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13061 5月5日 晴 良 （1京都3） 第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

58 オリーブティアラ 牝3栗 54 藤岡 康太飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 436＋ 21：54．5 3．5�
47 ハニーエンパイア 牝3黒鹿54 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 446－ 41：54．81� 6．2�
35 ピクシーメイデン 牝3鹿 54 小崎 綾也ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 81：55．01� 7．2�
712 リップグロス 牝3栗 54 藤井勘一郎 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 432＋ 41：55．32 9．8�
46 モ モ コ 牝3鹿 54 酒井 学ニッシンレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 470＋ 61：55．4� 23．3�
814 エールドール 牝3栗 54 幸 英明長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 474＋381：56．14 3．7	
713 ピンクキャンディー 牝3黒鹿54 和田 竜二吉澤 克己氏 石坂 公一 浦河 辻 牧場 482＋ 41：56．2� 16．0

23 スズカミュージック 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 450＋ 21：57．15 76．5�
611 ゴールドメファ 牝3栗 54 小牧 太手嶋 美季氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B466－ 81：57．52� 90．3�
59 モ ツ 牝3黒鹿54 国分 優作山下 良子氏 石橋 守 浦河 辻 牧場 452－ 21：57．6� 105．6
22 ナムラテンゲル 牝3栗 54 石川裕紀人奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 478± 01：57．7� 17．0�
815 ライブリーハピネス 牝3鹿 54 荻野 極加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 430－ 21：58．87 16．4�
11 メイショウミヤラビ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 464＋141：59．01� 33．8�
34 マニピュレート 牝3栗 54 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 428＋102：00．06 89．4�
610 テンノイセヒメ 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星天白 泰司氏 高柳 大輔 洞�湖 レイクヴィラファーム 410＋ 22：00．31� 183．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，431，700円 複勝： 28，349，000円 枠連： 10，591，500円
馬連： 45，177，400円 馬単： 21，575，200円 ワイド： 33，333，400円
3連複： 69，496，000円 3連単： 77，509，700円 計： 305，463，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 190円 � 170円 枠 連（4－5） 1，190円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 410円 �� 400円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 8，750円

票 数

単勝票数 計 194317 的中 � 43914（1番人気）
複勝票数 計 283490 的中 � 68135（1番人気）� 32653（4番人気）� 40605（3番人気）
枠連票数 計 105915 的中 （4－5） 6888（6番人気）
馬連票数 計 451774 的中 �� 32368（2番人気）
馬単票数 計 215752 的中 �� 8085（4番人気）
ワイド票数 計 333334 的中 �� 21080（3番人気）�� 21581（2番人気）�� 15892（4番人気）
3連複票数 計 694960 的中 ��� 27767（3番人気）
3連単票数 計 775097 的中 ��� 6419（14番人気）

ハロンタイム 12．2―11．7―13．0―13．1―13．1―12．6―12．7―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．9―36．9―50．0―1：03．1―1：15．7―1：28．4―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オリーブティアラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．4．6 阪神3着

2016．4．11生 牝3栗 母 スティールパス 母母 ロイヤルペルラ 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ハニーエンパイア号の騎手松山弘平は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マニピュレート号・テンノイセヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月

5日まで平地競走に出走できない。

13062 5月5日 晴 良 （1京都3） 第6日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時25分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

611 ヴァリアント 牡3青鹿56 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 新冠 守矢牧場 470－ 21：25．6 1．4�

815 グランドビクトリー 牡3栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 492± 01：25．81� 17．1�
59 � サ ン ド ル 牡3栗 54

53 ☆坂井 瑠星吉田 和美氏 中内田充正 豪 Miss K Stephens,
Mr D Griffin B536 ―1：26．22	 15．1�

47 ジャングリオン 牡3鹿 56 酒井 学幅田 昌伸氏 西園 正都 平取 船越 伸也 490 ―1：26．52 12．4�
34 マイネルメーア 牡3栗 56 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 洞
湖 レイクヴィラファーム 502＋121：26．6	 68．1�
11 メイショウカササギ 牝3鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 460－ 4 〃 クビ 5．9	
712 エイシンヨッシー 牡3栗 56 小牧 太�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 444 ―1：26．7	 70．0

35 ジュゼッペレオ 牡3栗 56 藤岡 康太石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 458－ 41：26．8クビ 42．8�
23 オートルフィーユ 牝3栗 54 古川 吉洋吉田 晴哉氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 41：27．01� 181．9�
58 スキンズマッチ 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗岡 浩二氏 大根田裕之 新冠 スカイビーチステーブル 444＋101：27．53 24．4
610 テ ッ パ ン 牡3黒鹿56 荻野 極小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 502 ―1：27．82 44．9�
46 ビービールース 牝3黒鹿54 松田 大作坂東 勝彦氏 石橋 守 平取 坂東牧場 504＋ 6 〃 ハナ 177．6�
814 サンライズグラン 牡3栗 56 国分 恭介松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 534 ―1：28．01� 178．2�
22 メイケイペガトップ 牡3鹿 56 太宰 啓介名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 460－ 81：28．42	 316．4�
713� ファインスティール 牝3鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 高柳 大輔 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

