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13049 5月4日 晴 稍重 （1京都3） 第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時05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
1：09．1
1：08．7

重
重

612 ゴッドバンブルビー 牝3栗 54 川島 信二中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 466＋ 21：12．9 22．5�
816 ショウナンマンカイ 牝3栗 54 武 豊国本 哲秀氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 490＋121：13．22 3．5�
713 メイショウヤワラギ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 446－ 61：13．52 8．8�
12 レイトブルーミング 牝3青鹿54 国分 優作�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 438± 01：13．82 158．1�
611 トーセンアミ 牝3黒鹿54 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 436－ 41：14．0� 3．2	
714 サンバパレード 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 452－ 2 〃 クビ 20．3

59 ラ ブ グ ラ ー 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人増田 陽一氏 渡辺 薫彦 新冠 武田 修一 464＋ 41：14．1クビ 46．3�
24 メイショウバーバラ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 �川フアーム 460－ 21：14．95 159．4�
36 レイナブローニュ 牝3栗 54 福永 祐一山本又一郎氏 斉藤 崇史 新冠 秋田牧場 448± 01：15．22 4．2
48 エイシントロイ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 422± 0 〃 ハナ 19．4�
815 ゴールデンラン 牝3黒鹿54 城戸 義政小島 將之氏 安達 昭夫 新ひだか 竹内 良一 438 ―1：15．3� 242．3�
35 マ テ ィ ス 牝3黒鹿54 浜中 俊水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 456＋ 4 〃 ハナ 15．3�
510 メイショウサザナミ 牝3黒鹿54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 B486＋ 81：15．4� 256．0�
47 ニホンピロアメリア 牝3鹿 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 438± 01：15．61� 250．0�
23 グレイトアプローズ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心ゴドルフィン 西浦 勝一 愛 Godolphin 468＋ 2 〃 ハナ 21．8�
11 ワ イ オ リ 牝3鹿 54 藤井勘一郎ニッシンレーシング 安田 翔伍 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 21：16．34 140．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，751，100円 複勝： 51，726，000円 枠連： 14，967，200円
馬連： 60，588，600円 馬単： 29，466，200円 ワイド： 46，000，700円
3連複： 98，539，200円 3連単： 107，774，500円 計： 436，813，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 510円 � 170円 � 250円 枠 連（6－8） 630円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 11，200円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，080円 �� 590円

3 連 複 ��� 10，330円 3 連 単 ��� 84，830円

票 数

単勝票数 計 277511 的中 � 9825（9番人気）
複勝票数 計 517260 的中 � 21158（7番人気）� 95054（3番人気）� 52854（4番人気）
枠連票数 計 149672 的中 （6－8） 18232（2番人気）
馬連票数 計 605886 的中 �� 9944（18番人気）
馬単票数 計 294662 的中 �� 1972（41番人気）
ワイド票数 計 460007 的中 �� 8851（15番人気）�� 5466（25番人気）�� 21029（6番人気）
3連複票数 計 985392 的中 ��� 7154（35番人気）
3連単票数 計1077745 的中 ��� 921（241番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．5―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．5―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴッドバンブルビー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．1．26 京都7着

2016．5．3生 牝3栗 母 ゴッドフローラ 母母 ゴッドインチーフ 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 ワイオリ号・メイショウサザナミ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月4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。
（非当選馬） 1頭 メルヘンステージ号

13050 5月4日 晴 稍重 （1京都3） 第5日 第2競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

55 テイエムファイター 牡3鹿 56 浜中 俊竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前谷 武志 486± 01：54．6 3．9�
79 ザプリオレス 牡3鹿 56 福永 祐一村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 504－ 41：55．77 9．0�
710 マーティンシャップ 牡3鹿 56 国分 恭介大戸 志浦氏 石坂 公一 新ひだか 高橋 修 514－141：56．44 57．0�
56 モズナリマツ 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗 �キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 谷川牧場 508＋ 2 〃 クビ 126．1�
67 ツールドフォース 牡3黒鹿56 幸 英明長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 516－ 41：56．6� 8．6�
33 ジーガスリッド 牡3栗 56 岩田 康誠 	キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482± 01：56．91� 5．5

811 キャラメルムーン 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治 	社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 478－101：57．43 112．3�
812 シンゼンストロング 牡3鹿 56 武 豊原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 496＋ 21：57．72 2．8�
22 カフジローズ 牝3鹿 54 M．デムーロ加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 502－ 21：57．8クビ 6．4
44 ダンツベスト 牡3黒鹿56 岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 浦河 中神牧場 484－ 21：59．6大差 56．2�
68 ブルベアテラコッタ 牡3黒鹿56 川島 信二 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 池田牧場 576＋142：01．08 258．2�
11 ディーズマヌーバー 牝3芦 54 松山 弘平秋谷 壽之氏 �島 一歩 新冠 オリエント牧場 460 ―2：01．95 41．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，636，600円 複勝： 39，882，900円 枠連： 9，477，900円
馬連： 53，045，900円 馬単： 26，655，300円 ワイド： 34，905，100円
3連複： 69，678，900円 3連単： 89，590，900円 計： 352，873，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 210円 � 870円 枠 連（5－7） 1，240円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，580円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 16，280円 3 連 単 ��� 62，210円

