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13109 5月20日 晴 良 （30京都3）第10日 第1競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

714� キタサンデイジー 牝3栗 54
51 ▲西村 淳也�大野商事 梅田 智之 米 Blackstone

Farm LLC 462＋141：25．2 25．6�
48 スピリットワンベル 牡3鹿 56 浜中 俊鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 530± 01：25．3� 4．2�
12 ワークアンドワーク 牡3黒鹿56 藤岡 佑介小林 祥晃氏 村山 明 新冠 タニグチ牧場 468－ 41：25．83 4．0�
510 ヤマニンフィオッコ 牝3栗 54 田中 健土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 450＋ 21：26．01	 26．6�
59 � ジャスパーエイト 牡3栗 56

55 ☆荻野 極加藤 和夫氏 森 秀行 米
Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

486－ 21：26．1
 3．3�
23 コンコルドコンドル 牡3鹿 56 岩崎 翼布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 498＋ 21：26．84 8．7	
35 シンゼンアイル 牝3鹿 54 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 484＋ 41：27．22
 7．4

713 キョウワヴィラン 牡3青 56 岡田 祥嗣�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 470－ 61：27．3
 53．6�
11 � エクレアフレイム �3黒鹿56 幸 英明李 柱坤氏 西浦 勝一 英 Newsells

Park Stud 474± 01：27．51 41．6�
816 マリーベリー 牝3栗 54 酒井 学薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 424＋ 8 〃 クビ 39．9
47 モナーキズム 牡3鹿 56 松山 弘平ゴドルフィン 須貝 尚介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488± 01：27．71	 30．2�
612 キングズテソーロ 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星了德寺健二ホール
ディングス� 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 462＋ 21：27．8� 35．5�

24 クリノペーテルス 牝3鹿 54 �島 克駿栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 春木 昭雄 474－ 41：28．22
 235．7�
611 マ テ ン ロ ウ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 466 ―1：30．0大差 254．2�

815 オーミガボット �3黒鹿56 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 410－101：30．42
 369．8�
（15頭）

36 ファストーサメンテ 牡3栗 56 国分 優作吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新冠 村上 雅規 466 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，830，700円 複勝： 34，439，300円 枠連： 9，044，600円
馬連： 45，380，400円 馬単： 20，504，000円 ワイド： 28，818，700円
3連複： 65，776，800円 3連単： 74，180，400円 計： 297，974，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 590円 � 170円 � 160円 枠 連（4－7） 3，460円

馬 連 �� 5，190円 馬 単 �� 12，440円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，690円 �� 390円

3 連 複 ��� 7，080円 3 連 単 ��� 67，560円

票 数

単勝票数 差引計 198307（返還計 555） 的中 � 6179（6番人気）
複勝票数 差引計 344393（返還計 1652） 的中 � 10836（7番人気）� 56794（3番人気）� 65787（2番人気）
枠連票数 差引計 90446（返還計 117） 的中 （4－7） 2023（13番人気）
馬連票数 差引計 453804（返還計 3286） 的中 �� 6765（14番人気）
馬単票数 差引計 205040（返還計 1602） 的中 �� 1236（35番人気）
ワイド票数 差引計 288187（返還計 3242） 的中 �� 4736（14番人気）�� 4134（18番人気）�� 20921（3番人気）
3連複票数 差引計 657768（返還計 9739） 的中 ��� 6961（20番人気）
3連単票数 差引計 741804（返還計 9281） 的中 ��� 796（193番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キタサンデイジー �
�
父 Violence �

�
母父 Leroidesanimaux デビュー 2017．11．18 東京3着

2015．5．4生 牝3栗 母 The Calypso Myth 母母 Mythical Dancer 5戦1勝 賞金 8，100，000円
〔騎手変更〕 ワークアンドワーク号の騎手H．ボウマンは，病気のため藤岡佑介に変更。
〔競走除外〕 ファストーサメンテ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔その他〕 オーミガボット号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 モリノマリン号

13110 5月20日 晴 良 （30京都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）

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

57 ボードウォーク 牝3鹿 54
53 ☆坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 B456＋121：54．0 3．6�
34 エトワールドパリ 牝3芦 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 482＋141：54．32 3．3�
712 メモリーコウ 牝3栗 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 440－ 71：54．4クビ 7．4�
58 アスールダリア 牝3栗 54 国分 恭介安原 浩司氏 西村 真幸 日高 幾千世牧場 420＋ 41：54．61 12．7�
610 ラ ド ル ク ス 牝3栗 54 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 494＋101：54．7� 3．7�
45 ヴィンテージパール 牝3鹿 54 高倉 稜�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋101：55．12� 48．1	
711 テイエムアステル 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 494± 01：56．16 16．2

814 メモリーゴールデン 牝3鹿 54 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 472＋ 81：56．31 159．7�
22 テイエムユキヒョウ 牝3芦 54 竹之下智昭竹園 正繼氏 武 英智 新冠 タニグチ牧場 460＋181：56．62 83．8�
69 ミストレスメジャー 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 514＋ 21：57．77 136．0

