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13109 5月19日 晴 良 （1京都3） 第10日 第1競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走9時55分 （ダート・右）
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

713 タガノゴマチャン 牡3芦 56 川須 栄彦八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 474± 01：25．7 7．5�
36 � ヴィーゲンリート 牝3青鹿54 浜中 俊�ノースヒルズ 武 幸四郎 米 Kinsman

Farm 464＋ 41：25．8� 37．1�
612 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 484－ 61：26．01	 8．7�
12 トライゲッター 牡3黒鹿56 丹内 祐次畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 中島牧場 504± 01：26．1� 45．5�
23 バブリーダンス 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 61：27．05 25．9�

24 エスコビージャ 牡3黒鹿56 藤井勘一郎 	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 488± 0 〃 クビ 5．8


815� サ ン ド ル 牡3栗 54 B．アヴドゥラ 吉田 和美氏 中内田充正 豪 Miss K Stephens,
Mr D Griffin B530－ 61：27．31� 2．1�

（豪）

48 トーアディアナ 牝3栗 54
51 ▲亀田 温心高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 410－ 41：27．4クビ 225．5�

59 � トライレグナム 牡3栗 56 吉田 隼人 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米

Taylor Bros Prop.LLC, Pollock
Farms, Patrick Payne & Bay-
sore Stables LLC

492＋ 21：27．71� 13．9
11 � プリンシパル 牡3鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 矢作 芳人 英 Cheveley Park

Stud Ltd 504－ 6 〃 クビ 18．7�
35 ピエナキャプテン 牡3芦 56 四位 洋文本谷 兼三氏 武 英智 千歳 社台ファーム 462－ 21：28．01� 15．8�
816 メイショウイギョク 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 坂口 智康 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 41：29．610 29．4�
47 カームタウン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 浦河 岡本 昌市 476 ― 〃 クビ 46．1�
714 キーメモリー 牝3黒鹿54 小牧 太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 456－ 31：30．23
 273．0�
510 シンゼントントン 牡3芦 56 小林 徹弥原 司郎氏 飯田 祐史 新ひだか 山際牧場 464 ―1：31．05 116．7�
611 ディーズハイエンド 牝3栗 54 松若 風馬秋谷 壽之氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 444－ 61：32．7大差 38．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，282，800円 複勝： 36，279，400円 枠連： 10，102，100円
馬連： 47，364，200円 馬単： 22，764，700円 ワイド： 34，480，400円
3連複： 71，624，400円 3連単： 80，305，500円 計： 322，203，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 300円 � 1，060円 � 280円 枠 連（3－7） 3，470円

馬 連 �� 17，450円 馬 単 �� 29，950円

ワ イ ド �� 3，610円 �� 850円 �� 4，050円

3 連 複 ��� 37，610円 3 連 単 ��� 274，620円

票 数

単勝票数 計 192828 的中 � 20552（3番人気）
複勝票数 計 362794 的中 � 33611（4番人気）� 7694（11番人気）� 37494（3番人気）
枠連票数 計 101021 的中 （3－7） 2251（13番人気）
馬連票数 計 473642 的中 �� 2103（42番人気）
馬単票数 計 227647 的中 �� 570（77番人気）
ワイド票数 計 344804 的中 �� 2408（39番人気）�� 10948（7番人気）�� 2138（42番人気）
3連複票数 計 716244 的中 ��� 1428（90番人気）
3連単票数 計 803055 的中 ��� 212（636番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．3―12．3―12．6―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．6―46．9―59．2―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノゴマチャン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．12．23 阪神10着

2016．4．8生 牡3芦 母 ア レ キ パ 母母 パ イ タ 7戦1勝 賞金 8，250，000円
〔発走状況〕 ディーズハイエンド号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キーメモリー号・シンゼントントン号・ディーズハイエンド号は，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ヴィエントフレスコ号・メイショウヤソキチ号・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。

13110 5月19日 晴 良 （1京都3） 第10日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時20分 （ダート・右）

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

11 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 B498＋ 41：54．8 4．5�
23 アスタードラゴン 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 B454＋ 21：54．9� 26．7�
816 ナリタムソウ 牡3鹿 56 藤岡 康太�オースミ 藤沢 則雄 浦河 �川 啓一 470＋ 21：55．11� 9．0�
35 ウェーブライダー 牡3鹿 56 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 510± 01：55．42 11．9�
24 サツキサンダー 牝3栗 54 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新冠 芳住 鉄兵 444 ―1：56．03� 7．2�
47 オトメザミッキー 牝3青鹿54 �島 良太三木 久史氏 長谷川浩大 新冠 佐藤牧場 416± 0 〃 ハナ 64．3	
36 ビービーオネスト 牡3黒鹿 56