票 数

単勝票数 計 296366 的中 � 60537（2番人気）
複勝票数 計 398829 的中 � 82252（2番人気）� 50193（3番人気）� 8648（8番人気）
枠連票数 計 94779 的中 （5－7） 5901（6番人気）
馬連票数 計 530459 的中 �� 29876（7番人気）
馬単票数 計 266553 的中 �� 8255（8番人気）
ワイド票数 計 349051 的中 �� 18284（6番人気）�� 3346（20番人気）�� 3134（21番人気）
3連複票数 計 696789 的中 ��� 3209（38番人気）
3連単票数 計 895909 的中 ��� 1044（162番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．8―13．1―13．2―12．9―12．9―13．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．5―49．6―1：02．8―1：15．7―1：28．6―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムファイター �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2018．9．8 阪神9着

2016．5．15生 牡3鹿 母 エンジェルライト 母母 ボヘミアグラス 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディーズマヌーバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月4日まで平地

競走に出走できない。
ブルベアテラコッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月4日まで平地
競走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ブルベアテラコッタ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月4日まで平地競走に出走
できない。

第３回 京都競馬 第５日



13051 5月4日 晴 良 （1京都3） 第5日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時05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

510 トップオブメジャー 牡3栗 56 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 484－ 41：21．4 3．2�
816 モズハチキン 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 大道牧場 442＋ 21：21．61� 3．1�
35 グランツシチー 牡3栗 56 松田 大作 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 杵臼牧場 B446＋ 41：21．81� 78．4�
59 スマートユニバンス 牡3栗 56 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－ 61：22．01� 7．5�
11 ロ ナ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 468＋ 61：22．1� 4．4	
612 フェニアンサイクル 牝3鹿 54 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 416＋ 4 〃 クビ 58．0

48 ショウサンワンラヤ 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 424＋ 8 〃 アタマ 102．1�
714 ピ ノ ク ル 牡3黒鹿56 B．アヴドゥラ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472－101：22．2� 16．0�

（豪）

23 コスモスターリング 牡3栗 56 柴田 大知 ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 厚賀古川牧場 470± 01：22．41� 110．7�
12 グレーフィンソニア 牝3黒鹿54 武 豊村上 稔氏 本田 優 新ひだか 土田農場 462－ 2 〃 ハナ 15．8�
817 ケアレスラヴ 牝3栗 54 川島 信二泉 一郎氏 鈴木 孝志 浦河 岡本牧場 394＋ 2 〃 クビ 455．6�
47 マイマーベラスワン 牝3栗 54 岩崎 翼五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 412－ 21：22．72 87．4�
24 オーミハルカゼ 牝3鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 422 ―1：22．8クビ 247．3�
36 ル ナ ー ル 牡3青鹿56 松若 風馬槙 和美氏 清水 久詞 新冠 松浦牧場 460－ 8 〃 ハナ 216．1�
815 マーガレットリバー 牡3鹿 56 酒井 学�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 506＋ 21：23．01� 13．9�
713 ベストマティーニ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 406－ 41：25．9大差 470．0�
611 タガノハンマー 牡3青 56 太宰 啓介八木 良司氏 上村 洋行 新冠 八木牧場 470 ―1：26．11� 260．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 37，252，800円 複勝： 49，838，800円 枠連： 17，452，900円
馬連： 66，963，700円 馬単： 33，671，900円 ワイド： 48，728，500円
3連複： 92，883，400円 3連単： 110，457，300円 計： 457，249，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 1，110円 枠 連（5－8） 370円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 260円 �� 3，270円 �� 4，000円

3 連 複 ��� 12，720円 3 連 単 ��� 39，100円

票 数

単勝票数 計 372528 的中 � 90882（2番人気）
複勝票数 計 498388 的中 � 116491（1番人気）� 95276（2番人気）� 7170（10番人気）
枠連票数 計 174529 的中 （5－8） 36132（1番人気）
馬連票数 計 669637 的中 �� 83945（1番人気）
馬単票数 計 336719 的中 �� 19512（1番人気）
ワイド票数 計 487285 的中 �� 57528（1番人気）�� 3417（27番人気）�� 2786（32番人気）
3連複票数 計 928834 的中 ��� 5475（36番人気）
3連単票数 計1104573 的中 ��� 2048（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．4―46．7―58．0―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 12（15，16，9）（1，10，7）（3，2）5（4，17，8）14（6，13）＝11 4 12（15，16）9（1，10）（3，2，7）（4，5）（17，8）14，6－13＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トップオブメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Pure Prize デビュー 2019．1．14 京都3着