502＋ 41：28．82	 13．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，311，600円 複勝： 112，718，700円 枠連： 12，052，300円
馬連： 51，863，500円 馬単： 33，141，800円 ワイド： 39，832，900円
3連複： 74，994，400円 3連単： 112，259，600円 計： 470，174，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 350円 � 330円 枠 連（6－8） 1，070円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 560円 �� 590円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 5，050円 3 連 単 ��� 16，850円

票 数

単勝票数 計 333116 的中 � 177966（1番人気）
複勝票数 計1127187 的中 � 863645（1番人気）� 21216（7番人気）� 22712（6番人気）
枠連票数 計 120523 的中 （6－8） 8726（5番人気）
馬連票数 計 518635 的中 �� 33634（5番人気）
馬単票数 計 331418 的中 �� 15902（6番人気）
ワイド票数 計 398329 的中 �� 19190（5番人気）�� 17860（6番人気）�� 2420（30番人気）
3連複票数 計 749944 的中 ��� 11133（18番人気）
3連単票数 計1122596 的中 ��� 4829（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．4―47．8―1：00．1―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．8
3 ・（1，6，11）（7，9，13）15－（4，5）3（2，8）10－12－14 4 ・（1，6，11）（7，9，13，15）－（4，5）－3，8（2，10）12－14

勝馬の
紹 介

ヴァリアント �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．9．29 阪神5着

2016．3．1生 牡3青鹿 母 メロークーミス 母母 ジョーンズギフト 6戦1勝 賞金 9，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 メイケイペガトップ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月5日まで平地競走に出走で

きない。
※出走取消馬 トーアディアナ号（疾病〔左後挫跖〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 オグリクロノス号

第３回 京都競馬 第６日



13063 5月5日 晴 良 （1京都3） 第6日 第3競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走10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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

22 ティーブルーム 牡3栗 56 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 登別 登別上水牧場 456－ 42：02．1 4．2�
89 タカノアンジェラス 牡3青鹿56 古川 吉洋山口多賀司氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 B458－ 2 〃 クビ 3．4�
66 プレシャスメタル 牡3栗 56 国分 恭介ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 536－ 8 〃 アタマ 7．8�
55 ヤンチャヒメ 牝3鹿 54 藤井勘一郎ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494± 02：02．41� 22．3�
810 ヒリュウコウスイ 牡3栗 56 幸 英明西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 504－ 42：02．5� 4．4�
44 サンライズアキレス 牡3芦 56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 62：02．71� 3．8�
78 セイウンカイドウ 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 502－142：03．23 112．7	
33 スマートサーブル 牡3栗 56 岡田 祥嗣大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 前田ファーム 496± 02：03．52 21．7

11 オールマイト 牡3鹿 56 水口 優也中西 功氏 服部 利之 日高 高山牧場 474－ 22：05．5大差 77．4�
77 スズカジョーダン 牡3鹿 56 荻野 極永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 日高 Wing Farm B478± 02：07．09 156．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，093，500円 複勝： 33，922，600円 枠連： 11，615，000円
馬連： 45，439，800円 馬単： 25，659，500円 ワイド： 30，743，000円
3連複： 60，932，800円 3連単： 104，723，900円 計： 339，130，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 120円 � 200円 枠 連（2－8） 410円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 350円 �� 630円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 10，980円

票 数

単勝票数 計 260935 的中 � 48635（3番人気）
複勝票数 計 339226 的中 � 54367（4番人気）� 91260（1番人気）� 33640（5番人気）
枠連票数 計 116150 的中 （2－8） 21846（1番人気）
馬連票数 計 454398 的中 �� 39293（3番人気）
馬単票数 計 256595 的中 �� 11122（6番人気）
ワイド票数 計 307430 的中 �� 23721（4番人気）�� 11985（10番人気）�� 14514（8番人気）
3連複票数 計 609328 的中 ��� 20535（8番人気）
3連単票数 計1047239 的中 ��� 6913（45番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．0―12．8―12．7―12．8―13．0―13．4―13．3―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．4―30．4―43．2―55．9―1：08．7―1：21．7―1：35．1―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．4
1
3
1，3（5，9）－2－10＝6（7，8）－4・（1，3）9（5，10，2）＝（8，6）－4－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ティーブルーム 
�
父 カジノドライヴ 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．13 京都9着