53 ▲岩田 望来
坂東牧場 加用 正 日高 新井 昭二 518＋ 61：56．21� 4．3�
510 スキッピングロック 牡3鹿 56 四位 洋文 
サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：57．47 8．8�
611 メイショウパティオ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 446＋ 41：57．61� 21．4
815 マッケンユウ 	3鹿 56 荻野 極北側 雅勝氏 池添 兼雄 日高 目黒牧場 448＋ 21：57．8� 30．3�
713 ナナカマドカ 牝3黒鹿54 酒井 学飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 460＋ 4 〃 ハナ 47．9�
12 メイショウコンペキ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 日の出牧場 512－181：57．9� 155．1�
48 ラストクリーガー 牡3鹿 56 松若 風馬辻 高史氏 庄野 靖志 新冠 村田牧場 454＋ 2 〃 ハナ 31．6�
612 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 516＋ 21：58．22 28．0�
714 ヴェイパライズ 牡3黒鹿56 小崎 綾也加藤 誠氏 中竹 和也 日高 川端 正博 448＋ 41：58．41� 126．8�
59 ジーガスリッド 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心 
キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B470－121：58．71� 8．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，487，500円 複勝： 24，105，700円 枠連： 10，761，500円
馬連： 40，941，600円 馬単： 18，477，600円 ワイド： 27，494，800円
3連複： 59，473，900円 3連単： 63，837，000円 計： 263，579，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 660円 � 330円 枠 連（1－2） 1，460円

馬 連 �� 9，000円 馬 単 �� 13，880円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 1，060円 �� 6，500円

3 連 複 ��� 43，260円 3 連 単 ��� 246，170円

票 数

単勝票数 計 184875 的中 � 32633（2番人気）
複勝票数 計 241057 的中 � 43425（1番人気）� 7875（11番人気）� 17724（6番人気）
枠連票数 計 107615 的中 （1－2） 5692（7番人気）
馬連票数 計 409416 的中 �� 3522（33番人気）
馬単票数 計 184776 的中 �� 998（58番人気）
ワイド票数 計 274948 的中 �� 2464（38番人気）�� 6893（9番人気）�� 1063（69番人気）
3連複票数 計 594739 的中 ��� 1031（143番人気）
3連単票数 計 638370 的中 ��� 188（844番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．9―12．8―12．8―12．7―12．6―13．2―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．8―49．6―1：02．4―1：15．1―1：27．7―1：40．9

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

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤンチャヒメ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．12．28 阪神7着

2016．3．28生 牝3鹿 母 ウエストコースト 母母 ビーポジティブ 4戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 ナリタムソウ号の騎手藤岡康太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11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。
（非当選馬） 3頭 キャラメルムーン号・テイエムブランコ号・プカナラ号

第３回 京都競馬 第１０日



13111 5月19日 晴 良 （1京都3） 第10日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時50分 （芝・右・外）

牝；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

510 オメガハートクィン 牝3黒鹿54 B．アヴドゥラ 原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 436＋ 21：47．7 3．8�
（豪）

612 マハーラーニー 牝3鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋101：47．91� 7．8�
48 レッドルーヴル 牝3黒鹿54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 466± 01：48．0� 11．0�
815 プ ロ ム 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 482－ 41：48．1� 3．7�
12 ステップシー 牝3鹿 54 大野 拓弥本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 428－101：48．2� 58．4	
36 ショウサンワンラヤ 牝3黒鹿54 松若 風馬鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 420－ 41：48．41� 38．7

817 フィオレドーロ 牝3栗 54 秋山真一郎下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 422－ 21：48．5クビ 2．6�
11 カリマンタン 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 日高 メイプルファーム 390－ 4 〃 ハナ 334．2�
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± 01：48．71� 282．0
611 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 462＋ 21：48．8� 62．1�
35 エイシントロピコ 牝3栗 54 小崎 綾也�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 468 ―1：49．22� 118．6�
714 タマモキラメキ 牝3栗 54 国分 恭介タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 432－ 81：49．41� 20．2�
816 セレッソノワール 牝3青鹿54 藤懸 貴志三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 カナイシスタッド 414－ 41：49．71� 489．3�
59 メイショウマシミズ 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 468＋ 21：49．8クビ 355．9�
47 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 428－ 21：50．22� 242．8�
713 ビ ー ジ ー ナ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心馬場 祥晃氏 牧田 和弥 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋ 81：50．41 677．4�

23 ト シ エ 牝3栗 54 小牧 太風早 信昭氏 森 秀行 平取 北島牧場 448± 01：51．03� 249．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 28，874，500円 複勝： 39，053，200円 枠連： 10，919，500円
馬連： 49，265，300円 馬単： 25，299，400円 ワイド： 34，330，000円
3連複： 70，086，700円 3連単： 95，042，100円 計： 352，870，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 240円 � 260円 枠 連（5－6） 1，530円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 630円 �� 600円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 25，380円