2016．2．10生 牡3栗 母 カウガールズドントクライ 母母 Emphatic Style 3戦1勝 賞金 8，500，000円
〔その他〕 ベストマティーニ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノハンマー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月4日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ヨドノオーシャン号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※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 ジューンシルフィア号
（非抽選馬） 3頭 テッセラレイナ号・ランドリュウオー号・ワンダーヘイルネス号
※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。

13052 5月4日 晴 良 （1京都3） 第5日 第4競走 ��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

69 エイシンロード 牝3黒鹿54 岩田 康誠�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 482± 02：01．0 3．4�
45 ポベーダテソーロ 牡3鹿 56 B．アヴドゥラ 了德寺健二ホールディングス� 小崎 憲 日高 藤本ファーム 454－ 82：01．21� 7．9�

（豪）

711 ス ピ ン ク 牝3鹿 54 M．デムーロ窪田 康志氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 430－ 72：01．51� 15．6�
813 スターオブバラード 牡3黒鹿56 秋山真一郎光安 了氏 荒川 義之 新ひだか 小野 秀治 446＋ 62：01．6� 6．5�
33 ゴットフルール 牝3鹿 54 武 豊後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 484＋122：01．7� 2．3�
710 ケルンキングダム �3鹿 56 松山 弘平谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 438 ― 〃 クビ 53．0	
812 ツーエムアロンソ 牡3鹿 56 岩崎 翼村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 532 ―2：02．44 26．0

22 モズアンジェラ 牝3鹿 54 国分 恭介 �キャピタル・システム 西村 真幸 千歳 社台ファーム 430－102：02．72 250．7�
56 アッフェルマーレ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 458－ 22：02．8� 101．5�
44 ドンキースタイル 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 浦河 富田牧場 460± 0 〃 ハナ 14．4
68 サイモンノツバサ 牡3栗 56 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 526＋ 2 〃 クビ 287．7�
57 ダブルクラッチ 牡3鹿 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 474± 02：03．43� 25．6�
11 ア サ ケ ボ ス 牡3栗 56 川須 栄彦大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田ファーム 452± 0 〃 クビ 415．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，059，600円 複勝： 35，844，800円 枠連： 11，595，400円
馬連： 48，884，500円 馬単： 26，897，200円 ワイド： 34，814，900円
3連複： 69，086，100円 3連単： 97，227，600円 計： 353，410，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 210円 � 300円 枠 連（4－6） 840円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 460円 �� 720円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 13，450円

票 数

単勝票数 計 290596 的中 � 67302（2番人気）
複勝票数 計 358448 的中 � 84738（1番人気）� 41391（4番人気）� 24960（6番人気）
枠連票数 計 115954 的中 （4－6） 10688（5番人気）
馬連票数 計 488845 的中 �� 32775（5番人気）
馬単票数 計 268972 的中 �� 10571（6番人気）
ワイド票数 計 348149 的中 �� 20713（5番人気）�� 12362（8番人気）�� 6797（16番人気）
3連複票数 計 690861 的中 ��� 14295（15番人気）
3連単票数 計 972276 的中 ��� 5237（42番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．1―12．3―12．1―12．3―12．0―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―36．8―49．1―1：01．2―1：13．5―1：25．5―1：37．3―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エイシンロード �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Quiet American デビュー 2018．7．15 中京3着

2016．4．4生 牝3黒鹿 母 ブライトアバンダンス 母母 Quality Gift 8戦1勝 賞金 11，150，000円
〔制裁〕 エイシンロード号の騎手岩田康誠は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4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。



13053 5月4日 晴 稍重 （1京都3） 第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時25分 （ダート・右）

牝，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 アッシェンプッテル 牝3鹿 54 城戸 義政 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 500－ 21：53．1 12．3�
816 オーパスメーカー 牝3鹿 54 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 460－ 41：53．63 47．1�
36 チャチャチャ 牝3栗 54 池添 謙一ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 440－ 21：54．02� 28．1�
48 エターナルディーバ 牝3栗 54 松山 弘平 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 428－121：54．42� 99．8�
35 ローザノワール 牝3青鹿54 幸 英明渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 458＋ 2 〃 クビ 4．8�
59 ベ イ コ ー ト 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星中村 祐子氏 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 498－ 21：54．5� 7．1	
24 ペプチドフシチョウ 牝3鹿 54 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 446－ 21：54．6クビ 25．9