33 トウカイボヌール 牝3鹿 54
51 ▲西村 淳也内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 450＋14 〃 ハナ 191．8�

11 ボ リ ウ ッ ド 牝3黒鹿 54
53 ☆荻野 極吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 456± 01：58．23 20．0�

46 ゴールデンメロディ 牝3鹿 54 �島 良太�錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 472 ―1：58．73 37．5�
813 レッドオルティス 牝3青鹿54 酒井 学 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 458± 02：02．6大差 105．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，918，400円 複勝： 24，504，900円 枠連： 9，048，300円
馬連： 35，699，600円 馬単： 17，218，600円 ワイド： 21，939，000円
3連複： 52，086，000円 3連単： 66，481，700円 計： 241，896，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 130円 � 190円 枠 連（3－5） 380円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 340円 �� 600円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 7，940円

票 数

単勝票数 計 149184 的中 � 32585（2番人気）
複勝票数 計 245049 的中 � 55515（1番人気）� 52280（3番人気）� 25386（4番人気）
枠連票数 計 90483 的中 （3－5） 18295（1番人気）
馬連票数 計 356996 的中 �� 42421（3番人気）
馬単票数 計 172186 的中 �� 9577（6番人気）
ワイド票数 計 219390 的中 �� 17650（3番人気）�� 8932（6番人気）�� 10841（4番人気）
3連複票数 計 520860 的中 ��� 24816（2番人気）
3連単票数 計 664817 的中 ��� 6064（15番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．7―12．9―13．1―13．0―12．4―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．2―49．1―1：02．2―1：15．2―1：27．6―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．8
1
3
4，7－8（1，11）5，12（3，10）2－14－（13，9）6
4，7（8，11，12）10，1，5－14－3（9，2）－6－13

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

勝馬の
紹 介

ボードウォーク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2017．10．28 東京9着

2015．5．3生 牝3鹿 母 ハーマジェスティ 母母 リザーブシート 6戦1勝 賞金 9，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドオルティス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月20日まで平地競

走に出走できない。

第３回 京都競馬 第１０日



13111 5月20日 晴 良 （30京都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）

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

818 サトノガーネット 牝3黒鹿 54
53 ☆坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 41：49．3 3．1�
48 バイオスパーク 牡3黒鹿56 藤岡 佑介宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 466＋ 61：49．4� 2．6�
612 サ ン デ ィ ー 牝3黒鹿54 岩崎 翼山住 勲氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 458＋ 2 〃 アタマ 46．3�
36 マーティンルナ 牝3鹿 54 幸 英明大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 460＋ 81：49．71� 197．9�
35 ナリタブルー 牡3栗 56 水口 優也�オースミ 松元 茂樹 浦河 大北牧場 478± 01：49．8� 20．5�
23 ティーサムライ 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 470－ 41：50．11� 12．4	
713 ル プ ス 牝3青鹿54 池添 謙一中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 482－ 2 〃 ハナ 108．3

24 ムーンライトクーラ 牝3黒鹿54 国分 優作國枝久美子氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 402＋ 8 〃 クビ 84．5�
715 ブルベアサンショウ 牡3鹿 56 国分 恭介 �ブルアンドベア 坂口 正則 日高 森永牧場 462－ 21：50．2クビ 172．0�
817 キタサンデンセツ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 510＋ 61：50．52 12．4�
47 テンノカガヤキ 牝3鹿 54 松山 弘平天白 泰司氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 424－12 〃 ハナ 15．2�
816 ダノンフォワード 牡3栗 56 岡田 祥嗣�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460＋101：50．71 7．1�
59 メイショウタフマン 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 450－ 41：50．91� 235．1�
714 マイティバローズ 牡3青鹿56 浜中 俊猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 448 ―1：51．0� 17．3�
11 クリノザビエル 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B422± 01：51．21� 487．5�
12 サンライズスパーク 牡3青鹿56 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464－ 21：51．41� 407．1�
510 モズジョーカー 牝3鹿 54 	島 克駿 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 杵臼牧場 432＋ 41：52．03� 261．6�
611 メイショウグレン 
3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 446 ― 〃 アタマ 137．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，072，000円 複勝： 33，671，800円 枠連： 18，057，700円
馬連： 53，422，000円 馬単： 27，405，300円 ワイド： 33，291，700円
3連複： 72，675，300円 3連単： 90，470，200円 計： 353，066，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 120円 � 740円 枠 連（4－8） 200円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 180円 �� 2，260円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 19，220円

票 数

単勝票数 計 240720 的中 � 62119（2番人気）
複勝票数 計 336718 的中 � 75155（2番人気）� 93113（1番人気）� 6472（9番人気）
枠連票数 計 180577 的中 （4－8） 69124（1番人気）
馬連票数 計 534220 的中 �� 126572（1番人気）
馬単票数 計 274053 的中 �� 27971（2番人気）
ワイド票数 計 332917 的中 �� 64497（1番人気）�� 3070（24番人気）�� 5554（14番人気）
3連複票数 計 726753 的中 ��� 11055（13番人気）
3連単票数 計 904702 的中 ��� 3412（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．5―48．2―1：00．7―1：13．2―1：25．3―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．1
3 5，13，16（4，12）15（6，8）14（3，7，18）（9，17）（10，11）－（1，2） 4 5（4，13）（12，16）6（8，15）（3，7，14）18（10，9，17）（1，11）2