2016．3．16生 牡3栗 母 ヒカルダイヤモンド 母母 クラクエンレディー 3戦1勝 賞金 6，300，000円

13064 5月5日 晴 良 （1京都3） 第6日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

59 アンジュミニョン 牝3鹿 54 田中 健 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 436－ 61：34．9 7．6�

612 ベストクィーン 牝3栗 54 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 414＋ 21：35．0� 13．6�
713 フィオレドーロ 牝3栗 54 幸 英明下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 424 ― 〃 ハナ 5．2�
714 モズコールズ 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新冠 三村 卓也 406＋ 41：35．21� 10．2�
11 ティーフルムーン 牝3鹿 54 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 418－ 41：35．3� 2．7�
12 スズカルージュ 牝3栗 54 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 462± 01：35．4� 47．5	
23 ジョースイーツ 牝3黒鹿54 水口 優也上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 460－ 1 〃 ハナ 46．7

510 ステップシー 牝3鹿 54 松山 弘平本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 438＋ 41：35．61� 14．2�
611 ナムラチヨガミ 牝3栗 54 川須 栄彦奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 410－201：35．81� 70．9�
24 エアビオンディ 牝3鹿 54 池添 謙一 �ラッキーフィールド吉村 圭司 様似 猿倉牧場 442＋ 21：35．9� 4．6
816 メイショウコハギ 牝3青鹿54 四位 洋文松本 好雄氏 千田 輝彦 様似 中脇 一幸 428－ 81：36．53� 53．0�
35 スモールウェーブ 牝3黒鹿54 酒井 学中辻 明氏 西園 正都 浦河 栄進牧場 494－10 〃 ハナ 40．0�
815 レサラダアスール 牝3黒鹿54 藤懸 貴志�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 450± 01：37．24 293．6�
48 ブレードフォルテ 牝3鹿 54 小崎 綾也一村 哲也氏 小崎 憲 日高 高山牧場 404－ 41：37．3� 262．3�
47 テッセラレイナ 牝3栗 54 小林 徹弥ディアレストクラブ� 山内 研二 浦河 ディアレスト

クラブ 470－ 41：37．4� 153．5�
（15頭）

36 レッドヴィータ 牝3青 54 古川 吉洋紅露 純氏 昆 貢 新冠 新冠橋本牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，334，000円 複勝： 33，151，400円 枠連： 13，969，300円
馬連： 46，595，700円 馬単： 21，601，000円 ワイド： 33，611，600円
3連複： 64，286，600円 3連単： 78，188，300円 計： 315，737，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 210円 � 370円 � 260円 枠 連（5－6） 2，110円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 8，580円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，080円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 11，570円 3 連 単 ��� 76，810円

票 数

単勝票数 差引計 243340（返還計 3107） 的中 � 25521（4番人気）
複勝票数 差引計 331514（返還計 2478） 的中 � 46151（2番人気）� 20723（7番人気）� 33395（5番人気）
枠連票数 差引計 139693（返還計 29） 的中 （5－6） 5123（8番人気）
馬連票数 差引計 465957（返還計 8858） 的中 �� 7383（19番人気）
馬単票数 差引計 216010（返還計 3606） 的中 �� 1887（36番人気）
ワイド票数 差引計 336116（返還計 3774） 的中 �� 5242（22番人気）�� 8152（13番人気）�� 5308（21番人気）
3連複票数 差引計 642866（返還計 17718） 的中 ��� 4166（36番人気）
3連単票数 差引計 781883（返還計 26001） 的中 ��� 738（236番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．5―47．9―59．9―1：11．4―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．0
3 ・（1，2）（4，9）（12，16）3，10，14（8，7）（5，11）（15，13） 4 1，2，9，4（12，16）3，10，14，8（5，11）13，7，15

勝馬の
紹 介

アンジュミニョン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．1．5 京都4着

2016．5．14生 牝3鹿 母 チェリーエンジェル 母母 デーエスソロン 3戦1勝 賞金 7，200，000円
〔出走取消〕 レッドヴィータ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
※テッセラレイナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13065 5月5日 晴 良 （1京都3） 第6日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

711 メイケイハリアー 牡3芦 56 和田 竜二名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 466－ 61：46．9 11．8�
46 ダンディズム 牡3黒鹿56 小崎 綾也 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 470 ―1：47．0� 10．8�
45 ダノンレグナム 牡3鹿 56 藤岡 康太�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 498＋ 2 〃 アタマ 5．0�
712 アナザーラブソング 牡3栗 56 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 466－ 41：47．1� 18．3�
33 	 ミッドサマーハウス 牝3青 54 松山 弘平ゴドルフィン 
島 一歩 英 Godolphin 450± 01：47．41� 5．9�
57 シャドウアロング 牡3鹿 56 藤井勘一郎飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472－101：47．5クビ 1．7	
814 ボ ン ベ ー ル 牡3鹿 56 城戸 義政木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 456－ 21：47．82 295．9