713 サルサレイア 牝3栗 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 478＋ 8 〃 クビ 35．7�
11 パールデュー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：55．02� 10．8�
714 ノ ー チ ラ ス 牝3栗 54 武 豊キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 456＋ 21：55．63� 12．3�
611 テ オ レ ー マ 牝3鹿 54 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472＋ 81：56．13 3．6�
815 ベルキューズ 牝3栗 54 B．アヴドゥラ ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B482－ 41：56．41� 66．7�

（豪）

12 プレミアムギフト 牝3黒鹿54 M．デムーロ ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 522－ 21：56．93 5．7�
47 エリーキャナル 牝3栗 54 藤岡 康太 ロードホースクラブ 斎藤 誠 日高 森永牧場 480－ 21：57．43 121．2�
510 ブロードハースト 牝3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 440－ 21：57．5� 39．8�
612 オイシイナア 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 456－ 41：58．03 60．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，707，000円 複勝： 61，032，400円 枠連： 20，756，900円
馬連： 78，756，000円 馬単： 33，250，200円 ワイド： 59，764，300円
3連複： 116，553，300円 3連単： 121，851，400円 計： 533，671，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 460円 � 1，180円 � 800円 枠 連（2－8） 8，560円

馬 連 �� 20，580円 馬 単 �� 32，760円

ワ イ ド �� 4，980円 �� 3，710円 �� 13，380円

3 連 複 ��� 169，400円 3 連 単 ��� 755，060円

票 数

単勝票数 計 417070 的中 � 26990（6番人気）
複勝票数 計 610324 的中 � 37848（7番人気）� 13073（12番人気）� 19888（9番人気）
枠連票数 計 207569 的中 （2－8） 1878（25番人気）
馬連票数 計 787560 的中 �� 2965（57番人気）
馬単票数 計 332502 的中 �� 761（101番人気）
ワイド票数 計 597643 的中 �� 3099（52番人気）�� 4186（41番人気）�� 1144（92番人気）
3連複票数 計1165533 的中 ��� 516（319番人気）
3連単票数 計1218514 的中 ��� 117（1575番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．1―35．1―48．3―1：00．7―1：13．4―1：26．6―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アッシェンプッテル �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．28 阪神5着

2016．5．19生 牝3鹿 母 ミミオブパラダイス 母母 ヘヴンリーアドヴァイス 4戦2勝 賞金 14，700，000円
〔制裁〕 アッシェンプッテル号の騎手城戸義政は，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：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウォータースペース号
※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。

13054 5月4日 晴 良 （1京都3） 第5日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時55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

55 ミトノマルーン 牡3黒鹿56 武 豊ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 476－ 41：34．3 6．7�
89 セグレドスペリオル 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 474－12 〃 ハナ 4．3�
22 ドナウデルタ 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 426± 01：34．51� 1．5�
66 ウォーターファラオ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 436－ 21：35．45 215．3�
44 トモジャチャーリー 牡3鹿 56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 498－ 21：35．61� 34．6	
77 メイショウクライム 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好
氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム B462－ 21：35．7クビ 18．1�
78 ケ プ ラ ー 牡3鹿 56 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 486－ 2 〃 クビ 10．5�
810 タガノバレッティ 牝3青鹿54 松若 風馬八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434＋ 41：35．91� 149．7
11 ジ ゴ ロ 牡3青鹿56 幸 英明安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 458＋ 41：36．75 39．1�
33 
 エ ル ズ リ ー 牝3栗 54 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 米 Springlan
d Farm 508－ 41：37．55 43．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，659，400円 複勝： 117，700，800円 枠連： 10，849，600円
馬連： 54，787，700円 馬単： 36，512，000円 ワイド： 37，834，300円
3連複： 75，750，300円 3連単： 158，562，900円 計： 530，657，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 140円 � 120円 � 110円 枠 連（5－8） 1，790円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 360円 �� 200円 �� 160円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 6，150円

票 数

単勝票数 計 386594 的中 � 45592（3番人気）
複勝票数 計1177008 的中 � 58928（3番人気）� 90677（2番人気）� 890962（1番人気）
枠連票数 計 108496 的中 （5－8） 4689（5番人気）
馬連票数 計 547877 的中 �� 26310（5番人気）
馬単票数 計 365120 的中 �� 8300（12番人気）
ワイド票数 計 378343 的中 �� 21324（5番人気）�� 50399（2番人気）�� 67321（1番人気）
3連複票数 計 757503 的中 ��� 119947（1番人気）
3連単票数 計1585629 的中 ��� 18663（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―47．2―59．3―1：11．1―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミトノマルーン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2018．10．27 京都2着

2016．2．14生 牡3黒鹿 母 プロモーション 母母 アサーション 6戦2勝 賞金 17，250，000円
※エルズリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13055 5月4日 晴 良 （1京都3） 第5日 第7競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