勝馬の
紹 介

サトノガーネット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Victory Note デビュー 2018．4．14 阪神6着

2015．1．28生 牝3黒鹿 母 ビートリックスキッド 母母 Laquifan 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ダノンフォワード号の騎手H．ボウマンは，病気のため岡田祥嗣に変更。
〔制裁〕 サトノガーネット号の騎手坂井瑠星は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

サンディー号の騎手岩崎翼は，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：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。
（非抽選馬） 2頭 ティーエスプレッソ号・マイネルアンドゥミ号

13112 5月20日 晴 良 （30京都3）第10日 第4競走 ��
��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

611� ラルムドランジュ 牝3青鹿54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-
stown Stud 410± 01：21．9 2．9�

818 タイセイトレンディ 牡3青鹿56 松山 弘平田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 466± 0 〃 ハナ 5．6�
23 クリノルーベンス 牡3栗 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 鹿戸 正幸 426± 01：22．32� 27．7�
59 ショウナンラヴィ 牝3鹿 54 国分 恭介国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 井高牧場 454－ 61：22．4� 118．3�
35 リュニヴェール 牝3黒鹿54 	島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 452＋ 6 〃 クビ 4．9�
816 アプルーヴァル 牡3鹿 56 幸 英明近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：22．5
 4．6	
715 ロ ー ン チ 牡3鹿 56 高倉 稜青山 洋一氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋121：22．6� 99．1

12 ケイティーズソレル 牝3栗 54 浜中 俊 �シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 458 ―1：22．8
 31．5�
47 ジ ョ ユ ウ 牝3黒鹿54 酒井 学藤井聡一郎氏 野中 賢二 日高 チャンピオン

ズファーム 474＋101：23．12 221．4
510 シュバルツブリッツ �3黒鹿56 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 井高牧場 428 ―1：23．2
 178．9�
612 パーフェクトクイン 牝3鹿 54 小林 徹弥�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 432－ 41：23．73 206．8�
817 フォルシュナイト 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 408＋121：23．8クビ 11．8�

713 ヘヴンリーブライド 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：24．01� 15．9�
714 ゲンパチマハロ 牡3鹿 56 	島 良太平野 武志氏 加用 正 新ひだか 三石橋本牧場 454± 0 〃 クビ 23．9�
36 ダノンパンサー 牝3鹿 54 岩崎 翼�ダノックス 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 472－141：24．42� 84．7�
24 � ジャスパーモア 牝3青鹿54 水口 優也加藤 和夫氏 森 秀行 米

Joseph Duffel,
Richard Reed &
Tiffany Zammit

506 ―1：25．14 166．7�
48 ス テ イ タ ス 牡3黒鹿56 小牧 太前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 496－ 21：26．16 134．1�
11 アイアンオオナミ 牝3鹿 54 国分 優作池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか 原口牧場 432＋221：27．69 297．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，352，800円 複勝： 40，225，600円 枠連： 14，328，000円
馬連： 51，853，300円 馬単： 23，673，600円 ワイド： 32，134，700円
3連複： 68，383，200円 3連単： 81，886，500円 計： 338，837，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 180円 � 530円 枠 連（6－8） 360円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，160円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 24，470円

票 数

単勝票数 計 263528 的中 � 71164（1番人気）
複勝票数 計 402256 的中 � 115425（1番人気）� 56061（4番人気）� 12901（8番人気）
枠連票数 計 143280 的中 （6－8） 30362（1番人気）
馬連票数 計 518533 的中 �� 40567（3番人気）
馬単票数 計 236736 的中 �� 10327（5番人気）
ワイド票数 計 321347 的中 �� 21457（3番人気）�� 6868（13番人気）�� 3286（24番人気）
3連複票数 計 683832 的中 ��� 7563（22番人気）
3連単票数 計 818865 的中 ��� 2426（66番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．6―11．6―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．6―46．2―57．8―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラルムドランジュ �
�
父 Dansili �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2017．10．7 東京3着

2015．2．7生 牝3青鹿 母 Mer de Corail 母母 Miss Tahiti 7戦1勝 賞金 11，300，000円
〔発走状況〕 ステイタス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ステイタス号・アイアンオオナミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月

20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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤサカファルコ号
（非抽選馬） 3頭 ウインカルナヴァル号・ディヴィナライン号・ノッテステラータ号



