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13097 5月19日 曇 稍重 （30京都3）第9日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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 ヨキニハカラエ 牡3鹿 56 M．デムーロ �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 500－ 21：53．6 3．3�
611 ア ト ス 牡3青鹿56 福永 祐一前原 敏行氏 奥村 豊 浦河 バンブー牧場 438＋ 2 〃 クビ 10．6�
11 クレスコセイラン 牡3鹿 56 酒井 学堀川 三郎氏 木原 一良 登別 青藍牧場 482－ 61：54．13 10．1�
36 グーテンターク 牡3鹿 56 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 502－ 21：54．2クビ 20．3�
12 グランサージュ 牡3黒鹿56 大野 拓弥宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 462－ 81：54．52 19．4�
815 カ ザ ン 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 490－ 21：54．71� 4．2	
23 ヒロシゲセブン 牡3鹿 56 幸 英明
岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 506＋ 41：54．91 20．9�
48 ヤマカツケンザン 牡3鹿 56 松山 弘平山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 526＋ 21：55．21� 4．1�
816 フィアットルクス 牡3栗 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 上村 清志 498＋ 4 〃 ハナ 37．9
47 アドマイヤツルギ 牡3栗 56 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476± 01：55．3クビ 14．1�
714 ペイシャジャン 牡3鹿 56 畑端 省吾北所 直人氏 吉田 直弘 様似 清水スタッド 500＋181：56．47 230．1�
510 リンディスファーン 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 晴哉氏 高橋 康之 安平 追分ファーム 506 ―1：56．5� 57．1�
713 スフィーダエース 牡3黒鹿56 荻野 琢真村上 稔氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 520 ―1：58．09 304．2�
59 ブ ン ダ バ ー 牡3鹿 56 藤岡 佑介村田 裕子氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 500 ―1：58．42� 111．7�
612 メメディーン 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極本谷 惠氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 460－ 62：02．6大差 124．6�
（15頭）

35 ジューングラスミー 牡3鹿 56 岩田 康誠吉川 潤氏 吉村 圭司 浦河 丸幸小林牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，162，800円 複勝： 38，145，600円 枠連： 12，699，900円
馬連： 46，904，300円 馬単： 23，546，400円 ワイド： 34，517，400円
3連複： 66，799，200円 3連単： 76，102，700円 計： 321，878，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 280円 � 280円 枠 連（2－6） 1，580円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 610円 �� 510円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 13，000円

票 数

単勝票数 差引計 231628（返還計 1956） 的中 � 54539（1番人気）
複勝票数 差引計 381456（返還計 5409） 的中 � 82695（2番人気）� 30214（5番人気）� 31345（4番人気）
枠連票数 差引計 126999（返還計 30） 的中 （2－6） 6197（6番人気）
馬連票数 差引計 469043（返還計 6668） 的中 �� 22921（6番人気）
馬単票数 差引計 235464（返還計 4309） 的中 �� 7849（4番人気）
ワイド票数 差引計 345174（返還計 5533） 的中 �� 14512（6番人気）�� 18018（4番人気）�� 8089（11番人気）
3連複票数 差引計 667992（返還計 19496） 的中 ��� 15838（5番人気）
3連単票数 差引計 761027（返還計 23827） 的中 ��� 4243（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．0―49．3―1：01．6―1：14．2―1：27．0―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
11（4，8，16）（2，6，12）－（7，15）（1，10，9）3－14＝13・（11，4，8）16（2，6）－（1，15）7，3－（10，12）－（14，9）＝13

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

勝馬の
紹 介

ヨキニハカラエ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．2．3 京都12着

2015．4．18生 牡3鹿 母 グランプリチェリー 母母 ブロードマラ 6戦1勝 賞金 10，800，000円
〔出走取消〕 ジューングラスミー号は，疾病〔右前裂蹄〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メメディーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月19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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ランドヘルメース号

13098 5月19日 曇 稍重 （30京都3）第9日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時35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

612 クロンヌデトワール 牝3栗 54
53 ☆坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 446＋ 21：12．9 4．5�
11 ノボリソング 牝3鹿 54 岩崎 翼原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 458± 01：13．32� 4．8�
59 ブライトパス 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 〃 アタマ 2．7�
510 ヘ ー ザ 牝3栗 54 M．デムーロ岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 B428± 01：13．51� 6．8�
24 アメリカズハート 牝3栗 54 畑端 省吾栗山 良子氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 456＋ 2 〃 アタマ 8．4	
23 エポドスミノル �3黒鹿56 太宰 啓介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 434－ 61：14．24 23．5

35 ア ー ジ ェ ス 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 522－ 61：14．3� 187．3�

47 リメンブランス 牡3栗 56 藤懸 貴志�錦岡牧場 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 400－ 41：14．4	 18．4�
611 ダイチョウセブン 牡3青鹿56 和田 竜二長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 470＋ 61：14．5� 37．3
12 クリノセッシュウ 牡3青鹿56 高倉 稜栗本 博晴氏 中村 均 日高 シンボリ牧場 432＋ 21：14．6クビ 411．0�
36 スギノアルテミス 牝3鹿 54 国分 恭介杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 410－ 6 〃 クビ 132．0�
713 キュアサニー 牝3黒鹿54 松若 風馬吉澤 克己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 420＋121：14．7クビ 144．3�
714 サンマルジョイ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 472 ―1：15．01� 129．1�
815 ホクトスズラン 牝3鹿 54 松山 弘平�大島牧場 沖 芳夫 浦河 大島牧場 484－ 41：16．06 58．8�
48 ゴルトグルーベ �3青鹿56 �島 良太吉田 晴哉氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516 ―1：16．31	 99．4�
816 カフジサファイア 牝3黒鹿54 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 464 ―1：17．15 50．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，605，100円 複勝： 36，991，300円 枠連： 11，088，600円
馬連： 42，532，400円 馬単： 20，779，000円 ワイド： 29，027，800円
3連複： 56，289，600円 3連単： 69，416，000円 計： 288，729，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 120円 � 140円 � 130円 枠 連（1－6） 1，300円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 430円 �� 270円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 7，660円

票 数

単勝票数 計 226051 的中 � 39483（2番人気）
複勝票数 計 369913 的中 � 86349（1番人気）� 58926（3番人気）� 74103（2番人気）
枠連票数 計 110886 的中 （1－6） 6599（5番人気）
馬連票数 計 425324 的中 �� 23975（5番人気）
馬単票数 計 207790 的中 �� 6297（8番人気）
ワイド票数 計 290278 的中 �� 15911（5番人気）�� 28623（1番人気）�� 27580（2番人気）
3連複票数 計 562896 的中 ��� 37097（1番人気）
3連単票数 計 694160 的中 ��� 6565（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．2―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．0―48．2―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロンヌデトワール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Woodman デビュー 2017．10．21 京都3着

2015．3．26生 牝3栗 母 スターズインハーアイズ 母母 Wind In Her Hair 5戦1勝 賞金 9，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフジサファイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月19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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ヴァンフレ号・クリノカサット号・ケイココサージュ号・ジャックビーンズ号・ジューンシェイカー号・

スナークタチヤマ号・ノーブルキッス号・ブラックシープ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウワザモノ号

第３回 京都競馬 第９日



13099 5月19日 曇 稍重 （30京都3）第9日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

23 アイネバーフェイル 牝3黒鹿54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 450＋ 61：48．8 10．2�
12 エリンズロマーネ 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 472－ 41：49．01 2．5�
48 クリノアリエル 牝3青 54 池添 謙一栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 418＋ 4 〃 ハナ 3．6�
11 トーセンフレール 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 424＋ 4 〃 クビ 73．2�
35 ニホンピロヘイロー 牝3鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 474－ 41：49．21� 11．3�
36 アドマイヤカラット 牝3青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 398＋ 21：49．41� 47．7	
714 オテンバキッズ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 442＋ 61：49．5� 122．6

59 スマートアエロ 牝3青鹿54 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 460± 01：49．6クビ 18．8�
713 クナップフラウ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 追分ファーム 424＋ 21：50．02� 25．6
715 マセラシオン 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：50．85 33．2�
611 エウプロシュネ 牝3鹿 54 国分 優作�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 440＋ 41：51．01� 208．0�
818 ピエナルシオル 牝3鹿 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 434－ 61：51．42� 90．7�
817 ナ イ ス ド ゥ 牝3栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 432± 0 〃 ハナ 9．0�
24 オンワードマリー 牝3芦 54 国分 恭介樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 416＋ 61：52．67 78．4�
816 レッドフィオナ 牝3芦 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 444－ 61：52．92 18．9�
47 メジャーシャルマン 牝3栗 54 松若 風馬吉澤 克己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 422－ 4 〃 ハナ 92．2�
612 ウインエスキース 牝3栗 54 松山 弘平�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 452＋181：53．53� 33．7�
510 ワンダーショコラ 牝3鹿 54 高倉 稜山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 秋場牧場 400± 01：53．71� 288．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，677，700円 複勝： 40，253，100円 枠連： 12，399，500円
馬連： 48，364，600円 馬単： 23，636，300円 ワイド： 34，033，100円
3連複： 64，408，200円 3連単： 79，058，300円 計： 326，830，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 240円 � 130円 � 140円 枠 連（1－2） 1，130円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 540円 �� 900円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 13，900円

票 数

単勝票数 計 246777 的中 � 19297（4番人気）
複勝票数 計 402531 的中 � 30732（5番人気）� 99778（1番人気）� 83272（2番人気）
枠連票数 計 123995 的中 （1－2） 8455（3番人気）
馬連票数 計 483646 的中 �� 30160（4番人気）
馬単票数 計 236363 的中 �� 5619（8番人気）
ワイド票数 計 340331 的中 �� 14979（4番人気）�� 8499（10番人気）�� 43914（1番人気）
3連複票数 計 644082 的中 ��� 28566（3番人気）
3連単票数 計 790583 的中 ��� 4122（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．4―47．9―1：00．4―1：12．6―1：24．7―1：36．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイネバーフェイル �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．11．25 京都5着