22 ブルベアベージュ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �ブルアンドベア 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 466－121：48．44 104．4�
11 トーアコルレオーネ 牡3鹿 56 川須 栄彦高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 432± 01：48．6� 194．3�
813 ワンダーハルム 牝3青鹿54 藤懸 貴志山本 能成氏 渡辺 薫彦 浦河 藤春 修二 450－ 2 〃 クビ 56．5
58 カ ッ シ ー ニ �3黒鹿56 古川 吉洋寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 村上 欽哉 492＋ 41：48．7� 21．8�
610 ラストリンクス 牡3栗 56 畑端 省吾池袋レーシング 吉田 直弘 新冠 ムラカミファーム 506－121：49．33� 187．1�
69 タガノジョーヌ 牡3栗 56 国分 恭介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－ 21：49．51� 258．7�
34 カシノパーティ 牝3鹿 54 小牧 太柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 ディアレスト

クラブ 480－ 21：50．03 229．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，593，700円 複勝： 45，666，900円 枠連： 13，409，500円
馬連： 51，273，100円 馬単： 31，426，900円 ワイド： 38，552，700円
3連複： 77，028，800円 3連単： 124，492，200円 計： 411，443，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 360円 � 480円 � 240円 枠 連（4－7） 1，100円

馬 連 �� 6，370円 馬 単 �� 13，870円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 640円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，930円 3 連 単 ��� 72，960円

票 数

単勝票数 計 295937 的中 � 20060（5番人気）
複勝票数 計 456669 的中 � 32034（4番人気）� 22758（6番人気）� 56519（3番人気）
枠連票数 計 134095 的中 （4－7） 9417（5番人気）
馬連票数 計 512731 的中 �� 6232（17番人気）
馬単票数 計 314269 的中 �� 1699（34番人気）
ワイド票数 計 385527 的中 �� 6329（16番人気）�� 16072（7番人気）�� 12013（10番人気）
3連複票数 計 770288 的中 ��� 7283（23番人気）
3連単票数 計1244922 的中 ��� 1237（170番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．3―12．6―12．6―12．1―11．8―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．0―34．3―46．9―59．5―1：11．6―1：23．4―1：34．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイケイハリアー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2018．12．9 中京4着

2016．6．1生 牡3芦 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 5戦1勝 賞金 6，600，000円
〔3走成績による出走制限〕 タガノジョーヌ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月5日まで平地競走に出走できな

い。

13066 5月5日 晴 良 （1京都3） 第6日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

35 イ メ ル 牡3黒鹿56 松山 弘平吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 466－ 61：25．3 2．7�
612 トップウイナー 牡3栗 56 藤岡 康太�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B466－ 8 〃 ハナ 4．7�
815 ヨ ハ ン 牡3鹿 56 古川 吉洋サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 428－ 61：25．72� 56．4�
59 ペ ガ サ ス 牡3青鹿56 和田 竜二中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 452± 01：25．8� 4．1�
816 アイメイドイット 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 404－ 81：26．22 38．8	

12 モルトグランデ 牡3黒鹿56 国分 恭介幅田 京子氏 庄野 靖志 様似 澤井 義一 510＋ 41：26．3� 32．9

23 パ レ ニ ア 牝3鹿 54 太宰 啓介今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 492＋ 41：26．4クビ 7．7�
714 カルロスミノル 牡3栗 56 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 468－ 61：26．5� 18．2�
36 レ サ イ ヤ 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 480± 01：27．13� 25．4
48 スパンキーワールド 牡3栗 56 藤井勘一郎大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 杵臼牧場 B514＋10 〃 クビ 26．7�
47 サンライズハイアー 牡3鹿 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 B478－ 21：27．41� 84．5�
713 コウエイバンビーノ 牡3黒鹿56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 野坂牧場 498＋16 〃 クビ 51．5�
24 フ ァ タ リ テ 牡3鹿 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 444± 0 〃 アタマ 47．5�
510 イチバンヤリ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 498－ 21：27．93 46．0�
611	 ローズカラー 牝3青 54 岡田 祥嗣竹原 孝昭氏 作田 誠二 浦河 大柳ファーム 442＋ 21：28．32� 344．9�
11 タムロドリーム 牝3鹿 54 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 482＋ 21：31．0大差 71．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，656，000円 複勝： 45，441，900円 枠連： 15，115，800円
馬連： 76，292，900円 馬単： 33，396，600円 ワイド： 51，176，200円
3連複： 108，805，800円 3連単： 120，398，700円 計： 486，283，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 170円 � 860円 枠 連（3－6） 540円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，130円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 7，520円 3 連 単 ��� 26，190円