票 数

単勝票数 計 288745 的中 � 59321（3番人気）
複勝票数 計 390532 的中 � 69311（3番人気）� 39135（4番人気）� 35129（5番人気）
枠連票数 計 109195 的中 （5－6） 5529（6番人気）
馬連票数 計 492653 的中 �� 19756（9番人気）
馬単票数 計 252994 的中 �� 5749（11番人気）
ワイド票数 計 343300 的中 �� 14079（8番人気）�� 15007（6番人気）�� 7863（13番人気）
3連複票数 計 700867 的中 ��� 10951（17番人気）
3連単票数 計 950421 的中 ��� 2714（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．4―48．1―1：01．0―1：12．9―1：24．2―1：35．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガハートクィン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．9．22 阪神2着

2016．4．29生 牝3黒鹿 母 オメガハートランド 母母 オメガアイランド 5戦1勝 賞金 9，850，000円
〔3走成績による出走制限〕 ライブリーハピネス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月19日まで平地競走に出走

できない。
※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。

13112 5月19日 晴 良 （1京都3） 第10日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時20分 （芝・右）

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

24 ハーフバック 牝3黒鹿54 松若 風馬本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 458－101：20．9 6．1�
11 プラネットアース 牡3鹿 56 三浦 皇成吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 464－ 2 〃 クビ 5．5�
23 スギノヴォルケーノ 牡3鹿 56 浜中 俊杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 492＋ 21：21．21� 2．9�
47 ウェーブクリスタル 牝3黒鹿54 荻野 極万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 396± 0 〃 クビ 6．2�
510 アストライア 牝3栗 54 B．アヴドゥラ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B422＋121：21．3クビ 17．4�

（豪）

36 コ パ カ テ ィ 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 464－ 81：21．51� 14．9	
59 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± 01：22．03 15．0�
12 オーサムウインド 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 414 ― 〃 ハナ 9．2�
48 ミユキディオニソス 牡3青鹿56 小牧 太長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 458－141：22．21� 115．3
817 ロングファイナリー �3鹿 56 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 460－ 4 〃 クビ 394．1�
714 ヨドノオーシャン 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 420＋ 61：22．62� 107．6�
818 アイゴットイット 牡3栗 56 吉田 隼人吉田 千津氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 500 ―1：22．7クビ 33．3�
816 ラ イ ズ 牡3鹿 56 古川 吉洋中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 518± 01：22．91� 39．5�
611 ラ ン バ ー ト 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来山本又一郎氏 千田 輝彦 浦河 松栄牧場 B464± 01：23．0クビ 56．6�
35 ジュエリーボックス 牝3鹿 54 高倉 稜畑佐 博氏 石橋 守 新ひだか 折手牧場 406± 01：23．21� 390．8�
715 タガノスプモーネ 牝3栗 54 秋山真一郎八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 466－141：23．41� 235．5�
713 タガノグラシアス 牝3栗 54 大野 拓弥八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460 ―1：23．93 145．6�
612 フ ル ー メ ン 牡3鹿 56 酒井 学金子真人ホール

ディングス
 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 502－ 61：25．28 424．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，266，300円 複勝： 47，650，500円 枠連： 15，177，500円
馬連： 56，740，400円 馬単： 24，956，000円 ワイド： 42，378，800円
3連複： 82，326，400円 3連単： 93，857，200円 計： 392，353，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 160円 � 140円 枠 連（1－2） 380円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 550円 �� 350円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 7，950円

票 数

単勝票数 計 292663 的中 � 38270（3番人気）
複勝票数 計 476505 的中 � 62382（4番人気）� 77425（2番人気）� 103245（1番人気）
枠連票数 計 151775 的中 （1－2） 30285（1番人気）
馬連票数 計 567404 的中 �� 26898（4番人気）
馬単票数 計 249560 的中 �� 6192（7番人気）
ワイド票数 計 423788 的中 �� 18195（4番人気）�� 30972（2番人気）�� 41544（1番人気）
3連複票数 計 823264 的中 ��� 48354（1番人気）
3連単票数 計 938572 的中 ��� 8553（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―46．3―57．6―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．6
3 3，4（1，11）（7，16）（5，9）（10，6）（17，13，14）2－（18，12）15，8 4 ・（3，4）1（7，11）（5，9，16）（10，6）－（17，14）13，2，18－8－12，15

勝馬の
紹 介

ハーフバック �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．7．29 新潟9着

2016．3．12生 牝3黒鹿 母 キトゥンブルー 母母 キトゥントリックス 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フルーメン号は，「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。
（非当選馬） 1頭 ルナーアピール号
※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。



13113 5月19日 晴 良 （1京都3） 第10日 第5競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時10分 （芝・右）
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

47 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 448＋ 22：00．6 2．2�
34 ホウオウアクセル 牡3栗 56 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 440－ 82：01．02� 5．2�
59 ケンブリッジウルス 牡3青鹿56 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 山口 義彦 472＋102：01．21� 40．8�
11 メテオスウォーム 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �シルクレーシング 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 B482－ 62：01．41� 4．0�
815 ゴットパシオン 牝3栗 54