2015．2．16生 牝3黒鹿 母 トレンドハンター 母母 ロイヤルペルラ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドフィオナ号・メジャーシャルマン号・ウインエスキース号・ワンダーショコラ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月19日まで平地競走に出走できない。

13100 5月19日 曇 稍重 （30京都3）第9日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時35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

35 ブルベアトリュフ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 454± 01：36．0 5．7�
24 ロードマドリード 牡3鹿 56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 446－ 21：36．31� 1．6�
36 チャノカオリ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也山本 茂氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 忠幸 418± 01：36．83 61．3�
611 サトノゲイル 牡3青鹿56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 462＋ 21：37．01 13．7�
713 エイシンエトワール 牝3青鹿54 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 440 ― 〃 クビ 117．6�
612 アドマイヤビート 牝3鹿 54 和田 竜二近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466－ 41：37．21 38．3	
47 メイショウゴウリキ 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 476＋ 4 〃 アタマ 12．3

12 ノーブルレゼル 牡3鹿 56 浜中 俊 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 462＋ 2 〃 クビ 36．7�
59 シーアフェアリー 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 446＋ 41：37．3クビ 35．4�
11 ナンヨーオートヌ 牡3青鹿56 松山 弘平中村 德也氏 松田 国英 浦河 栄進牧場 486＋ 21：37．51� 77．3
23 コパノロビンソン 牡3黒鹿56 大野 拓弥小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B438＋ 61：37．71� 213．6�
818 ラポートトーク 牝3青鹿54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 462＋ 4 〃 ハナ 26．0�
715 サワヤカタイド 牡3青鹿56 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 B444＋ 61：38．01� 160．3�
714 レジーナファースト 牝3鹿 54 幸 英明ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 470± 0 〃 ハナ 9．0�
816 ヒミングレーヴァ 牝3鹿 54 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 428＋ 81：38．1� 311．4�
510 マーガレットステラ 牝3鹿 54 岩崎 翼大森 悌次氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム 464－ 61：38．2� 167．9�
817 タガノラヴリー 牝3栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 376－ 61：39．05 457．7�
48 スカイブルーダイヤ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 486 ―1：42．9大差 41．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，291，700円 複勝： 120，061，600円 枠連： 13，193，700円
馬連： 48，978，100円 馬単： 32，341，800円 ワイド： 34，869，000円
3連複： 67，850，200円 3連単： 108，787，500円 計： 453，373，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 150円 � 110円 � 670円 枠 連（2－3） 380円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，500円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 18，230円

票 数

単勝票数 計 272917 的中 � 38213（2番人気）
複勝票数 計1200616 的中 � 72236（2番人気）� 905343（1番人気）� 9632（10番人気）
枠連票数 計 131937 的中 （2－3） 26817（1番人気）
馬連票数 計 489781 的中 �� 96229（1番人気）
馬単票数 計 323418 的中 �� 21804（3番人気）
ワイド票数 計 348690 的中 �� 48613（1番人気）�� 3090（24番人気）�� 6965（12番人気）
3連複票数 計 678502 的中 ��� 12399（12番人気）
3連単票数 計1087875 的中 ��� 4326（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．9―48．4―1：00．5―1：12．2―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルベアトリュフ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．9．9 阪神7着

2015．3．6生 牡3鹿 母 オースミアザレア 母母 オースミハルカ 8戦1勝 賞金 8，800，000円
〔騎手変更〕 エイシンエトワール号の騎手松田大作は，負傷のため酒井学に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイブルーダイヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月19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） 4頭 ゴルトキルシェ号・ショコラショー号・ミッキードーヴィル号・レイロー号



13101 5月19日 曇 稍重 （30京都3）第9日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12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
1：56．8
1：56．1

良
良

713 ウインルチル 牝3栗 54 C．ルメール�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 432－ 22：02．8 4．9�
36 ア ク シ ス 牡3黒鹿56 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 456＋ 42：03．01� 10．0�
48 エイシンレーザー 牡3鹿 56 岩田 康誠平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 482－ 42：03．1クビ 9．3�
714 フラッグサルート 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 434± 02：03．2� 41．2�
12 メイショウメイホウ 牝3栗 54 岩崎 翼松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 466± 0 〃 クビ 70．5�
23 ウインイノベーター 牡3鹿 56 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 452＋ 62：03．83� 5．6	
510 キングアンドアイ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 480＋ 22：03．9� 5．2