13113 5月20日 晴 良 （30京都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

59 オ ノ リ ス 牡3黒鹿56 幸 英明 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490－ 21：52．8 3．3�
510 テイエムギフテッド 牡3黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 464－ 21：52．9� 86．3�
35 テイエムヨハネス 牡3栗 56 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 500－ 21：53．11 19．8�
713 テーオーフォース 牡3黒鹿56 高倉 稜小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 466± 0 〃 クビ 48．5�
815 ブロンズケイ 牡3黒鹿56 �島 良太畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 504－ 41：53．31� 77．2�
714 エンパイアミライ 牡3黒鹿56 池添 謙一田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 492± 01：53．83 3．2	
36 キタサンタイドー 牡3黒鹿56 浜中 俊�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 508＋ 81：54．01 11．1

11 ケールダンセール 牝3芦 54 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 クビ 5．0�
611 タガノバルバドス 牡3鹿 56 藤岡 佑介八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 61：54．1� 19．0
612 コリーヌヴェルト 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 38．9�
816 ミニョンヌヴェリテ 牡3栗 56 �島 克駿加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 548± 01：54．2クビ 126．8�
24 マ グ マ �3鹿 56 古川 吉洋石川 達絵氏 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 476± 0 〃 ハナ 243．4�
47 カリブメーカー 牝3鹿 54 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 490± 01：54．3� 8．8�
23 ル リ ジ オ ン 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星�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 484＋121：54．61� 31．0�

48 ピ ッ パ 牝3栗 54 国分 優作飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 466－ 21：54．81� 300．2�
12 ペプチドシャプネス 牡3黒鹿56 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 日高 木村牧場 484＋ 41：54．9クビ 65．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，217，200円 複勝： 48，078，600円 枠連： 13，351，800円
馬連： 60，148，700円 馬単： 29，151，300円 ワイド： 41，799，200円
3連複： 89，052，700円 3連単： 105，724，800円 計： 417，524，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 1，450円 � 550円 枠 連（5－5） 13，280円

馬 連 �� 14，270円 馬 単 �� 18，260円

ワ イ ド �� 3，940円 �� 980円 �� 9，170円

3 連 複 ��� 60，990円 3 連 単 ��� 275，720円

票 数

単勝票数 計 302172 的中 � 73242（2番人気）
複勝票数 計 480786 的中 � 104662（1番人気）� 6758（11番人気）� 19796（7番人気）
枠連票数 計 133518 的中 （5－5） 779（28番人気）
馬連票数 計 601487 的中 �� 3266（34番人気）
馬単票数 計 291513 的中 �� 1197（47番人気）
ワイド票数 計 417992 的中 �� 2693（36番人気）�� 11485（10番人気）�� 1143（57番人気）
3連複票数 計 890527 的中 ��� 1095（117番人気）
3連単票数 計1057248 的中 ��� 278（551番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．6―12．5―12．7―12．7―12．4―13．0―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―48．7―1：01．4―1：14．1―1：26．5―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．7
1
3
6（12，14）－（1，15）7（11，13）（4，8，16）（3，9）－10－2，5・（6，14，15）1（7，12，11，13）9（4，8，16）10，3－5，2

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

勝馬の
紹 介

オ ノ リ ス �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 Dansili デビュー 2017．9．17 阪神6着

2015．1．31生 牡3黒鹿 母 フェリスタス 母母 フォーシンズ 7戦2勝 賞金 18，300，000円
〔騎手変更〕 オノリス号の騎手H．ボウマンは，病気のため幸英明に変更。
※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 ノーウェイ号

13114 5月20日 晴 良 （30京都3）第10日 第6競走 ��
��1，600�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
1：33．0
1：30．7

良
良

11 ラ セ ッ ト 牡3鹿 56 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 474± 01：33．8 1．5�
22 ハクサンフエロ 牡3鹿 56 小牧 太河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 �川 啓一 454－ 21：33．9� 14．9�
811 イシュトヴァーン 牡3鹿 56 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 516－10 〃 クビ 4．2�
55 マッスルマサムネ 牡3鹿 56 浜中 俊塩澤 正樹氏 池添 学 洞	湖 レイクヴィラファーム 484－ 41：34．21� 27．4�
44 ジーナスイート 牝3芦 54

53 ☆坂井 瑠星 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 422＋101：34．52 8．0	
56 レインボーナンバー 牡3黒鹿56 �島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：34．6� 24．7

710 グランドフサイチ 牡3青鹿56 小林 徹弥田畑 利彦氏 武 幸四郎 浦河 浦河日成牧場 456± 01：35．23� 150．5�
68 バトルガラクシア 牝3鹿 54 岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 61：35．41
 20．1�
812 オンファサイト 牝3青鹿 54

51 ▲西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 浦河 中村 雅明 424＋ 41：35．93 59．1

79 コントラスト 牝3鹿 54 水口 優也田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 トド岩高原銀河農
場物語有限会社 446－ 41：36．0� 265．7�

67 ニ ュ ム パ 牝3鹿 54
51 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 21：37．06 221．8�

33 ハギノフロンティア 牡3栗 56
55 ☆荻野 極日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 506± 01：37．31� 35．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，069，300円 複勝： 85，876，600円 枠連： 11，248，400円
馬連： 48，145，400円 馬単： 34，420，100円 ワイド： 29，662，300円
3連複： 64，087，300円 3連単： 140，992，400円 計： 442，501，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 220円 � 130円 枠 連（1－2） 860円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 340円 �� 180円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 280693 的中 � 142902（1番人気）
複勝票数 計 858766 的中 � 644755（1番人気）� 23839（5番人気）� 61435（2番人気）
枠連票数 計 112484 的中 （1－2） 10107（5番人気）
馬連票数 計 481454 的中 �� 46067（4番人気）
馬単票数 計 344201 的中 �� 23939（5番人気）
ワイド票数 計 296623 的中 �� 21146（4番人気）�� 50736（1番人気）�� 6697（12番人気）
3連複票数 計 640873 的中 ��� 43531（3番人気）
3連単票数 計1409924 的中 ��� 25024（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．3―46．0―57．5―1：09．0―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．3
3 2－（4，7）11（3，1，12）－6（10，5）8－9 4 2－4，11（7，1）3（6，12）（10，5）8－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ セ ッ ト �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．10．14 京都9着

2015．3．2生 牡3鹿 母 ナンヨーサフラウア 母母 フサイチハッスル 7戦2勝 賞金 25，755，000円
〔騎手変更〕 マッスルマサムネ号の騎手H．ボウマンは，病気のため浜中俊に変更。
〔制裁〕 ラセット号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで蛇行したことについて平成30年5月26日から平成30年5月27日まで騎

乗停止。（被害馬：11番）
ハクサンフエロ号の騎手小牧太は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。

〔その他〕 ラセット号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※イシュトヴァーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13115 5月20日 晴 良 （30京都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 （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

67 ウインシャトレーヌ 牝4栗 55 池添 謙一�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 494± 01：47．4 2．3�
33 アバルラータ 牝4鹿 55

54 ☆坂井 瑠星安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 442－ 2 〃 アタマ 3．7�
55 アドマイヤアゼリ 牡4鹿 57 浜中 俊近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452± 01：47．93 7．5�
810	 ペ ガ ー ズ 牡4鹿 57 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 488－ 21：48．22 19．1�
78 エリンソード 牡4青鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 450± 01：48．3
 139．7	
79 グランノーブル 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 492－ 41：48．51� 40．6

66 ミヤジユウダイ 牡4鹿 57 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 538＋ 61：48．6� 12．3�
811 グレンマクナス 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 508＋ 21：48．7
 4．9�
22 ウインベラシアス 牡4栗 57 国分 恭介�ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 506＋ 2 〃 ハナ 77．0
11 ブラックカード 牡4黒鹿57 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462± 01：49．12
 47．6�
44 	 サンライズサーカス 牡5青鹿57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B524＋141：50．9大差 34．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，438，100円 複勝： 45，308，300円 枠連： 12，654，900円
馬連： 58，541，700円 馬単： 31，933，400円 ワイド： 36，346，300円
3連複： 75，441，000円 3連単： 133，992，500円 計： 424，656，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 170円 枠 連（3－6） 350円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 180円 �� 320円 �� 500円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 2，490円

票 数

単勝票数 計 304381 的中 � 102339（1番人気）
複勝票数 計 453083 的中 � 156504（1番人気）� 83936（2番人気）� 46839（4番人気）
枠連票数 計 126549 的中 （3－6） 27687（2番人気）
馬連票数 計 585417 的中 �� 119016（1番人気）
馬単票数 計 319334 的中 �� 35540（1番人気）
ワイド票数 計 363463 的中 �� 64266（1番人気）�� 26440（4番人気）�� 15628（7番人気）
3連複票数 計 754410 的中 ��� 74292（2番人気）
3連単票数 計1339925 的中 ��� 38858（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．3―12．3―11．9―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．8―48．1―1：00．4―1：12．3―1：23．9―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．1
3 4，2（1，7）（5，8）（10，3，6）（9，11） 4 ・（4，2）（1，7）（5，8）（10，3，6）（9，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインシャトレーヌ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．2．19 東京1着

2014．5．8生 牝4栗 母 タニノハイクレア 母母 インヴァイト 12戦2勝 賞金 40，148，000円
〔騎手変更〕 アドマイヤアゼリ号の騎手H．ボウマンは，病気のため浜中俊に変更。
〔制裁〕 グランノーブル号の騎手荻野極は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。
※出走取消馬 ダノンケンリュウ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

13116 5月20日 晴 良 （30京都3）第10日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時40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

713 スペシャルホース 牡4黒鹿57 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B516± 01：11．6 4．3�
36 ロングベスト 牡4鹿 57 古川 吉洋中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 514＋ 61：11．92 3．7�
12 クリノサンレオ 牡5栗 57 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 458－ 2 〃 クビ 23．9�
612 コンテンポラリー 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 B456＋ 61：12．0クビ 21．4�
23 ウインクルチェリー 牝4鹿 55