53 ☆富田 暁後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 436－ 42：02．03� 6．7�
35 スズカコンパス 牡3鹿 56 古川 吉洋永井 啓弍氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 420＋ 2 〃 ハナ 29．4	
814 テイルオブゴールド 牝3栗 54 三浦 皇成鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新冠 パカパカ

ファーム 458－ 82：02．32 11．2

23 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 524－ 22：02．4� 230．5�
713 ズ ラ リ 牡3栗 56 松田 大作杉澤 光雄氏 武 英智 新冠 ムラカミファーム 470－ 42：02．72 236．7�
610 メイショウサガノ 牝3鹿 54 高倉 稜松本 好雄氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三木田 明仁 508－ 22：03．65 91．3
46 ワンダーボーイ 牡3黒鹿56 松若 風馬岡田 牧雄氏 長谷川浩大 新ひだか 岡田スタツド 470± 02：04．34 194．6�
712 ドゥーワンズベスト 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心西森 鶴氏 清水 久詞 日高 日西牧場 478－ 62：04．93� 217．6�
22 マーストファクト 牡3芦 56 大野 拓弥岡田甲子男氏 清水 久詞 新ひだか 坂本牧場 516＋ 22：05．0クビ 61．4�
58 カラスミヤビ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩田 望来飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B454＋ 62：05．21� 207．8�
611 テーオースパーク 牡3栗 56 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠 パカパカ

ファーム 420－ 42：06．37 47．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，902，500円 複勝： 26，021，400円 枠連： 11，766，800円
馬連： 46，773，100円 馬単： 21，674，100円 ワイド： 29，075，900円
3連複： 62，756，200円 3連単： 82，318，900円 計： 302，288，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 190円 � 470円 枠 連（3－4） 670円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，250円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 19，690円

票 数

単勝票数 計 219025 的中 � 78185（1番人気）
複勝票数 計 260214 的中 � 67597（1番人気）� 35418（4番人気）� 10005（6番人気）
枠連票数 計 117668 的中 （3－4） 13590（2番人気）
馬連票数 計 467731 的中 �� 51082（2番人気）
馬単票数 計 216741 的中 �� 12652（3番人気）
ワイド票数 計 290759 的中 �� 28403（2番人気）�� 5518（12番人気）�� 4325（18番人気）
3連複票数 計 627562 的中 ��� 8488（14番人気）
3連単票数 計 823189 的中 ��� 3030（55番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．2―12．5―12．4―12．1―11．7―11．9―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．7―48．2―1：00．6―1：12．7―1：24．4―1：36．3―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スターオブバラード �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2019．1．20 京都5着

2016．4．26生 牡3黒鹿 母 シンコウエトワール 母母 ダイナフラツグ 8戦1勝 賞金 10，900，000円
〔発走状況〕 マーストファクト号は，馬場入場前に左後肢落鉄。発走時刻5分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオースパーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月19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〕 マーストファクト号・ワンダーボーイ号・カラスミヤビ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年

7月19日まで平地競走に出走できない。

13114 5月19日 晴 良 （1京都3） 第10日 第6競走 ��
��1，200�3歳500万円以下

発走12時40分 （ダート・右）
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
1：09．1
1：08．7

重
重

610 サトノギャロス 牡3鹿 56 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 520± 01：12．0 1．2�
713 ファイアーボーラー 牡3黒鹿56 浜中 俊 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 454－ 61：12．85 17．4�
11 アスカノダイチ 牡3栗 56 吉田 隼人豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 506± 01：13．12 9．1�
22 リフタスフェルト 牝3鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 61：13．31� 23．3�
46 カモンスプリング 牡3鹿 56 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 490＋121：13．62 40．4	
611 メイショウゼッケイ 牝3栗 54 荻野 琢真松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 414＋ 4 〃 アタマ 18．2

35 	 エヴァキュアン 牡3黒鹿56 小崎 綾也加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 470－ 41：13．7クビ 44．0�
47 イチバンヤリ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 496－ 21：13．8
 54．9�
815 タイセイスパーブ 牡3鹿 56 大野 拓弥田中 成奉氏 青木 孝文 浦河 高昭牧場 476± 01：13．9� 183．5
58 マイネルプリサイス 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 476－ 21：14．53
 57．0�
34 サトノアイビス 牝3黒鹿54 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 460＋ 41：14．71� 51．1�
814 ビートマジック 牡3黒鹿56 古川 吉洋岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 468－ 8 〃 クビ 81．6�
59 ケイゴールド 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 470－ 41：14．8クビ 251．8�
23 	 エ ル ズ リ ー 牝3栗 54 藤懸 貴志 �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± 0 〃 クビ 42．3�

712 タカノオージャ 牡3鹿 56 藤井勘一郎山口多賀司氏 村山 明 新冠 守矢牧場 482－ 6 〃 ハナ 103．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，135，300円 複勝： 150，529，700円 枠連： 12，666，000円
馬連： 54，471，300円 馬単： 42，673，500円 ワイド： 44，149，400円
3連複： 81，433，500円 3連単： 150，449，200円 計： 571，507，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 210円 � 140円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 350円 �� 220円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 3，290円

票 数

単勝票数 計 351353 的中 � 232657（1番人気）
複勝票数 計1505297 的中 � 1213214（1番人気）� 36076（4番人気）� 75808（2番人気）
枠連票数 計 126660 的中 （6－7） 16971（2番人気）
馬連票数 計 544713 的中 �� 53989（3番人気）
馬単票数 計 426735 的中 �� 38249（3番人気）
ワイド票数 計 441494 的中 �� 31571（3番人気）�� 58629（1番人気）�� 11545（10番人気）
3連複票数 計 814335 的中 ��� 47636（2番人気）
3連単票数 計1504492 的中 ��� 33146（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．2―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―47．0―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノギャロス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．5 京都2着

2016．4．13生 牡3鹿 母 シ ャ ラ ポ ワ 母母 ウインブルドンⅡ 3戦2勝 賞金 14，600，000円
※出走取消馬 シルバークレイン号（疾病〔右後肢跛行〕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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アカネサス号・コウエイバンビーノ号・ゴッドバンブルビー号・ダイメイサツキ号・レサイヤ号



13115 5月19日 晴 良 （1京都3） 第10日 第7競走 ��1，800�4歳以上500万円以下
発走13時10分 （ダート・右）

牝；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

45 � デュアルウィールド 牝4栗 55 古川 吉洋 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 498－ 61：54．4 3．7�

710 エンドレスコール 牝5黒鹿55 松若 風馬 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B476＋ 81：54．71� 19．8�

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± 01：54．8� 115．4�
57 クリノアスコット 牝4黒鹿55 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 B436＋ 21：55．01� 2．4�
812� マーブルフレンテ 牝6鹿 55 吉田 隼人下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 516－ 41：55．31	 7．4	
44 マリアスパン 牝4鹿 55 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 482＋10 〃 ハナ 21．7

68 サ ン ク ラ ラ 牝5栗 55 高倉 稜�サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか 三宅牧場 438＋ 41：55．83 12．7�
813 ダイシンステルラ 牝4黒鹿55 藤井勘一郎大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 21：56．01 12．8�
56 ヴーディーズピアス 牝4青鹿55 藤岡 康太田島 大史氏 石坂 公一 新冠 オリエント牧場 476＋ 2 〃 アタマ 36．2
33 レ ナ ー タ 牝4黒鹿55 小崎 綾也村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 444± 01：56．42	 13．5�
69 ミスレジェンド 牝5黒鹿 55

54 ☆富田 暁 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 470＋101：57．25 119．0�
711 シェパーズポーズ 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 500± 01：57．3	 22．0�
11 タマモオテンバ 牝4栗 55

52 ▲岩田 望来タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 434－181：57．72	 47．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，005，100円 複勝： 32，701，900円 枠連： 14，187，400円
馬連： 57，265，000円 馬単： 29，485，100円 ワイド： 38，745，700円
3連複： 81，026，400円 3連単： 106，728，500円 計： 385，145，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 470円 � 1，760円 枠 連（4－7） 1，770円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 6，020円 �� 15，800円

3 連 複 ��� 102，650円 3 連 単 ��� 332，090円

票 数

単勝票数 計 250051 的中 � 52943（2番人気）
複勝票数 計 327019 的中 � 56571（2番人気）� 16762（7番人気）� 3943（12番人気）
枠連票数 計 141874 的中 （4－7） 6195（7番人気）
馬連票数 計 572650 的中 �� 10160（16番人気）
馬単票数 計 294851 的中 �� 3417（25番人気）
ワイド票数 計 387457 的中 �� 7135（17番人気）�� 1641（48番人気）�� 621（72番人気）
3連複票数 計 810264 的中 ��� 592（168番人気）
3連単票数 計1067285 的中 ��� 233（720番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．9―12．8―12．9―12．7―12．6―13．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．8―49．6―1：02．5―1：15．2―1：27．8―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．2
1
3
・（3，7，8）11（10，12）1（4，9，13）－（2，5）－6・（3，7，8）（10，12）（4，11）（9，5）（1，2）13，6

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

勝馬の
紹 介

�デュアルウィールド �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 Singspiel

2015．3．1生 牝4栗 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 11戦1勝 賞金 10，850，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ミスレジェンド号の騎手富田暁は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・6番）
※ヴーディーズピアス号・エンドレスコール号・レナータ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13116 5月19日 晴 良 （1京都3） 第10日 第8競走 ��2，000�
お む ろ

御 室 特 別
発走13時40分（番組第9競走を順序変更） （芝・右）

牝，4歳以上，1000万円以下；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 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