47 ゼットジガンテ 牡3鹿 56 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 462＋142：04．21� 3．9�
612 キングポセイドン 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星 Him Rock Racing
ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 456－ 2 〃 ハナ 9．0
611 レッドゼノビア 牝3栗 54 幸 英明 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 458＋ 42：04．52 31．4�
11 シゲルジャガイモ 牡3鹿 56 松若 風馬森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 桜井牧場 B490＋ 22：05．56 99．6�
59 エマブルーム 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 432－ 42：05．6アタマ 98．9�
24 ハピネスメーカー 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 418－10 〃 アタマ 157．1�
35 カレンエクスカリバ 牡3鹿 56 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 514－102：05．92 150．7�
815 ヒロノタイリク 牡3栗 56 高倉 稜高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 492＋ 42：06．32� 330．5�
816 ブルベアセロリ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 444＋ 22：06．51	 335．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，110，000円 複勝： 39，938，500円 枠連： 12，920，400円
馬連： 55，275，200円 馬単： 24，091，200円 ワイド： 33，668，100円
3連複： 70，890，900円 3連単： 79，833，900円 計： 342，728，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 230円 � 240円 枠 連（3－7） 1，930円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 920円 �� 830円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 28，420円

票 数

単勝票数 計 261100 的中 � 42115（2番人気）
複勝票数 計 399385 的中 � 65203（2番人気）� 42309（5番人気）� 41256（6番人気）
枠連票数 計 129204 的中 （3－7） 5185（10番人気）
馬連票数 計 552752 的中 �� 18749（13番人気）
馬単票数 計 240912 的中 �� 4148（22番人気）
ワイド票数 計 336681 的中 �� 9396（16番人気）�� 10536（12番人気）�� 7135（20番人気）
3連複票数 計 708909 的中 ��� 9526（27番人気）
3連単票数 計 798339 的中 ��� 2036（128番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．1―12．6―12．9―12．7―12．1―12．2―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．8―48．4―1：01．3―1：14．0―1：26．1―1：38．3―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインルチル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2017．11．12 京都4着

2015．3．27生 牝3栗 母 コスモクリスタル 母母 クリスチャンネーム 7戦1勝 賞金 10，100，000円

13102 5月19日 晴 稍重 （30京都3）第9日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時55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

23 � ソウルセイバー 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ノースヒルズ 中竹 和也 米
Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

528＋ 21：25．1 57．3�
815 グローリーグローリ 牡3黒鹿56 和田 竜二深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 486＋ 2 〃 クビ 7．1�
11 メイショウアキツ 牡3黒鹿56 国分 恭介松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 B448± 01：25．41� 73．2�
24 � ジュピターカリスト 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 和美氏 池江 泰寿 米 Circle H

Farms 546＋ 41：25．5	 4．5�
816 シ ャ テ ー ヌ 牝3栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 8 〃 アタマ 38．5�
713 メイショウルクール 牝3鹿 54 
島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 460－ 61：25．6クビ 12．0	
47 タッチアコード 牝3芦 54 川田 将雅 
サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 464＋14 〃 ハナ 11．2�
35 バ ク ハ ツ 牡3栗 56 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 510± 01：25．7	 8．0�
36 ニシノダンテ 牡3青鹿56 古川 吉洋西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 B482± 0 〃 クビ 124．8
12 イチネンプリンス 牡3黒鹿56 岩田 康誠国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 456± 01：25．8	 25．9�
714 オペラアクター 牡3栗 56 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 410－ 41：26．22	 21．8�
611 モンサンフィエール 牡3栗 56 小牧 太山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 454＋121：26．3	 8．4�
612 サンマルミヤビ 牝3青鹿54 岩崎 翼相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 448－ 2 〃 クビ 228．8�
59 メリッサーニ 牝3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：26．4	 4．0�
48 レディバード 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星吉田 和美氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：26．61� 14．6�
510 スカイルーク 牡3鹿 56 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 B460± 01：27．34 207．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，471，700円 複勝： 48，808，700円 枠連： 14，679，200円
馬連： 64，591，400円 馬単： 26，014，900円 ワイド： 45，677，600円
3連複： 82，687，600円 3連単： 91，228，700円 計： 404，159，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，730円 複 勝 � 1，360円 � 290円 � 1，460円 枠 連（2－8） 1，360円

馬 連 �� 19，330円 馬 単 �� 43，840円

ワ イ ド �� 5，150円 �� 17，850円 �� 6，920円

3 連 複 ��� 251，070円 3 連 単 ��� 1，017，550円

票 数

単勝票数 計 304717 的中 � 4250（12番人気）
複勝票数 計 488087 的中 � 8657（12番人気）� 53063（3番人気）� 8081（13番人気）
枠連票数 計 146792 的中 （2－8） 8311（3番人気）
馬連票数 計 645914 的中 �� 2589（54番人気）
馬単票数 計 260149 的中 �� 445（115番人気）
ワイド票数 計 456776 的中 �� 2299（53番人気）�� 657（93番人気）�� 1705（63番人気）
3連複票数 計 826876 的中 ��� 247（363番人気）
3連単票数 計 912287 的中 ��� 65（1824番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．0―12．4―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―46．9―59．3―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．2
3 16，7（8，10）15，1（11，13）（3，4，6）（5，9）－12－2－14 4 16，7（1，8，10，15）（3，13，6）（11，4，9）5（2，12）－14