54 ☆坂井 瑠星塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 496－ 61：12．31� 17．7�
510	 リッカクロフネ 牡6芦 57 高倉 稜立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 486± 01：12．62 29．5�
714 ワイルドフォックス 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 武 幸四郎 浦河 鳥井 征士 520± 01：12．7クビ 3．8	
59 ハートフルタイム 牡4黒鹿57 
島 良太青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 500－ 41：12．8� 9．8

816 クレスコブレイブ 牡4栗 57 国分 優作堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B514＋ 61：12．9� 44．2�
24 スナークライデン 牡4芦 57 
島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 472－ 41：13．32� 53．4�
611	 アンジュラミエル 牝4栗 55 田中 健 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 484－121：13．72� 73．6�
11 スリーパスポート 牡5黒鹿57 岩崎 翼永井商事 南井 克巳 むかわ 新井牧場 490＋ 41：13．8クビ 38．4�
48 カ イ マ ノ ア 牡6栗 57

54 ▲三津谷隼人山口功一郎氏 安田 翔伍 浦河 小林 仁 482－ 8 〃 クビ 239．9�
47 	 チ ェ キ 牝4栗 55 小林 徹弥�イクタ 大根田裕之 新冠 ムラカミファーム 466－ 81：13．9� 95．0�
35 ナムラエルサ 牝5鹿 55 国分 恭介奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 470＋101：14．21� 11．5�
815 ビービーバーレスク 牝4鹿 55 四位 洋文�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 496－ 41：14．3� 29．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，372，700円 複勝： 42，252，100円 枠連： 21，567，600円
馬連： 70，310，900円 馬単： 28，693，700円 ワイド： 45，152，300円
3連複： 98，210，300円 3連単： 113，307，900円 計： 447，867，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 160円 � 420円 枠 連（3－7） 330円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，530円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 14，850円

票 数

単勝票数 計 283727 的中 � 52252（3番人気）
複勝票数 計 422521 的中 � 72294（3番人気）� 78157（2番人気）� 19684（7番人気）
枠連票数 計 215676 的中 （3－7） 50053（1番人気）
馬連票数 計 703109 的中 �� 79368（2番人気）
馬単票数 計 286937 的中 �� 16806（4番人気）
ワイド票数 計 451523 的中 �� 35289（3番人気）�� 7087（16番人気）�� 10228（9番人気）
3連複票数 計 982103 的中 ��� 18932（9番人気）
3連単票数 計1133079 的中 ��� 5529（23番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．9―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．6―46．5―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 3（4，5，12）（10，16，14）（1，2，11）7，6，15（9，13）＝8 4 3（4，5，12）（10，16，14）（2，11）1（7，13，6）（9，15）＝8

勝馬の
紹 介

スペシャルホース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．1．7 京都1着

2014．4．14生 牡4黒鹿 母 マリーンウィナー 母母 ドバイソプラノ 10戦2勝 賞金 19，900，000円
〔制裁〕 ナムラエルサ号の調教師五十嵐忠男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ドンボラーレ号・メイショウバンダイ号・メイショウマイカゼ号
（非抽選馬） 1頭 フィールブリーズ号



13117 5月20日 晴 良 （30京都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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

55 アルメリアブルーム 牝4鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 422－ 22：00．3 4．3�
66 テイケイレーヴ 牝5鹿 55 古川 吉洋兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 514－122：00．72� 4．6�
11 ウインクルサルーテ 牝5鹿 55 四位 洋文�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 432＋ 42：00．91� 12．4�
22 エッジースタイル 牝5栗 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464－ 62：01．0� 2．1�
33 アドマイヤローザ 牝4芦 55 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472± 02：01．21 4．5	
88 マ ユ キ 牝7栗 55 坂井 瑠星稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 504＋ 82：01．73 54．0

77 タガノアニード 牝4黒鹿55 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B472＋182：03．19 63．1�
（7頭）

44 シャンティローザ 牝4青鹿55 �島 克駿ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，785，500円 複勝： 36，796，100円 枠連： 発売なし
馬連： 59，317，100円 馬単： 33，491，500円 ワイド： 26，008，500円
3連複： 51，077，900円 3連単： 134，727，500円 計： 371，204，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 210円 � 320円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 430円 �� 720円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，240円 3 連 単 ��� 17，630円

票 数

単勝票数 差引計 297855（返還計 28320） 的中 � 54426（2番人気）
複勝票数 差引計 367961（返還計 34050） 的中 � 61032（2番人気）� 47828（4番人気）� 25737（5番人気）
馬連票数 差引計 593171（返還計148681） 的中 �� 36942（6番人気）
馬単票数 差引計 334915（返還計 78904） 的中 �� 9813（11番人気）
ワイド票数 差引計 260085（返還計 73514） 的中 �� 16264（7番人気）�� 9114（9番人気）�� 7672（10番人気）
3連複票数 差引計 510779（返還計268832） 的中 ��� 9025（9番人気）
3連単票数 差引計1347275（返還計696069） 的中 ��� 5539（46番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．6―12．0―11．7―12．1―11．5―11．4―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．3―49．3―1：01．0―1：13．1―1：24．6―1：36．0―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．7
1
3
6，7，2－5（3，8）1
6，2，7，5－（3，8）－1