55 レッドランディーニ 牝4青 55 B．アヴドゥラ �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450± 01：59．9 3．8�
（豪）

33 ア ド ラ ー タ 牝4鹿 55 松若 風馬 �社台レースホース石坂 公一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 62：00．11� 4．8�

11 アロマドゥルセ 牝5青鹿55 三浦 皇成 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446＋ 82：00．31 2．7�
77 ウスベニノキミ 牝4鹿 55 浜中 俊岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 448± 0 〃 クビ 3．6�
44 ハローユニコーン 牝5鹿 55 藤岡 康太 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 476＋10 〃 クビ 14．4	
22 ウインルチル 牝4栗 55 吉田 隼人�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 82：01．57 27．0

66 � フ ワ ト ロ 牝4鹿 55 藤井勘一郎佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 484＋142：01．82 28．7�

（7頭）

売 得 金
単勝： 34，262，200円 複勝： 31，174，400円 枠連： 発売なし
馬連： 57，004，100円 馬単： 33，153，500円 ワイド： 30，875，500円
3連複： 63，705，700円 3連単： 163，372，700円 計： 413，548，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 370円 �� 200円 �� 240円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 342622 的中 � 71725（3番人気）
複勝票数 計 311744 的中 � 65622（2番人気）� 39383（4番人気）
馬連票数 計 570041 的中 �� 34077（6番人気）
馬単票数 計 331535 的中 �� 10419（12番人気）
ワイド票数 計 308755 的中 �� 18299（6番人気）�� 44480（2番人気）�� 33041（3番人気）
3連複票数 計 637057 的中 ��� 57981（3番人気）
3連単票数 計1633727 的中 ��� 17595（25番人気）

ハロンタイム 13．3―11．8―12．2―12．3―12．5―12．6―11．8―11．2―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．1―37．3―49．6―1：02．1―1：14．7―1：26．5―1：37．7―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．2―3F33．4
1
3
3－6（4，7）5（1，2）
3，7（6，5）（4，1）－2

2
4
3－6，7，4，5（1，2）
3，7，5，1（6，4）2

勝馬の
紹 介

レッドランディーニ �

父 ディープインパクト �


母父 Mr. Greeley デビュー 2017．8．20 小倉9着

2015．3．25生 牝4青 母 レッドメデューサ 母母 Catchascatchcan 13戦3勝 賞金 49，008，000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。



13117 5月19日 晴 良 （1京都3） 第10日 第9競走 ��1，200�4歳以上500万円以下
発走14時15分（番組第8競走を順序変更） （芝・右）

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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 レジーナファースト 牝4鹿 55 三浦 皇成ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 460± 01：08．1 3．0�
713 クインズチャパラ 牝4鹿 55 小崎 綾也亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 B454－ 2 〃 クビ 13．3�
24 サンライズマジック 牡5鹿 57 B．アヴドゥラ 松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 482－ 21：08．2クビ 7．3�

（豪）

35 � モ ハ ー 牝5栗 55 四位 洋文北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 488＋ 21：08．51� 19．5�
816 ベ ル ガ ド 牡4栗 57 酒井 学	サンコウ牧場 森田 直行 新ひだか サンコウ牧場 480＋ 41：08．71� 152．9

510 ショウナンタイザン 牡6黒鹿57 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 490－101：08．8	 4．2�
36 メイショウベルボン 牝5栗 55 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 450＋ 4 〃 クビ 5．3�
48 クロンヌデトワール 牝4栗 55 藤岡 康太 �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 444－101：08．9	 94．6
815� ジ ェ ス ロ 
6鹿 57 長岡 禎仁松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 438＋101：09．0	 55．1�
23 マイネルエメ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B474± 0 〃 クビ 91．9�
612 タガノヒバナ 
4栗 57 大野 拓弥八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472± 01：09．31� 60．8�
12 スノーガーデン 牝4鹿 55 水口 優也グリーンスウォード吉田 直弘 日高 浜本牧場 B470＋ 81：09．4� 101．1�
59 タガノタイト 牡4鹿 57 吉田 隼人八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋ 81：09．61 29．1�
714 ヤマニンルネッタ 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446－ 2 〃 クビ 13．6�

611� ヒルノケープタウン 牡5青鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B528＋ 6 〃 ハナ 17．1�
47 � ボ ア ソ ル チ 牝4黒鹿55 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 新ひだか 中田 英樹 440－151：10．66 235．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，377，400円 複勝： 50，005，400円 枠連： 21，759，200円
馬連： 98，573，300円 馬単： 42，059，000円 ワイド： 58，357，400円
3連複： 135，265，600円 3連単： 163，468，400円 計： 605，865，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 310円 � 250円 枠 連（1－7） 810円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 680円 �� 550円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 16，100円