票 数

単勝票数 計 356560 的中 � 105449（1番人気）
複勝票数 計 454419 的中 � 87674（1番人気）� 80184（3番人気）� 9467（13番人気）
枠連票数 計 151158 的中 （3－6） 21530（1番人気）
馬連票数 計 762929 的中 �� 102908（1番人気）
馬単票数 計 333966 的中 �� 27996（1番人気）
ワイド票数 計 511762 的中 �� 44925（2番人気）�� 5738（23番人気）�� 3737（34番人気）
3連複票数 計1088058 的中 ��� 10851（21番人気）
3連単票数 計1203987 的中 ��� 3332（61番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．8―12．6―13．0―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．7―47．3―1：00．3―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ メ ル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．8．12 小倉3着

2016．4．5生 牡3黒鹿 母 スマートアルテミス 母母 ジョーディシラオキ 8戦2勝 賞金 22，843，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タムロドリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月5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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エルズリー号・カモンスプリング号・コパノマーティン号・シンゼンマックス号・ノヴェッラ号・

マイネルプリサイス号・メイショウゼッケイ号



13067 5月5日 晴 良 （1京都3） 第6日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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
1：09．1
1：08．7

重
重

55 ロ ン ス 牝4芦 55 酒井 学熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：12．7 4．5�
811 レッドシャーロット 牝4鹿 55 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 468± 01：12．8� 2．4�
79 ヒロノオリオン 牝4鹿 55

54 ☆坂井 瑠星サンエイ開発� 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 480＋ 6 〃 クビ 23．8�
11 ラタンドレス 牝6鹿 55 松山 弘平 �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 490± 01：13．11� 18．4�
33 � クリノクノイチ 牝4黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 456＋ 21：13．2� 167．3�
22 ハ ウ リ ン グ 牝4栗 55 和田 竜二ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 21：13．3クビ 2．9	
78 ブライトメジャー 牝5栗 55 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 2 〃 クビ 24．2

810 ヴーディーズピアス 牝4青鹿55 藤懸 貴志田島 大史氏 石坂 公一 新冠 オリエント牧場 474＋ 61：13．51	 25．0�
44 � ニホンピロプレー 牝6黒鹿55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 440－ 21：13．6クビ 69．8�
67 ハトマークワルツ 牝5栗 55 城戸 義政山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 440＋ 41：14．02� 16．2
66 � フ ッ フ ー ル 牝4栗 55 松田 大作広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 432－ 41：16．1大差 33．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，876，700円 複勝： 27，826，000円 枠連： 12，077，600円
馬連： 59，741，100円 馬単： 32，221，800円 ワイド： 38，949，400円
3連複： 78，519，200円 3連単： 136，258，200円 計： 413，470，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 130円 � 310円 枠 連（5－8） 500円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，230円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 19，480円

票 数

単勝票数 計 278767 的中 � 48617（3番人気）
複勝票数 計 278260 的中 � 58492（3番人気）� 65072（1番人気）� 15628（6番人気）
枠連票数 計 120776 的中 （5－8） 18494（2番人気）
馬連票数 計 597411 的中 �� 90269（2番人気）
馬単票数 計 322218 的中 �� 21125（5番人気）
ワイド票数 計 389494 的中 �� 49775（2番人気）�� 7286（15番人気）�� 6989（17番人気）
3連複票数 計 785192 的中 ��� 14247（14番人気）
3連単票数 計1362582 的中 ��� 5069（56番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．7―12．2―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．5―47．7―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ン ス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2017．7．29 小倉3着

2015．5．25生 牝4芦 母 アイコチャン 母母 マサコチャン 13戦2勝 賞金 20，600，000円

13068 5月5日 晴 良 （1京都3） 第6日 第8競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時45分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

11 プルンクザール 牡4栗 57 池添 謙一水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466± 02：23．8 1．9�
33 ピッツィカート �6鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470± 02：23．9	 4．1�
44 ダノンアポロン 牡4鹿 57 荻野 極�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 496－ 22：24．21	 13．6�
77 サダムラピュタ 牡4黒鹿57 松山 弘平大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B474－ 22：24．94 4．7�
89 スズカマイゲスト 牡5鹿 57 藤井勘一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B492－ 22：25．53
 24．2	
55 タマモベルガモ 牡6栗 57 国分 恭介タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B490－ 42：25．71
 83．3

78 タガノシャルドネ 牡5鹿 57 古川 吉洋八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 82：25．91� 48．2�
66 チャーチタウン 牡4鹿 57 水口 優也山上 和良氏 大根田裕之 新冠 オリエント牧場 506－ 2 〃 クビ 104．4�
810 グランノーブル �6鹿 57 幸 英明三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 488± 02：26．0	 7．6
22 � イチザティアラ 牝4黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 458＋102：26．74 173．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，732，900円 複勝： 39，527，700円 枠連： 11，992，200円
馬連： 55，953，400円 馬単： 36，198，600円 ワイド： 36，115，300円
3連複： 75，131，600円 3連単： 163，147，100円 計： 450，798，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 190円 枠 連（1－3） 300円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 170円 �� 330円 �� 540円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，630円

