ 4 〃 クビ 180．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，882，500円 複勝： 67，395，200円 枠連： 34，615，700円
馬連： 158，732，800円 馬単： 59，950，900円 ワイド： 69，766，200円
3連複： 199，532，000円 3連単： 289，237，100円 計： 927，112，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 320円 � 1，950円 枠 連（1－8） 2，090円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 780円 �� 5，690円 �� 10，870円

3 連 複 ��� 45，140円 3 連 単 ��� 162，170円

票 数

単勝票数 計 478825 的中 � 87020（1番人気）
複勝票数 計 673952 的中 � 123054（1番人気）� 53740（5番人気）� 6965（13番人気）
枠連票数 計 346157 的中 （1－8） 12782（12番人気）
馬連票数 計1587328 的中 �� 60047（7番人気）
馬単票数 計 599509 的中 �� 12657（14番人気）
ワイド票数 計 697662 的中 �� 24470（8番人気）�� 3077（49番人気）�� 1600（68番人気）
3連複票数 計1995320 的中 ��� 3315（127番人気）
3連単票数 計2892371 的中 ��� 1293（509番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―10．9―11．0―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―34．8―45．8―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインハート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．6．30 中京3着

2011．1．23生 牝5鹿 母 チ ェ ル カ 母母 ウエスタンワールド 24戦4勝 賞金 56，736，000円
※レディー号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（28京都3）第8日 5月15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 175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

222，540，000円
2，530，000円
7，100，000円
1，210，000円
22，840，000円
70，072，000円
4，524，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
360，544，600円
556，054，500円
243，902，500円
1，030，841，000円
467，998，100円
506，340，800円
1，371，703，900円
1，991，343，500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 6，528，728，900円

総入場人員 23，504名 （有料入場人員 22，337名）
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