
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。