票 数

単勝票数 計 363774 的中 � 95028（1番人気）
複勝票数 計 500054 的中 � 103614（1番人気）� 35533（5番人気）� 46730（4番人気）
枠連票数 計 217592 的中 （1－7） 20817（3番人気）
馬連票数 計 985733 的中 �� 44857（5番人気）
馬単票数 計 420590 的中 �� 11251（7番人気）
ワイド票数 計 583574 的中 �� 22357（5番人気）�� 28503（3番人気）�� 8139（21番人気）
3連複票数 計1352656 的中 ��� 21545（12番人気）
3連単票数 計1634684 的中 ��� 7357（34番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―10．8―11．0―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．1―33．9―44．9―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．2
3 ・（11，14）－（12，16）（1，13）9（2，10）4（6，15）3，7－5－8 4 ・（11，14）（12，16）13，1，10（2，9）（4，6）（3，15）（7，5）－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レジーナファースト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．3．10 阪神8着

2015．4．30生 牝4鹿 母 バーミスキャット 母母 Timely Broad 12戦2勝 賞金 24，900，000円
※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 ブレイズガール号
※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。

13118 5月19日 晴 良 （1京都3） 第10日 第10競走 ��
��1，800�

ほうすう

鳳雛ステークス（Ｌ）
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，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，400万
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 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000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
1：47．8
1：47．8

重
重

44 	 マドラスチェック 牝3栗 54 大野 拓弥吉田 和子氏 斎藤 誠 加 Christine Kath-
erine Hayden 504＋ 21：53．1 3．1�

55 リワードアンヴァル 牡3栗 56 三浦 皇成宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 496± 0 〃 クビ 4．0�

77 ハヤブサナンデクン 牡3芦 56 吉田 隼人武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 488－ 41：54．48 3．3�
11 メイショウソテツ 牡3青 56 藤岡 康太松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 506＋ 21：54．61
 14．8�
66 メ ス キ ー タ 牡3鹿 56 B．アヴドゥラ 岡 浩二氏 山内 研二 浦河 大柳ファーム 502＋ 11：54．92 11．3�

（豪）

33 メイショウアステカ 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 好�氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 480＋ 21：55．0クビ 7．8	
88 ポップフランセ 牡3栗 56 岩田 望来吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 442－ 41：56．06 13．5

22 シングルアップ 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 522－ 21：56．31� 36．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 45，243，100円 複勝： 41，669，700円 枠連： 発売なし
馬連： 104，120，800円 馬単： 47，886，400円 ワイド： 48，654，100円
3連複： 115，672，100円 3連単： 224，713，600円 計： 627，959，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 250円 �� 200円 �� 240円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 2，920円

票 数

単勝票数 計 452431 的中 � 115799（1番人気）
複勝票数 計 416697 的中 � 78752（2番人気）� 78216（3番人気）� 110668（1番人気）
馬連票数 計1041208 的中 �� 111841（3番人気）
馬単票数 計 478864 的中 �� 27223（4番人気）
ワイド票数 計 486541 的中 �� 46756（3番人気）�� 63409（1番人気）�� 51281（2番人気）
3連複票数 計1156721 的中 ��� 157272（1番人気）
3連単票数 計2247136 的中 ��� 55732（3番人気）

ハロンタイム 12．4―12．2―13．3―13．0―12．9―12．3―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．6―37．9―50．9―1：03．8―1：16．1―1：28．2―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3
3，4（1，5）（2，7）8－6・（3，4）（5，7）1，2（6，8）

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

勝馬の
紹 介

	マドラスチェック 
�
父 Malibu Moon 

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．11．4 東京1着

2016．4．22生 牝3栗 母 Gloat 母母 On Parade 5戦3勝 賞金 37，477，000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。

１レース目



13119 5月19日 晴 良 （1京都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，1600万円以下，30．5．19以降1．5．12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 2，260，000
2，260，000

円
円

付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード
中央レコード

1：56．8
1：56．1

良
良

33 センテリュオ 牝4鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466＋ 82：00．1 1．7�
44 ア ク ー ト 牡6鹿 56 B．アヴドゥラ �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 434－ 62：00．31� 3．8�

（豪）

22 サトノケンシロウ 牡6黒鹿57 浜中 俊 �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 B460－ 22：00．51� 5．5�
66 バレーノロッソ 牡4栗 54 大野 拓弥 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 502＋ 6 〃 ハナ 7．6�
77 チカノワール 牝5鹿 52 秋山真一郎�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 468－ 2 〃 同着 15．7	
88 スズカルパン 牡10鹿 53 古川 吉洋永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 466－102：00．92� 47．8

11 マイネルネーベル 牡7鹿 54 丹内 祐次 �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 454－ 62：01．0	 84．2�
55 
 スティルウォーター 牝6黒鹿52 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 414－ 62：01．21� 37．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 50，405，700円 複勝： 91，138，600円 枠連： 発売なし
馬連： 140，774，900円 馬単： 72，097，600円 ワイド： 52，441，600円
3連複： 143，933，100円 3連単： 397，659，000円 計： 948，450，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 140円 �� 200円 �� 280円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，000円