11 ウインネプチューン 牡4青鹿57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B486± 02：00．1 4．6�
22 タスクフォース 牡5鹿 57 藤井勘一郎窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 560＋ 22：00．31� 7．0�
67 ネクストムーブ 牡6栗 57 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 508＋ 22：00．4	 2．0�
810 サウンドテーブル 牡5黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 506＋132：00．5	 35．5�
66 イージーマネー 牡5芦 57 岩田 康誠丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 486－ 62：00．6クビ 6．1�
44 
 パープルヒストリー 牡4栗 57 川須 栄彦中野 銀十氏 作田 誠二 新ひだか 竹内 良一 444＋ 22：01．02	 34．0	
33 ブルベアジネンジョ 牡4栗 57 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B462－ 82：01．1� 48．3

78 スズカハイライト 牡4鹿 57 川島 信二永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 452＋ 42：01．95 23．7�
55 � イ グ レ ッ ト 牝4栗 55 浜中 俊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. 460＋ 6 〃 クビ 20．4�
811 メイショウカクウン 牡4青鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 450＋ 22：02．0	 19．2
79 �
 アメリカンエース 牡4鹿 57 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 米 Ben Sangster 496＋ 62：02．74 73．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，888，700円 複勝： 36，570，700円 枠連： 16，088，100円
馬連： 61，048，300円 馬単： 32，205，900円 ワイド： 38，307，100円
3連複： 77，861，200円 3連単： 128，138，700円 計： 422，108，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 130円 � 170円 � 110円 枠 連（1－2） 2，230円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 530円 �� 190円 �� 310円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 8，220円

票 数

単勝票数 計 318887 的中 � 55086（2番人気）
複勝票数 計 365707 的中 � 69407（2番人気）� 37999（4番人気）� 116641（1番人気）
枠連票数 計 160881 的中 （1－2） 5586（7番人気）
馬連票数 計 610483 的中 �� 24681（7番人気）
馬単票数 計 322059 的中 �� 7354（12番人気）
ワイド票数 計 383071 的中 �� 15506（6番人気）�� 61656（1番人気）�� 30172（3番人気）
3連複票数 計 778612 的中 ��� 60844（2番人気）
3連単票数 計1281387 的中 ��� 11297（21番人気）

ハロンタイム 6．9―11．7―12．0―12．8―12．7―12．9―12．5―12．7―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．6―30．6―43．4―56．1―1：09．0―1：21．5―1：34．2―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインネプチューン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．7．1 中京5着

2015．2．12生 牡4青鹿 母 エ ル ノ ヴ ァ 母母 シンコウエルメス 17戦2勝 賞金 24，650，000円

13056 5月4日 晴 良 （1京都3） 第5日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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
1：21．7
1：20．3

重
不良

23 ロイヤルバローズ 牡4鹿 57 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 464－ 21：24．3 3．3�
713 メイショウテツワン 牡4鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 514－ 41：25．15 10．0�
510 エイシンネメシス 牝4青鹿55 武 豊�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 476＋10 〃 クビ 7．1�
48 エールショー 牡4芦 57 藤岡 康太�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 41：25．3� 60．5�
47 メイショウオオヅツ 牡5鹿 57 岡田 祥嗣松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 534－141：25．4� 23．2	
59 アシャカリアン 牡5栗 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 486－ 41：25．61� 4．6

714 トウカイシュテルン 牝5鹿 55 国分 優作内村 正則氏 坂口 智康 新冠 長浜牧場 490＋ 21：25．81 15．1�
24 ホ ノ ル ア 牡5黒鹿57 岩崎 翼守内ひろ子氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 486＋ 81：26．22� 72．3�
611 イイデファイナル 牡5芦 57 池添 謙一松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 516＋ 21：26．3クビ 4．6
816 ピラミッドファラオ 牡4黒鹿57 藤井勘一郎玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 494－ 6 〃 クビ 38．3�
612	 ネクストステップ 牡4鹿 57 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 530＋ 21：26．4� 112．6�
815 ナイトジュレップ 牡4栗 57 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：26．82 169．2�
36 ダノンスターズ 牡5黒鹿57 国分 恭介�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 450－ 41：26．9� 105．0�
11 ペ ガ ッ ソ 牡4黒鹿57 古川 吉洋栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 津島 優治 502＋ 2 〃 ハナ 49．2�
35 メイクグローリー 
5栗 57 竹之下智昭ライオンレースホース� 武 英智 浦河 絵笛牧場 B466＋ 41：27．85 16．8�
12 センティフォリア 牝4黒鹿55 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 430－ 61：28．11� 66．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，771，600円 複勝： 50，841，600円 枠連： 21，108，400円
馬連： 79，168，800円 馬単： 35，775，700円 ワイド： 53，618，800円
3連複： 111，291，200円 3連単： 130，469，600円 計： 517，045，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 290円 � 220円 枠 連（2－7） 1，100円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 750円 �� 590円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 17，930円