勝馬の
紹 介

�ソウルセイバー �
�
父 Street Sense �

�
母父 Forty Niner デビュー 2018．1．13 京都9着

2015．3．27生 牡3黒鹿 母 Cornelia 母母 Catequil 6戦2勝 賞金 12，700，000円
〔騎手変更〕 ニシノダンテ号の騎手松田大作は，負傷のため古川吉洋に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 イシュトヴァーン号・ショウナンアンビル号・ハウリング号・ハーモニーライズ号・ライトオンキュー号・

ラブリーイレブン号



13103 5月19日 晴 稍重 （30京都3）第9日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

55 ザ ク イ ー ン 牝4黒鹿55 川田 将雅�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 484－ 21：53．1 2．2�
33 エイシンムジカ 牝4栗 55 C．ルメール 平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 488＋ 6 〃 アタマ 1．9�
22 クインズヌーサ 牝4鹿 55 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 470＋101：53．2� 12．6�
11 � エクロジオン 牝5鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 478± 01：53．3� 11．2�
44 ハギノセゾン 牝7青鹿 55

54 ☆坂井 瑠星安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 490－ 21：53．93� 65．3�
66 � ニホンピロメリーナ 牝4栗 55 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 462＋ 41：54．22 24．4	
89 メイショウアケボノ 牝5鹿 55 国分 優作松本 好
氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 520－ 21：54．41
 181．7�
810 サツキユニヴァース 牝4栗 55 岩田 康誠小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 444＋ 41：54．71� 29．5�
78 カ カ ア コ 牝4栗 55

54 ☆荻野 極山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋ 61：55．01� 38．2
77 � アイファーチェンジ 牝4青鹿 55

52 ▲三津谷隼人中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 414＋ 21：58．6大差 285．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 28，712，100円 複勝： 66，151，600円 枠連： 9，284，800円
馬連： 51，513，700円 馬単： 30，600，200円 ワイド： 27，082，100円
3連複： 61，500，700円 3連単： 140，883，200円 計： 415，728，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（3－5） 170円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 120円 �� 360円 �� 370円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，230円

票 数

単勝票数 計 287121 的中 � 102543（2番人気）
複勝票数 計 661516 的中 � 121674（2番人気）� 419363（1番人気）� 23299（4番人気）
枠連票数 計 92848 的中 （3－5） 41299（1番人気）
馬連票数 計 515137 的中 �� 216611（1番人気）
馬単票数 計 306002 的中 �� 58802（2番人気）
ワイド票数 計 270821 的中 �� 84923（1番人気）�� 14417（4番人気）�� 13610（5番人気）
3連複票数 計 615007 的中 ��� 62692（2番人気）
3連単票数 計1408832 的中 ��� 45776（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．7―12．5―12．4―12．8―12．8―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―36．9―49．4―1：01．8―1：14．6―1：27．4―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ザ ク イ ー ン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．11．6 京都5着

2014．3．26生 牝4黒鹿 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 13戦2勝 賞金 19，596，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーチェンジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月19日まで平地

競走に出走できない。

13104 5月19日 晴 良 （30京都3）第9日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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
1：19．0
1：19．0

良
良

35 キラーコンテンツ 牡4鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486－ 61：22．6 5．4�
24 スワーヴアーサー 牡5鹿 57 C．ルメール�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 496＋ 6 〃 クビ 1．7�
11 ハッシュタグ 牡4鹿 57 福永 祐一石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480＋201：23．13 50．2�
48 ヤマニンペダラーダ 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 466＋ 61：23．2クビ 18．6�
816 ポルボローネ 牝6栗 55 藤岡 佑介小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 444± 0 〃 アタマ 34．0	
612 ブレッシングテレサ 牝5青鹿55 藤岡 康太 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 488＋201：23．3� 134．7

713 シ グ ル ー ン 牝4栗 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 2 〃 ハナ 64．6�
510 ステラルージュ 牝4栗 55 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 408＋ 6 〃 ハナ 16．7�
36 メジャータイフーン 牝5栗 55 岩田 康誠林 正道氏 斉藤 崇史 新ひだか 服部 牧場 488＋101：23．4クビ 66．8
23 エスカラード 牡5鹿 57 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド B454－ 81：23．5� 81．1�
817 ス ノ ー マ ン 牡5鹿 57