票 数

単勝票数 計 327329 的中 � 131959（1番人気）
複勝票数 計 395277 的中 � 166762（1番人気）� 64209（2番人気）� 30585（5番人気）
枠連票数 計 119922 的中 （1－3） 30477（1番人気）
馬連票数 計 559534 的中 �� 117981（1番人気）
馬単票数 計 361986 的中 �� 50065（1番人気）
ワイド票数 計 361153 的中 �� 66597（1番人気）�� 25741（5番人気）�� 14128（8番人気）
3連複票数 計 751316 的中 ��� 57802（4番人気）
3連単票数 計1631471 的中 ��� 44886（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．5―34．7―47．0―58．9―1：10．9―1：23．2―1：35．4―1：47．4―1：59．5―2：11．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プルンクザール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Galileo デビュー 2017．9．10 阪神5着

2015．3．17生 牡4栗 母 プリオバーン 母母 Tropical Lake 14戦2勝 賞金 30，950，000円



13069 5月5日 晴 良 （1京都3） 第6日 第9競走 ��
��1，800�

か み が も

上賀茂ステークス
発走14時15分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，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 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
1：47．8
1：47．8

重
重

12 サトノプライム 牡5鹿 55 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 500－ 41：51．7 12．3�
48 スズカガルチ 牡5栗 54 荻野 極永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B522± 01：51．8� 7．0�
815 バニーテール 牝5芦 52 坂井 瑠星金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：52．01 5．7�
23 カ ラ ク プ ア �6黒鹿55 石川裕紀人�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B486± 01：52．42	 137．1�
510 メイプルブラザー 牡5栗 56 森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 482＋ 61：52．5� 51．5�
35 フォーカード 牡5栗 55 小牧 太椎名 節氏 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 474± 01：52．6クビ 17．1	
611 テーオーフォース 牡4黒鹿54 国分 恭介小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 4 〃 アタマ 7．3

612 プロスパラスデイズ 牡4鹿 56 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B514－ 21：52．7クビ 7．8�
816 クインズヌーサ 牝5鹿 51 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 468＋ 61：53．02 42．2�
47 グ ア ン 牝4栗 53 池添 謙一�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 466± 0 〃 クビ 3．0
714 メイショウテムズ 牡5栗 55 幸 英明松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 494－ 81：53．1	 16．3�
59 ベルウッドケルン 牡7栗 52 小崎 綾也鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 490＋ 41：53．2クビ 359．8�
11 ナムラシンウチ 牡5鹿 54 松山 弘平奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 B516＋ 21：53．3� 20．3�
24 テイエムジョウネツ 牝7黒鹿52 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 466＋121：53．51
 70．7�
713 レッドウィズダム 牡6鹿 53 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 502－ 41：53．7� 85．7�
36 クリノリトミシュル 牝6鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 504± 01：53．8� 52．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，918，300円 複勝： 62，996，600円 枠連： 30，214，200円
馬連： 119，009，700円 馬単： 47，026，700円 ワイド： 73，212，100円
3連複： 165，250，500円 3連単： 191，601，000円 計： 736，229，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 280円 � 240円 � 180円 枠 連（1－4） 930円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 6，540円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，140円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 9，630円 3 連 単 ��� 67，560円

票 数

単勝票数 計 469183 的中 � 30514（6番人気）
複勝票数 計 629966 的中 � 52197（6番人気）� 67299（4番人気）� 101611（2番人気）
枠連票数 計 302142 的中 （1－4） 25079（4番人気）
馬連票数 計1190097 的中 �� 26877（16番人気）
馬単票数 計 470267 的中 �� 5386（30番人気）
ワイド票数 計 732121 的中 �� 16287（15番人気）�� 16464（13番人気）�� 18153（11番人気）
3連複票数 計1652505 的中 ��� 12865（32番人気）
3連単票数 計1916010 的中 ��� 2056（226番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．8―47．9―1：00．4―1：13．3―1：26．0―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノプライム �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2016．7．24 函館8着

2014．4．7生 牡5鹿 母 ラストアロー 母母 サンヨウアロー 22戦5勝 賞金 89，728，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カレンカカ号・テイエムディラン号・ビッグアイランド号