2
4
6（2，7）－5（3，8）1・（6，2）5－（3，8，7）1

勝馬の
紹 介

アルメリアブルーム �

父 ドリームジャーニー �


母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．6．4 阪神5着

2014．5．16生 牝4鹿 母 アルメーリヒ 母母 プ ア プ ー 16戦3勝 賞金 55，768，000円
〔競走除外〕 シャンティローザ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。

13118 5月20日 晴 良 （30京都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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

33 ハーベストムーン 牡3黒鹿56 �島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 510－ 21：53．4 5．7�
77 グレートタイム 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472＋12 〃 クビ 2．6�
55 コマビショウ 牡3黒鹿56 浜中 俊小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486－ 41：53．61	 2．6�
11 
 フィールシュパース 牡3栗 56 藤岡 佑介�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Sierra Farm 534＋101：53．91� 13．8�
89 テイエムディラン 牡3黒鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 460± 0 〃 アタマ 14．7�
22 メイショウオーパス 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 486－ 41：54．0� 8．4	
44 アスクハードスパン 牡3鹿 56 岩崎 翼廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 518＋ 61：54．21	 38．0

66 ワークアンドラブ 牡3栗 56 古川 吉洋小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 B458－ 71：54．41	 44．1�
88 バーンフライ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484± 01：57．5大差 124．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 49，206，200円 複勝： 49，442，500円 枠連： 14，547，600円
馬連： 105，167，800円 馬単： 54，404，500円 ワイド： 47，801，500円
3連複： 126，760，900円 3連単： 266，039，100円 計： 713，370，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（3－7） 850円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 270円 �� 210円 �� 140円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 3，790円

票 数

単勝票数 計 492062 的中 � 68960（3番人気）
複勝票数 計 494425 的中 � 63953（3番人気）� 112519（2番人気）� 175824（1番人気）
枠連票数 計 145476 的中 （3－7） 13223（3番人気）
馬連票数 計1051678 的中 �� 92771（3番人気）
馬単票数 計 544045 的中 �� 22138（7番人気）
ワイド票数 計 478015 的中 �� 38031（4番人気）�� 54720（2番人気）�� 101548（1番人気）
3連複票数 計1267609 的中 ��� 244019（1番人気）
3連単票数 計2660391 的中 ��� 50787（11番人気）

ハロンタイム 12．7―12．3―13．8―12．6―13．0―12．8―12．0―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―38．8―51．4―1：04．4―1：17．2―1：29．2―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．2
1
3
・（3，6）（5，4）（1，9）8，7－2・（3，6）（5，4）（8，9，7）1，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハーベストムーン 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2018．1．14 京都2着

2015．2．4生 牡3黒鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 5戦3勝 賞金 35，376，000円
〔騎手変更〕 グレートタイム号の騎手H．ボウマンは，病気のため岡田祥嗣に変更。

１レース目



13119 5月20日 晴 良 （30京都3）第10日 第11競走 ��
��2，000�

しもがも

下鴨ステークス
発走15時30分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，29．5．20以降30．5．13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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

11 � マウントゴールド 牡5鹿 56 浜中 俊青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 442± 01：58．8 3．8�
24 スズカルパン 牡9鹿 54 幸 英明永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 476± 0 〃 ハナ 41．2�
36 ドレッドノータス �5栗 57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450－ 41：59．43	 5．5�
48 マイネルネーベル 牡6鹿 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 21：59．61
 38．9�
59 メイショウキトラ 牡7栗 52 畑端 省吾松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 488± 01：59．7� 255．9	
23 クールオープニング 牡7青鹿53 �島 克駿前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－141：59．8	 127．6

612 ユニゾンデライト 牡5鹿 54 国分 優作 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 アタマ 30．9�
35 ア ク ー ト 牡5鹿 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 クビ 7．6�
611 ケンホファヴァルト 牡5鹿 56 松山 弘平中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 472＋ 81：59．9クビ 6．7
815 メイショウコルノ 牡7黒鹿52 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 538－10 〃 アタマ 187．5�
510 テーオービクトリー 牝4鹿 54 四位 洋文小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 22：00．11
 3．3�
47 ダンツペンダント 牝5黒鹿52 古川 吉洋山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 512－ 42：00．31	 47．1�
714 ナリタエイト 牡5鹿 54 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 464－ 42：00．51 16．1�
816 アロンザモナ 牝4鹿 51 高倉 稜ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 470－ 82：01．77 201．0�
12 コパノマリーン 牝5鹿 52 酒井 学小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 62：02．33	 29．7�
713 ガンサリュート 牡4黒鹿54 荻野 極 �キャロットファーム 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 500－ 42：02．51	 61．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，803，200円 複勝： 65，170，900円 枠連： 49，216，700円
馬連： 225，376，100円 馬単： 91，086，000円 ワイド： 93，518，200円
3連複： 302，565，600円 3連単： 451，273，800円 計： 1，334，010，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 490円 � 180円 枠 連（1－2） 4，650円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 9，640円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 480円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 9，830円 3 連 単 ��� 56，510円