票 数

単勝票数 計 347716 的中 � 82650（1番人気）
複勝票数 計 508416 的中 � 99584（1番人気）� 39213（5番人気）� 57886（4番人気）
枠連票数 計 211084 的中 （2－7） 14830（4番人気）
馬連票数 計 791688 的中 �� 32205（7番人気）
馬単票数 計 357757 的中 �� 8814（11番人気）
ワイド票数 計 536188 的中 �� 18498（9番人気）�� 24315（5番人気）�� 8504（17番人気）
3連複票数 計1112912 的中 ��� 20705（9番人気）
3連単票数 計1304696 的中 ��� 5274（39番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．0―12．3―12．3―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．9―47．2―59．5―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルバローズ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．10．22 京都4着

2015．3．25生 牡4鹿 母 ゴッドフェニックス 母母 ロンドンブリッジ 7戦2勝 賞金 15，500，000円



13057 5月4日 晴 良 （1京都3） 第5日 第9競走 ��
��2，000�

か も が わ

鴨 川 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，30．5．5以降31．4．29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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

22 バレーノロッソ 牡4栗 54 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 496－ 42：00．3 7．4�
44 フォーラウェイ 牡6鹿 55 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450＋ 22：00．4� 30．7�
66 リュヌルージュ 牝4鹿 54 M．デムーロ窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 456－ 2 〃 ハナ 2．8�
67 スズカフューラー 牡5栗 54 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 434± 0 〃 クビ 98．5�
55 アドマイヤアゼリ 牡5鹿 55 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：00．61 4．4�
811 リリーモントルー 牡5鹿 54 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 440－ 22：00．7� 5．3	
810	 ケージーキンカメ 牡8黒鹿53 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 486＋162：00．91
 112．8

78 ビービーブレスユー 牡6鹿 53 松若 風馬�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 524－ 2 〃 ハナ 60．6�
79 レッドカイザー �8黒鹿55 松山 弘平 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 492＋102：01．22 13．8
33 イダエンペラー 牡4青鹿54 福永 祐一張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 クビ 4．9�
11 レッドストーリア 牝5鹿 52 酒井 学 �東京ホースレーシング 石坂 公一 日高 下河辺牧場 416－ 42：01．3� 64．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，142，500円 複勝： 49，849，800円 枠連： 15，303，300円
馬連： 88，961，900円 馬単： 42，159，300円 ワイド： 54，955，400円
3連複： 119，762，000円 3連単： 180，405，900円 計： 589，540，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 400円 � 140円 枠 連（2－4） 5，760円

馬 連 �� 8，040円 馬 単 �� 11，110円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 460円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 51，650円

票 数

単勝票数 計 381425 的中 � 40870（5番人気）
複勝票数 計 498498 的中 � 57393（5番人気）� 24045（7番人気）� 126905（1番人気）
枠連票数 計 153033 的中 （2－4） 2057（18番人気）
馬連票数 計 889619 的中 �� 8569（22番人気）
馬単票数 計 421593 的中 �� 2846（35番人気）
ワイド票数 計 549554 的中 �� 6617（20番人気）�� 33479（5番人気）�� 12515（13番人気）
3連複票数 計1197620 的中 ��� 13171（21番人気）
3連単票数 計1804059 的中 ��� 2532（157番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．3―12．7―12．6―12．7―11．1―11．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―36．3―49．0―1：01．6―1：14．3―1：25．4―1：36．8―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．9
1
3
2，3（1，6）（5，10）（4，7）9（8，11）・（2，3，6，7）－（1，5，10）（4，9，11）8

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

勝馬の
紹 介

バレーノロッソ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．12．23 阪神6着

2015．4．7生 牡4栗 母 イタリアンレッド 母母 バルドネキア 11戦3勝 賞金 34，488，000円
〔制裁〕 アドマイヤアゼリ号の騎手北村友一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※出走取消馬 サンティーニ号（疾病〔疝痛〕のため）

13058 5月4日 晴 良 （1京都3） 第5日 第10競走 ��
��1，800�パールステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，55�

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

812 スカーレットカラー 牝4鹿 55 岩田 康誠前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464＋ 41：45．3 25．0�

811 クィーンズベスト 牝6鹿 55 松山 弘平林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502－ 81：45．61� 6．7�
68 サ ラ ス 牝4鹿 55 松若 風馬吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 524－10 〃 クビ 39．5�
56 ゴージャスランチ 牝4黒鹿55 福永 祐一吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 アタマ 4．7�
11 ブラックスビーチ 牝5鹿 55 B．アヴドゥラ 山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468± 01：45．7	 8．8�

（豪）

22 テーオービクトリー 牝5鹿 55 藤岡 佑介小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 470－ 21：46．01� 14．7�
710 レイズアベール 牝5鹿 55 秋山真一郎 	サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 460＋ 4 〃 クビ 29．1

33 チカノワール 牝5鹿 55 武 豊�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 41：46．21
 38．0�
55 フィニフティ 牝4芦 55 M．デムーロ 	キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434－ 8 〃 クビ 4．0
79 アロハリリー 牝4青鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454± 01：46．52 3．3�
67 アルメリアブルーム 牝5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 422－101：46．71
 29．1�
44 � クリノハッチャン 牝8鹿 55 柴田 大知栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 468＋ 41：47．12 250．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，141，100円 複勝： 81，832，500円 枠連： 28，647，000円
馬連： 146，436，700円 馬単： 57，643，800円 ワイド： 87，367，800円
3連複： 195，953，900円 3連単： 252，521，100円 計： 907，543，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，500円 複 勝 � 640円 � 250円 � 1，260円 枠 連（8－8） 6，920円

馬 連 �� 7，400円 馬 単 �� 19，300円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 8，010円 �� 4，770円

3 連 複 ��� 81，820円 3 連 単 ��� 556，460円

票 数

単勝票数 計 571411 的中 � 18258（7番人気）
複勝票数 計 818325 的中 � 31808（7番人気）� 103307（4番人気）� 15038（11番人気）
枠連票数 計 286470 的中 （8－8） 3204（20番人気）
馬連票数 計1464367 的中 �� 15327（27番人気）
馬単票数 計 576438 的中 �� 2240（62番人気）
ワイド票数 計 873678 的中 �� 10125（28番人気）�� 2785（53番人気）�� 4706（43番人気）
3連複票数 計1959539 的中 ��� 1796（142番人気）
3連単票数 計2525211 的中 ��� 329（838番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．5―12．2―12．2―11．7―11．4―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．1―47．3―59．5―1：11．2―1：22．6―1：33．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカーレットカラー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2017．6．10 阪神2着

2015．2．26生 牝4鹿 母 ヴ ェ ン ト ス 母母 ブラッシングブライド 12戦2勝 賞金 52，795，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



13059 5月4日 晴 良 （1京都3） 第5日 第11競走 ��
��2，200�第67回京 都 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京都新聞杯（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，008，000円 288，000円 144，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．7

良
良

712 レッドジェニアル 牡3黒鹿56 酒井 学 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 480± 02：11．9 34．6�
33 ロジャーバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 新ひだか 飛野牧場 494－ 6 〃 クビ 5．2�
46 サトノソロモン 牡3鹿 56 B．アヴドゥラ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 550＋ 42：12．32� 13．0�

（豪）

45 � ナ イ マ マ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 456－ 2 〃 ハナ 32．6�
57 タガノディアマンテ 牡3栗 56 松山 弘平八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460± 02：12．51
 4．1�
34 ブレイキングドーン 牡3黒鹿56 福永 祐一前田 幸貴氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 494－ 4 〃 ハナ 6．4	
813� ヒーリングマインド 牡3鹿 56 池添 謙一ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 476＋ 42：12．81� 9．7

11 オールイズウェル 牡3黒鹿56 藤岡 佑介小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 490－ 42：13．12 5．9�
814 モ ズ ベ ッ ロ 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 482＋ 22：13．2クビ 58．7�
22 ヴァンケドミンゴ 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 460－ 22：13．41
 32．2
711 トーセンスカイ 牡3黒鹿56 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 洞湖 レイクヴィラファーム 484－102：13．5� 14．0�
58 ハバナウインド 牡3青鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 456－10 〃 クビ 67．3�
69 フランクリン 牡3青 56 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：13．82 8．5�
610 ヤマカツシシマル 牡3青鹿56 幸 英明山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 496＋122：14．43� 141．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 153，392，400円 複勝： 218，776，100円 枠連： 85，280，100円
馬連： 558，189，700円 馬単： 178，084，500円 ワイド： 299，474，200円
3連複： 895，301，800円 3連単： 1，052，556，900円 計： 3，441，055，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，460円 複 勝 � 790円 � 220円 � 480円 枠 連（3－7） 1，440円

馬 連 �� 8，490円 馬 単 �� 19，180円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 4，480円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 25，360円 3 連 単 ��� 214，830円