13070 5月5日 晴 良 （1京都3） 第6日 第10競走 ��
��1，400�

たちばな

橘 ス テ ー ク ス（Ｌ）
発走14時50分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

47 ディープダイバー 牡3黒鹿56 藤岡 康太�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 448± 01：20．7 5．5�
11 ジュランビル 牝3黒鹿54 和田 竜二村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 460± 0 〃 クビ 2．6�
36 レ ノ ー ア 牝3栗 54 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 404＋ 21：21．33	 28．8�
12 ホープフルサイン 牡3黒鹿56 酒井 学 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 500＋ 81：21．4	 12．9�
510 ジャスティン 牡3栗 56 坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 480－ 61：21．5	 18．0�
713 アズマヘリテージ 牝3栗 54 岡田 祥嗣東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 456－ 2 〃 クビ 44．3	
59 ウィンターリリー 牝3芦 54 国分 恭介田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム 436＋ 41：21．6クビ 251．4

714 グ レ イ シ ア 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 464＋20 〃 クビ 6．5�
612
 ルマーカーブル 牡3鹿 56 川須 栄彦伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 520± 01：21．7� 126．1�
815 ブリングイットオン 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 436＋12 〃 クビ 48．4
24 ファイトフォーラヴ 牡3鹿 56 幸 英明金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 466＋ 61：21．91� 20．0�
23 グ ラ ナ タ ス 牡3鹿 56 四位 洋文 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 468± 0 〃 アタマ 12．1�
35  アスターペガサス 牡3栗 57 小崎 綾也加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

498－12 〃 アタマ 9．5�
48 シングルアップ 牡3鹿 57 松山 弘平 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 524－12 〃 アタマ 30．9�
816 イッツクール 牡3栗 57 古川 吉洋久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472＋ 21：22．21� 29．1�
611 スタークォーツ 牝3青鹿54 荻野 極輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 472－ 21：22．3	 116．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，732，700円 複勝： 69，015，000円 枠連： 32，646，000円
馬連： 148，478，400円 馬単： 55，862，400円 ワイド： 83，985，400円
3連複： 200，038，700円 3連単： 231，071，700円 計： 876，830，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 130円 � 510円 枠 連（1－4） 630円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，810円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 21，740円

票 数

単勝票数 計 557327 的中 � 80174（2番人気）
複勝票数 計 690150 的中 � 117533（2番人気）� 171938（1番人気）� 23370（9番人気）
枠連票数 計 326460 的中 （1－4） 40049（1番人気）
馬連票数 計1484784 的中 �� 148342（1番人気）
馬単票数 計 558624 的中 �� 23587（2番人気）
ワイド票数 計 839854 的中 �� 86523（1番人気）�� 10795（21番人気）�� 15392（13番人気）
3連複票数 計2000387 的中 ��� 31757（10番人気）
3連単票数 計2310717 的中 ��� 7703（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．1―46．5―57．9―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディープダイバー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2018．6．10 阪神2着

2016．2．29生 牡3黒鹿 母 シ ア ー ジ ュ 母母 Dancesowell 11戦3勝 賞金 58，701，000円
〔制裁〕 アズマヘリテージ号の騎手岡田祥嗣は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12

番・8番）

１レース目



13071 5月5日 晴 良 （1京都3） 第6日 第11競走 ��
��1，200�

く ら ま

鞍馬ステークス
発走15時30分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

24 ミラアイトーン 牡5青鹿56 松山 弘平島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 532－ 41：07．6 1．8�
59 カラクレナイ 牝5栗 54 和田 竜二吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 504± 01：07．7	 11．8�
47 イエローマリンバ 牝4青鹿54 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 440＋121：07．8
 8．5�
35 メイソンジュニア 牡5鹿 56 四位 洋文 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 27．0�
817 カイザーメランジェ 牡4鹿 56 藤岡 康太友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 478＋ 81：07．9
 14．2	
36 コウエイタケル 牡8鹿 56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 504＋ 21：08．0	 89．0

510 ダイメイフジ 牡5鹿 57 酒井 学宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 514－141：08．1クビ 7．8�
714 ダイメイプリンセス 牝6黒鹿57 池添 謙一宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 506± 0 〃 クビ 25．9�
48 トウショウピスト 牡7鹿 57 国分 恭介トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482－101：08．2クビ 192．1
23 クインズサリナ 牝5黒鹿54 石川裕紀人亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 468＋ 21：08．41� 25．1�
12 ナインテイルズ 牡8栗 58 松田 大作岡田 牧雄氏 長谷川浩大 浦河 山田牧場 484＋ 2 〃 アタマ 41．4�
11 ツーエムマイスター 牡7黒鹿56 荻野 極水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 468＋ 41：08．5クビ 52．8�
816 フミノムーン 牡7栗 57 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 446＋ 61：08．6
 37．8�
611 セカンドテーブル 牡7栗 56 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 日高 川島 良一 476－12 〃 アタマ 16．2�
612 タイセイプライド 牡4青鹿56 藤井勘一郎田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 B504－ 21：08．7
 64．9�
713 オールポッシブル 牝5鹿 54 坂井 瑠星�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 494－ 6 〃 クビ 54．0�
815� モルトアレグロ 牝4青鹿54 古川 吉洋吉田 千津氏 武井 亮 米