56 ☆坂井 瑠星永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 494－ 61：23．6� 25．9�
611 コパノピエール 牡4鹿 57 松山 弘平小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B486＋ 2 〃 ハナ 11．0�
714� サンマルペンダント 牝4栗 55 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 430＋ 81：24．34 264．9�
715 リ ン ク ス 	5鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－141：24．51
 6．7�
47 � オロフィナアスール 牝5黒鹿55 松若 風馬�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 456＋ 2 〃 ハナ 321．8�
12 � アイファーフドオー 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 472± 01：24．6� 363．0�
59 サ ン ク ラ ラ 牝4栗 55 幸 英明�サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか 三宅牧場 426－ 2 〃 アタマ 319．7�
818 キョウエイレガシー 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極田中 晴夫氏 小崎 憲 新冠 ハシモトフアーム 402－ 21：25．23� 177．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，893，200円 複勝： 64，357，200円 枠連： 15，850，500円
馬連： 69，051，600円 馬単： 36，098，300円 ワイド： 45，643，200円
3連複： 86，132，400円 3連単： 124，147，800円 計： 478，174，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 110円 � 630円 枠 連（2－3） 360円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 220円 �� 2，540円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 20，560円

票 数

単勝票数 計 368932 的中 � 54639（2番人気）
複勝票数 計 643572 的中 � 78289（2番人気）� 311614（1番人気）� 11550（9番人気）
枠連票数 計 158505 的中 （2－3） 33296（1番人気）
馬連票数 計 690516 的中 �� 131821（1番人気）
馬単票数 計 360983 的中 �� 22062（3番人気）
ワイド票数 計 456432 的中 �� 67558（1番人気）�� 3954（25番人気）�� 7920（15番人気）
3連複票数 計 861324 的中 ��� 14914（12番人気）
3連単票数 計1241478 的中 ��� 4376（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．0―46．6―58．2―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．0
3 11，13，1，5（4，7，14）（2，16）（6，8，18）（3，10，12，15）－（17，9） 4 11－13，1，5（4，7）（16，14）（2，6，18）（8，12，15）3，10（17，9）

勝馬の
紹 介

キラーコンテンツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Concorde’s Tune デビュー 2017．6．11 阪神3着

2014．1．23生 牡4鹿 母 ミュージカルロマンス 母母 Candlelightdinner 8戦2勝 賞金 18，800，000円
〔制裁〕 ヤマニンペダラーダ号の騎手岡田祥嗣は，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100，000円。（被害馬：

18番）
メジャータイフーン号の騎手岩田康誠は，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10，000円。（被害馬：3
番）

※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 アルパーシャン号・ウイングタイガー号・テイエムイキオイ号



13105 5月19日 晴 良 （30京都3）第9日 第9競走 ��
��2，200�メルボルントロフィー

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

メルボルンレーシングクラブ－ムーニーバレーレーシングクラブ－ヴィクトリアレーシングクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
2：10．0
2：09．9

良
良

33 ド レ ー ク 牡3鹿 56 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 平取 坂東牧場 472＋ 82：14．7 5．0�
44 アフリカンゴールド 牡3栗 56 松若 風馬ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 22：14．91 7．1�
89 マイスターシャーレ 牡3鹿 56 川田 将雅�山紫水明 松田 国英 日高 下河辺牧場 482＋ 2 〃 クビ 7．2�
77 ゴールドフラッグ 牡3黒鹿56 M．デムーロ 合同会社小林英一ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B498± 02：15．32� 7．0�
55 メイショウロセツ 牡3黒鹿56 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 490＋ 62：15．4� 26．1	
11 ムーンレイカー 牡3鹿 56 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 466－ 62：15．72 5．9

810 サダムラピュタ 牡3黒鹿56 和田 竜二大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 472＋102：16．01� 115．9�
22 スマートモノリス 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 454＋ 4 〃 ハナ 2．7�
66 シャフトオブライト 牡3栗 56 酒井 学 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452± 02：17．8大差 37．8
78 ヘッドストリーム 牡3栗 56 大野 拓弥犬塚悠治郎氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 442－ 22：18．22� 31．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，160，200円 複勝： 62，126，400円 枠連： 12，714，900円
馬連： 96，958，100円 馬単： 46，903，800円 ワイド： 50，739，200円
3連複： 115，393，200円 3連単： 196，832，200円 計： 628，828，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 230円 � 250円 枠 連（3－4） 2，450円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 710円 �� 760円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 28，840円

票 数

単勝票数 計 471602 的中 � 74305（2番人気）
複勝票数 計 621264 的中 � 83816（3番人気）� 70256（4番人気）� 63127（6番人気）
枠連票数 計 127149 的中 （3－4） 4010（14番人気）
馬連票数 計 969581 的中 �� 36955（7番人気）
馬単票数 計 469038 的中 �� 9814（13番人気）
ワイド票数 計 507392 的中 �� 18720（8番人気）�� 17350（10番人気）�� 10655（16番人気）
3連複票数 計1153932 的中 ��� 17043（18番人気）
3連単票数 計1968322 的中 ��� 4947（113番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．4―12．2―12．2―12．8―12．4―11．9―12．4―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．3―36．7―48．9―1：01．1―1：13．9―1：26．3―1：38．2―1：50．6―2：02．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ド レ ー ク �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．26 京都2着