票 数

単勝票数 計 504057 的中 � 224441（1番人気）
複勝票数 計 911386 的中 � 622026（1番人気）� 105857（2番人気）� 55796（3番人気）
馬連票数 計1407749 的中 �� 359219（1番人気）
馬単票数 計 720976 的中 �� 121613（1番人気）
ワイド票数 計 524416 的中 �� 118629（1番人気）�� 62135（2番人気）�� 37530（4番人気）
3連複票数 計1439331 的中 ��� 259279（1番人気）
3連単票数 計3976590 的中 ��� 285973（1番人気）

ハロンタイム 12．7―12．4―12．7―12．8―12．4―12．4―11．3―11．0―11．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―25．1―37．8―50．6―1：03．0―1：15．4―1：26．7―1：37．7―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F44．7―3F33．4
1
3
1－6，8（2，7）4，5，3・（1，8）（6，7）（2，4，5）3

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

勝馬の
紹 介

センテリュオ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．2．25 阪神1着

2015．4．8生 牝4鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 9戦4勝 賞金 65，886，000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。

13120 5月19日 晴 良 （1京都3） 第10日 第12競走 ��
��1，800�4歳以上1000万円以下

発走16時10分 （ダート・右）
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

11 ゼンノワスレガタミ 牡5鹿 57 秋山真一郎大迫久美子氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 B466－ 21：53．2 8．7�
611 ダノンロイヤル 牡4鹿 57 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 532＋ 81：53．52 3．8�
815 テイエムチューハイ 牡5黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B454－ 61：53．6� 6．6�
48 テイエムオスカー 牡4黒鹿57 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 500＋ 21：53．7	 25．9�
24 キャベンディッシュ 牡4栗 57 大野 拓弥本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 500± 01：53．8クビ 66．9�
12 オ ノ リ ス 牡4黒鹿57 三浦 皇成 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 502± 01：54．01
 3．6

612 メイショウノボサン 牡6栗 57 酒井 学松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 476＋ 21：54．1� 13．2�
713� ブリッツシュラーク 牡5芦 57 藤岡 康太前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 21：54．31
 10．3�
59 ケルンウィナー 牡8栗 57

54 ▲岩田 望来谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 512－ 61：54．4クビ 147．5

714 ス ペ ク タ ー 牝5鹿 55 吉田 隼人川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 504＋ 41：54．61
 14．0�
23 アロマティカス 牡5鹿 57

54 ▲亀田 温心山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B460－ 2 〃 アタマ 227．3�
35 サトノゲイル 牡4青鹿57 B．アヴドゥラ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 466＋10 〃 ハナ 11．9�

（豪）

816 カ カ ア コ 牝5栗 55 小崎 綾也ニッシンレーシング 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 470＋141：54．7	 193．0�
47 ヒルノアトラーニ 牡5青鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 520－ 21：55．01� 37．3�
510 グーテンターク 牡4鹿 57 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：55．1	 37．5�
36 スマイルフォース 牡7鹿 57 松田 大作上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 466－ 21：55．31
 227．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，259，000円 複勝： 71，872，600円 枠連： 39，185，000円
馬連： 152，535，000円 馬単： 56，193，900円 ワイド： 90，248，900円
3連複： 223，054，700円 3連単： 275，831，500円 計： 963，180，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 260円 � 180円 � 200円 枠 連（1－6） 480円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，040円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 26，610円

票 数

単勝票数 計 542590 的中 � 49735（4番人気）
複勝票数 計 718726 的中 � 65595（4番人気）� 110793（2番人気）� 96306（3番人気）
枠連票数 計 391850 的中 （1－6） 63195（1番人気）
馬連票数 計1525350 的中 �� 67326（5番人気）
馬単票数 計 561939 的中 �� 10090（13番人気）
ワイド票数 計 902489 的中 �� 31916（5番人気）�� 21710（13番人気）�� 38501（4番人気）
3連複票数 計2230547 的中 ��� 43271（8番人気）
3連単票数 計2758315 的中 ��� 7514（67番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．8―12．9―13．0―12．7―12．2―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．5―50．4―1：03．4―1：16．1―1：28．3―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼンノワスレガタミ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．23 阪神5着

2014．1．26生 牡5鹿 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド 15戦4勝 賞金 50，292，000円
〔発走状況〕 スペクター号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タマモカトレア号
（非抽選馬） 4頭 ウォーターマーズ号・コパノジャッキー号・テイエムテツジン号・ライデンバローズ号
※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。

４レース目



（1京都3）第10日 5月19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 165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

210，390，000円
9，980，000円
19，690，000円
740，000円

22，290，000円
66，629，500円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
398，501，400円
642，202，500円
146，525，000円
905，829，000円
436，720，800円
531，232，500円
1，190，358，700円
1，897，583，600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 6，148，953，500円

総入場人員 21，819名 （有料入場人員 20，740名）
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