票 数

単勝票数 計1533924 的中 � 35440（11番人気）
複勝票数 計2187761 的中 � 62934（11番人気）� 314736（3番人気）� 110878（8番人気）
枠連票数 計 852801 的中 （3－7） 45617（5番人気）
馬連票数 計5581897 的中 �� 54170（34番人気）
馬単票数 計1780845 的中 �� 6963（74番人気）
ワイド票数 計2994742 的中 �� 30359（34番人気）�� 16882（44番人気）�� 69199（12番人気）
3連複票数 計8953018 的中 ��� 26471（90番人気）
3連単票数 計10525569 的中 ��� 3552（634番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―12．3―12．2―12．4―12．4―12．4―11．8―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．1―35．4―47．6―1：00．0―1：12．4―1：24．8―1：36．6―1：48．3―1：59．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドジェニアル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．1．13 京都3着

2016．4．5生 牡3黒鹿 母 レッドアゲート 母母 セカンドチャンス 5戦2勝 賞金 64，308，000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。

13060 5月4日 晴 良 （1京都3） 第5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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

510 パキュートハート 牡4鹿 57 太宰 啓介中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 524－ 41：52．2 10．0�
35 カフジキング 牡6鹿 57 M．デムーロ加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 474± 01：52．52 3．5�
36 ダノンプレシャス 牡6青鹿57 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 新ひだか グランド牧場 B472＋ 61：52．6� 34．7�
24 	 アポロテネシー 牡4鹿 57 B．アヴドゥラ アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

514＋ 4 〃 クビ 6．1�
（豪）

59 ナムラヘラクレス 牡5鹿 57 田中 健奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 486＋ 21：52．7
 11．8�
611 ダンサクドゥーロ 牡5芦 57 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 516－ 61：52．8クビ 28．6	
48 クルスデルスール 牡4黒鹿57 藤井勘一郎谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 512± 0 〃 ハナ 61．8

713 オ ク ラ ホ マ 牡5栗 57 北村 友一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B500－ 41：53．12 15．3�
11 ワタシノロザリオ 牝5青鹿55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 448－ 21：53．31� 23．2�
815 イ ベ リ ア 牡4黒鹿57 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484－12 〃 ハナ 7．8
714 サトノグリッター 牡4鹿 57 武 豊 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 494± 0 〃 クビ 6．3�
816 テイエムテツジン 牡7栗 57 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 バンブー牧場 452± 01：53．72� 267．0�
612� ヘヴントゥナイト 牡5芦 57 松若 風馬 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム B488＋ 8 〃 クビ 9．4�
23 ド ゥ リ ト ル 牡4黒鹿57 松山 弘平大林 一彦氏 村山 明 洞湖 レイクヴィラファーム 500－ 41：54．01
 53．4�
12 マッカートニー 牡6栗 57

56 ☆坂井 瑠星薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 472－ 41：54．1� 82．6�
47 ナ ム ラ キ ヌ 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 478± 01：54．31 91．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 84，698，800円 複勝： 123，836，600円 枠連： 46，640，800円
馬連： 195，867，300円 馬単： 75，119，200円 ワイド： 136，562，400円
3連複： 290，077，500円 3連単： 344，231，600円 計： 1，297，034，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 360円 � 160円 � 830円 枠 連（3－5） 1，200円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 970円 �� 6，270円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 22，820円 3 連 単 ��� 136，450円

票 数

単勝票数 計 846988 的中 � 67714（6番人気）
複勝票数 計1238366 的中 � 80537（6番人気）� 260111（1番人気）� 30556（11番人気）
枠連票数 計 466408 的中 （3－5） 30038（3番人気）
馬連票数 計1958673 的中 �� 60461（7番人気）
馬単票数 計 751192 的中 �� 9289（21番人気）
ワイド票数 計1365624 的中 �� 37742（8番人気）�� 5441（59番人気）�� 16600（24番人気）
3連複票数 計2900775 的中 ��� 9531（72番人気）
3連単票数 計3442316 的中 ��� 1829（441番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．8―12．8―12．3―12．0―12．0―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．1―49．9―1：02．2―1：14．2―1：26．2―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F38．0
1
3
・（6，9）10（2，14）－（3，8，4）13（15，7）5，11，1，12－16・（6，9）10，2（3，14）（5，4）（1，8，11）15，13，12（16，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パキュートハート �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．2．17 京都3着

2015．4．23生 牡4鹿 母 キャントセイワーズ 母母 リファールニース 9戦3勝 賞金 33，550，000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） 4頭 ヴォカツィオーネ号・サザンブリーズ号・テイエムチューハイ号・メイショウノボサン号
※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。



（1京都3）第5日 5月4日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 164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

281，860，000円
7，770，000円
20，980，000円
2，200，000円
33，700，000円
68，872，000円
4，502，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
604，101，600円
917，733，000円
298，167，600円
1，492，699，100円
607，441，200円
932，333，500円
2，212，738，800円
2，773，788，400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 9，839，003，200円

総入場人員 33，391名 （有料入場人員 26，737名）
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