2015．5．13生 牡3鹿 母 ディアアドマイヤ 母母 マリスターⅡ 5戦2勝 賞金 23，138，000円
〔騎手変更〕 シャフトオブライト号の騎手松田大作は，負傷のため酒井学に変更。

13106 5月19日 晴 稍重 （30京都3）第9日 第10競走
オーストラリアターフクラブ賞

��
��1，200�シドニートロフィー

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

オーストラリアターフクラブ賞（1着）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

47 メイショウワダイコ 牡6鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 540± 01：10．9 15．4�
815 スズカグラーテ 牝4黒鹿55 和田 竜二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 456± 0 〃 クビ 12．3�
611 タガノヴィッター 牡5鹿 57 M．デムーロ八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508－ 21：11．11 3．2�
814 サーティグランド 牡6鹿 57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 496－ 4 〃 クビ 49．6�
58 スズカコーズライン 牡4鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 498＋ 81：11．2クビ 9．5�
35 � ハニージェイド 牝4黒鹿55 川田 将雅吉田 和子氏 	島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

462＋ 6 〃 ハナ 6．8�
712� ゼンノサーベイヤー 牡5栗 57 藤岡 佑介大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko

Osako 508± 01：11．3
 4．0	
23 � メイショウオルソ 牡5黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 514± 01：11．61
 135．0

46 コ ン テ ナ 牡6鹿 57 岩田 康誠住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 610＋101：11．7
 58．3�
22 スマートレイチェル 牝4黒鹿55 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 486＋ 4 〃 ハナ 5．3�
59 ディープミタカ 牡7栗 57 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 470± 01：11．8クビ 256．4
34 プレシャスエース 牡5鹿 57 四位 洋文鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 510± 01：12．22� 38．1�
11 ゲマインシャフト 8鹿 57 松山 弘平丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 490－ 6 〃 アタマ 280．9�
713 ライドオンウインド 牡6栗 57 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 504＋ 21：12．3
 105．0�
610 リンガスウーノ 牝5栗 55 丹内 祐次伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 492－ 21：12．4クビ 52．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，798，000円 複勝： 70，516，000円 枠連： 21，812，400円
馬連： 122，294，600円 馬単： 49，240，200円 ワイド： 66，270，400円
3連複： 158，525，400円 3連単： 202，278，900円 計： 738，735，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 380円 � 270円 � 150円 枠 連（4－8） 4，540円

馬 連 �� 6，850円 馬 単 �� 16，770円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，010円 �� 650円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 62，510円

票 数

単勝票数 計 477980 的中 � 24761（7番人気）
複勝票数 計 705160 的中 � 38257（7番人気）� 59712（5番人気）� 163882（1番人気）
枠連票数 計 218124 的中 （4－8） 3723（21番人気）
馬連票数 計1222946 的中 �� 13824（21番人気）
馬単票数 計 492402 的中 �� 2201（50番人気）
ワイド票数 計 662704 的中 �� 8944（21番人気）�� 16775（13番人気）�� 27329（6番人気）
3連複票数 計1585254 的中 ��� 17942（22番人気）
3連単票数 計2022789 的中 ��� 2346（191番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―11．7―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．0―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウワダイコ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．11．16 京都11着

2012．5．17生 牡6鹿 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 26戦5勝 賞金 93，996，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13107 5月19日 晴 稍重 （30京都3）第9日 第11競走 ��
��1，900�第25回平安ステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，29．5．20以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，29．5．19以前の
GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

59 サンライズソア 牡4青鹿57 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 506＋ 41：57．3 18．7�
714 クイーンマンボ 牝4青 55 C．ルメール �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 506＋ 61：57．51� 11．0�
510 クインズサターン 牡5芦 56 四位 洋文 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B482＋ 6 〃 ハナ 17．1�
11 ミ ツ バ 牡6鹿 57 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B476＋ 41：57．6クビ 17．3�
36 グレイトパール 牡5鹿 57 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 554＋ 8 〃 クビ 1．7�
35 テイエムジンソク 牡6芦 58 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 492－ 4 〃 ハナ 3．4	
48 メイショウスミトモ 牡7鹿 58 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 21：58．13 274．4

47 アスカノロマン 牡7栗 57 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 526＋ 21：58．31	 234．9�
12 コスモカナディアン 牡5鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 484－ 4 〃 クビ 102．8
612 メイショウウタゲ 牡7栗 56 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 514－ 21：58．72� 135．6�
611 プリンシアコメータ 牝5黒鹿54 岩田 康誠芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント

ファーム B482－ 61：58．8� 88．0�
713 ナムラアラシ 牡5鹿 56 福永 祐一奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 524－ 4 〃 ハナ 15．7�
815 トップディーヴォ 牡6鹿 56 田中 勝春�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 B494－ 41：58．9クビ 78．0�
24 サンマルデューク 牡9黒鹿56 武士沢友治相馬 勇氏 和田 勇介 日高 田端牧場 504－ 61：59．22 355．5�
23 クリノスターオー 牡8青 56 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 B538＋ 22：00．05 183．5�
816 マイティティー 牝6鹿 54 岩崎 翼五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 22：00．53 301．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 168，392，700円 複勝： 301，761，500円 枠連： 90，778，400円
馬連： 429，401，800円 馬単： 239，438，900円 ワイド： 247，139，200円
3連複： 685，052，300円 3連単： 1，317，152，000円 計： 3，479，116，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 740円 � 650円 � 580円 枠 連（5－7） 1，650円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 16，030円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 2，530円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 24，480円 3 連 単 ��� 168，500円

票 数

単勝票数 計1683927 的中 � 71935（7番人気）
複勝票数 計3017615 的中 � 105967（7番人気）� 123813（6番人気）� 138820（4番人気）
枠連票数 計 907784 的中 （5－7） 42616（5番人気）
馬連票数 計4294018 的中 �� 55967（13番人気）
馬単票数 計2394389 的中 �� 11200（33番人気）
ワイド票数 計2471392 的中 �� 35034（16番人気）�� 25000（25番人気）�� 29266（21番人気）
3連複票数 計6850523 的中 ��� 20980（55番人気）
3連単票数 計13171520 的中 ��� 5667（303番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．6―31．1―44．2―56．7―1：08．6―1：20．3―1：32．4―1：44．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズソア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．8．6 新潟1着

2014．3．9生 牡4青鹿 母 ア メ ー リ ア 母母 ビハインドザマスク 15戦4勝 賞金 116，172，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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 ザイディックメア号・ジュンヴァルカン号・トラキチシャチョウ号・ドリームキラリ号・ナムラヘラクレス号・

ハイランドピーク号・ブライトンロック号・マイネルオフィール号・ユラノト号

13108 5月19日 晴 良 （30京都3）第9日 第12競走
レーシングオーストラリア賞

��
��1，800�オーストラリアトロフィー

発走16時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

レーシングオーストラリア賞（1着）
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

812 バティスティーニ 牡5鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 494－ 21：47．4 3．5�
11 エクレアスパークル 牡4青鹿57 川田 将雅李 柱坤氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：47．5� 2．4�
57 サウンドバーニング 牡6鹿 57 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 424＋ 21：47．81	 14．7�
45 エーティーサンダー 牡5青鹿57 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 524－ 61：48．01
 24．2�
69 シ ョ パ ン 牡5黒鹿57 M．デムーロ窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 〃 ハナ 4．8�
56 ホットファイヤー 牡5鹿 57 福永 祐一西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 474－ 4 〃 ハナ 11．0	
711 アドマイヤツヨシ 牡8鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 B484－ 21：48．32 182．1

710� ミトノグラス 牡5鹿 57 田中 勝春ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 484＋ 41：48．51 55．8�
22 ティルナノーグ �6鹿 57 藤岡 佑介前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 21：48．6	 17．1�
68 ジョーアラビカ 牡4芦 57 松若 風馬上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 510＋ 61：48．7クビ 22．5
813 タガノアシュラ 牡4黒鹿57 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518± 01：49．01	 43．0�
33 サトノスーペリア �7黒鹿57 秋山真一郎 �サトミホースカンパニー 平田 修 千歳 社台ファーム 460－ 21：49．53 247．8�
44 アフターミー 牡5鹿 57 浜中 俊下河�美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 436± 01：50．24 333．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，262，500円 複勝： 73，893，100円 枠連： 27，608，400円
馬連： 128，482，600円 馬単： 55，512，700円 ワイド： 74，826，100円
3連複： 162，428，200円 3連単： 255，153，900円 計： 835，167，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 120円 � 270円 枠 連（1－8） 430円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，060円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 8，240円

票 数

単勝票数 計 572625 的中 � 129916（2番人気）
複勝票数 計 738931 的中 � 135479（2番人気）� 219511（1番人気）� 46415（5番人気）
枠連票数 計 276084 的中 （1－8） 49030（1番人気）
馬連票数 計1284826 的中 �� 246669（1番人気）
馬単票数 計 555127 的中 �� 41795（2番人気）
ワイド票数 計 748261 的中 �� 110593（1番人気）�� 15734（14番人気）�� 22586（8番人気）
3連複票数 計1624282 的中 ��� 61942（4番人気）
3連単票数 計2551539 的中 ��� 22432（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．4―47．6―59．7―1：11．7―1：23．7―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バティスティーニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．12 京都1着

2013．2．9生 牡5鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ 12戦4勝 賞金 72，828，000円



（30京都3）第9日 5月19日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 181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

240，190，000円
2，590，000円
18，850，000円
2，080，000円
28，350，000円
72，853，000円
4，978，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
540，537，700円
963，004，600円
255，030，700円
1，204，348，400円
608，203，700円
723，493，200円
1，677，957，900円
2，740，875，100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 8，713，451，300円

総入場人員 16，134名 （有料入場人員 15，304名）
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