Town And Country
Horse Farms, LLC &
Frank & Kim Taylor

490＋ 61：09．65 73．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 73，419，100円 複勝： 88，856，800円 枠連： 59，718，400円
馬連： 255，030，200円 馬単： 108，539，100円 ワイド： 128，766，100円
3連複： 370，123，800円 3連単： 508，897，700円 計： 1，593，351，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 230円 � 210円 枠 連（2－5） 440円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 500円 �� 410円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 10，450円

票 数

単勝票数 計 734191 的中 � 317698（1番人気）
複勝票数 計 888568 的中 � 279836（1番人気）� 75696（4番人気）� 85941（3番人気）
枠連票数 計 597184 的中 （2－5） 103267（1番人気）
馬連票数 計2550302 的中 �� 163294（3番人気）
馬単票数 計1085391 的中 �� 51685（4番人気）
ワイド票数 計1287661 的中 �� 67180（3番人気）�� 85007（2番人気）�� 20126（15番人気）
3連複票数 計3701238 的中 ��� 86948（5番人気）
3連単票数 計5088977 的中 ��� 35285（13番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―10．7―11．0―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―33．9―44．9―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．4―3F33．7
3 7（13，14）17，5（8，10）3（4，15）（9，11，12）（1，6，16）2 4 7，13（5，14，17）（8，10）（3，4，9）（6，11，15，12）1（2，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミラアイトーン �
�
父 Lonhro �

�
母父 Tiznow デビュー 2016．8．7 小倉1着

2014．3．22生 牡5青鹿 母 タイタンクイーン 母母 Ensnare 9戦6勝 賞金 92，073，000円
〔制裁〕 モルトアレグロ号の騎手古川吉洋は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・10番・

9番）
※出走取消馬 ライトフェアリー号（疾病〔左後肢跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 オールインワン号

13072 5月5日 晴 良 （1京都3） 第6日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
1：31．3
1：30．7

良
良

89 ト ラ イ ン 牡4鹿 57 松山 弘平大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 458＋ 41：32．6 3．1�
77 ウインシャトレーヌ 牝5栗 55 池添 謙一�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：33．23� 7．9�
88 ドリームソルジャー 牡5栗 57 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 476－ 41：33．41	 90．8�

22 ノストラダムス 牡4鹿 57 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 5．3�
44 アクセラレート 牡7鹿 57 幸 英明 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－101：33．5
 23．6	
11 ムーンレイカー 牡4鹿 57

56 ☆坂井 瑠星門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 472－ 41：33．6
 7．3

33 メイショウグロッケ 牝5鹿 55 藤岡 康太松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 454± 01：34．02� 5．0�
55 トゥザフロンティア 牡4鹿 57 荻野 極 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B502－ 61：34．42� 5．0
66 ユアスイスイ 牝5栗 55 小崎 綾也ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B486－ 61：35．14 32．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 67，092，600円 複勝： 64，665，500円 枠連： 21，673，000円
馬連： 140，683，500円 馬単： 59，887，700円 ワイド： 75，264，500円
3連複： 158，459，800円 3連単： 310，477，700円 計： 898，204，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 240円 � 1，610円 枠 連（7－8） 1，200円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 490円 �� 3，390円 �� 5，500円

3 連 複 ��� 16，420円 3 連 単 ��� 45，830円

票 数

単勝票数 計 670926 的中 � 172846（1番人気）
複勝票数 計 646655 的中 � 122206（1番人気）� 70873（6番人気）� 7726（9番人気）
枠連票数 計 216730 的中 （7－8） 13996（6番人気）
馬連票数 計1406835 的中 �� 95907（5番人気）
馬単票数 計 598877 的中 �� 26355（4番人気）
ワイド票数 計 752645 的中 �� 43330（6番人気）�� 5456（28番人気）�� 3332（30番人気）
3連複票数 計1584598 的中 ��� 7237（45番人気）
3連単票数 計3104777 的中 ��� 4911（157番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．0―46．6―58．3―1：09．9―1：21．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ラ イ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2017．11．26 京都1着

2015．5．8生 牡4鹿 母 マ ル ケ サ 母母 Dietrich 8戦3勝 賞金 30，406，000円

４レース目



（1京都3）第6日 5月5日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164頭 本 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

227，390，000円
21，380，000円
1，540，000円
25，080，000円
66，818，000円
4，264，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
472，192，800円
652，138，100円
245，074，800円
1，095，538，700円
506，537，300円
663，542，600円
1，503，068，000円
2，159，025，800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 7，297，118，100円

総入場人員 27，767名 （有料入場人員 26，682名）
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