票 数

単勝票数 計 558032 的中 � 114509（2番人気）
複勝票数 計 651709 的中 � 97837（3番人気）� 26830（7番人気）� 105500（2番人気）
枠連票数 計 492167 的中 （1－2） 8196（17番人気）
馬連票数 計2253761 的中 �� 27703（19番人気）
馬単票数 計 910860 的中 �� 7085（30番人気）
ワイド票数 計 935182 的中 �� 12656（21番人気）�� 54079（3番人気）�� 10182（23番人気）
3連複票数 計3025656 的中 ��� 23081（30番人気）
3連単票数 計4512738 的中 ��� 5789（163番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．5―35．5―47．5―59．5―1：11．6―1：23．5―1：35．0―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�マウントゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mt. Livermore

2013．3．28生 牡5鹿 母 マウントコブラ 母母 Kobla 10戦3勝 賞金 57，926，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ユニゾンデライト号の騎手松田大作は，負傷のため国分優作に変更。
マウントゴールド号の騎手H．ボウマンは，病気のため浜中俊に変更。

〔制裁〕 スズカルパ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50，000円。

13120 5月20日 晴 良 （30京都3）第10日 第12競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

611� ヘヴントゥナイト 牡4芦 57 浜中 俊 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 478± 01：51．0 2．6�
59 アイアンテーラー 牝4栗 55 松山 弘平中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 470＋ 61：51．95 30．5�
34 エルデュクラージュ 	4芦 57 池添 謙一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 〃 クビ 4．9�
23 ワンダーウマス 牡4鹿 57

56 ☆坂井 瑠星山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 B482－ 21：52．0クビ 8．1�
712 カ レ ン カ カ 牡4芦 57 藤岡 佑介鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 504＋ 2 〃 クビ 6．9�
713 サンライズレーヴ 牡7栗 57

54 ▲西村 淳也松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 484± 01：52．21 73．8	

22 プエルタデルソル 牡4栗 57
56 ☆荻野 極前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 41：52．62
 20．8

814 タ イ ユ ー ル 牡6芦 57 �島 克駿前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B504＋ 21：52．7� 6．0�
47 カレンマタドール 	7鹿 57 古川 吉洋鈴木 隆司氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B500＋ 61：53．02 56．9�
610 マルヨシャバーリー 牡4栗 57 国分 恭介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B480＋ 81：53．1
 19．9
46 � スズカマサル 牡5鹿 57 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 448＋ 6 〃 アタマ 25．4�
815 ロバストミノル 牡5栗 57 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 496＋ 41：53．2
 177．8�
35 ヒ ダ ロ マ ン 牝5黒鹿55 酒井 学日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 498± 01：53．51
 57．6�
58 � ス ケ ロ ク 牡6栗 57

54 ▲三津谷隼人サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 496－ 21：54．03 168．9�
11 トゥールエッフェル 牝5芦 55 国分 優作 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 540± 01：56．4大差 80．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 59，338，700円 複勝： 74，827，500円 枠連： 34，495，500円
馬連： 162，681，100円 馬単： 65，989，100円 ワイド： 86，164，000円
3連複： 210，964，200円 3連単： 306，551，500円 計： 1，001，011，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 640円 � 190円 枠 連（5－6） 3，020円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 290円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 26，610円

票 数

単勝票数 計 593387 的中 � 176851（1番人気）
複勝票数 計 748275 的中 � 181217（1番人気）� 21124（9番人気）� 101496（3番人気）
枠連票数 計 344955 的中 （5－6） 8831（13番人気）
馬連票数 計1626811 的中 �� 30957（16番人気）
馬単票数 計 659891 的中 �� 8583（20番人気）
ワイド票数 計 861640 的中 �� 13930（16番人気）�� 87290（1番人気）�� 10072（23番人気）
3連複票数 計2109642 的中 ��� 32164（14番人気）
3連単票数 計3065515 的中 ��� 8349（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．0―48．3―1：00．6―1：13．0―1：25．6―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
9（1，4）（3，5）（2，12）（6，11）－（7，8）－（10，14）－13－15
9（1，4）（3，5）12（2，11）－6，8（7，10，14）－13－15

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

勝馬の
紹 介

�ヘヴントゥナイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2014．5．14生 牡4芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 13戦2勝 賞金 29，900，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 エルデュクラージュ号の騎手H．ボウマンは，病気のため池添謙一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥールエッフェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月20日まで平地

競走に出走できない。

４レース目



（30京都3）第10日 5月20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 167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
厩務員出走奨励金

211，510，000円
10，100，000円
15，890，000円
1，080，000円
22，440，000円
68，926，000円
4，316，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
396，404，800円
580，594，200円
207，561，100円
976，044，100円
457，971，100円
522，636，400円
1，277，081，200円
1，965，628，300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 6，383，921，200円

総入場人員 23，361名 （有料入場人員 22，357名）
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