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13121 5月25日 晴 良 （1京都3） 第11日 第1競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

814 タケルライジング 牡3栃栗56 幸 英明森 保彦氏 西園 正都 浦河 中村 雅明 514－ 21：54．8 24．3�
611 レシプロケイト 牡3栗 56 川田 将雅ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 4 〃 ハナ 1．1�
23 クリノオオクニヌシ 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 464－ 21：55．01� 6．4�
815 プ カ ナ ラ 牡3青鹿56 国分 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 460＋ 81：55．32 49．9�
35 	 シブヤクロッシング 牡3鹿 56 吉田 隼人W．ギャロー氏 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, San-
dra Sexton & Silver
Fern Farm, LLC

540± 01：56．57 158．4�
46 ブルベアブロンゾ 牡3栗 56 �島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 三輪 幸子 B550－ 6 〃 クビ 25．3	
47 ナリノパートナー 
3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人成塚 清志氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 446± 01：56．92� 285．9

34 タガノサルバドル 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希八木 良司氏 宮本 博 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478－ 61：57．0� 233．0�

22 ア ル セ ー ヌ 牡3青鹿56 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 戸川牧場 452± 01：57．1� 22．9�
11 デスパシート 牝3青鹿54 岩崎 翼坂東牧場 武 幸四郎 平取 坂東牧場 434－ 61：57．63 63．6�
59 オーミサルーテ 牡3鹿 56 川須 栄彦岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 470＋24 〃 ハナ 184．7�
610 ルフレシャンス 牝3鹿 54 荻野 琢真松岡 研司氏 作田 誠二 日高 宝寄山 忠則 446＋111：58．98 66．1�
58 ツーエムベリンダ 牝3鹿 54 柴山 雄一水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 452＋ 22：00．17 90．0�
713 モズソノママ 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 音無 秀孝 浦河 高昭牧場 502－ 42：00．73� 78．5�

（14頭）
712 ジ グ ソ ー 牡3鹿 56 国分 優作石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか タイヘイ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，558，500円 複勝： 139，505，500円 枠連： 13，716，000円
馬連： 47，789，600円 馬単： 39，299，500円 ワイド： 38，526，600円
3連複： 72，787，000円 3連単： 149，081，800円 計： 534，264，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 180円 � 100円 � 110円 枠 連（6－8） 490円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 310円 �� 640円 �� 150円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 13，690円

票 数

単勝票数 差引計 335585（返還計 340） 的中 � 11048（4番人気）
複勝票数 差引計1395055（返還計 504） 的中 � 34907（4番人気）� 1133222（1番人気）� 95062（2番人気）
枠連票数 差引計 137160（返還計 2 ） 的中 （6－8） 21332（2番人気）
馬連票数 差引計 477896（返還計 1590） 的中 �� 48351（3番人気）
馬単票数 差引計 392995（返還計 1525） 的中 �� 7223（12番人気）
ワイド票数 差引計 385266（返還計 1997） 的中 �� 28166（3番人気）�� 11807（8番人気）�� 87090（1番人気）
3連複票数 差引計 727870（返還計 7677） 的中 ��� 61904（3番人気）
3連単票数 差引計1490818（返還計 15213） 的中 ��� 7891（40番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．1―13．0―13．2―13．1―12．8―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．0―50．0―1：03．2―1：16．3―1：29．1―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タケルライジング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．1．19 京都3着

2016．2．10生 牡3栃栗 母 ヒシタイトル 母母 ヒ シ タ エ コ 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔出走取消〕 ジグソー号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 モズソノママ号の騎手藤井勘一郎は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツーエムベリンダ号・モズソノママ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月

25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〕 デスパシート号・ツーエムベリンダ号・モズソノママ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年

7月25日まで平地競走に出走できない。

13122 5月25日 晴 良 （1京都3） 第11日 第2競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時25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
1：09．1
1：08．7

重
重

12 ルンルンキャット 牝3黒鹿54 松若 風馬�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 446－ 61：12．7 14．7�
35 メイショウアマギ 牡3鹿 56 津村 明秀松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 476－101：13．23 15．4�
36 キンショービコー 牡3栗 56 �島 良太礒野日出夫氏 長谷川浩大 新ひだか 三石ファーム 462－ 21：13．3� 3．7�
23 メイショウロサン 牡3黒鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 476＋ 4 〃 クビ 2．7�
815	 ヴィエントフレスコ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新前田 幸治氏 中竹 和也 米
Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

480－ 41：13．72� 45．5�
47 ラ フ ィ テ ィ 牝3栗 54 小牧 太中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 432± 01：13．8
 34．5	
11 ミンミンルフィーナ 牝3鹿 54 水口 優也グリーンスウォード大根田裕之 浦河 富菜牧場 482－ 41：13．9
 36．1

714 タガノベリキュー 牝3青鹿54 高倉 稜八木 良司氏 渡辺 薫彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 41：14．43 79．8�
48 メイショウヤソキチ 牡3黒鹿56 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 458＋ 21：14．61� 289．7�
59 モ ズ ク ロ ス 牡3鹿 56 中谷 雄太 キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 486－ 2 〃 アタマ 8．8�
612 ア レ ー テ ス 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 436－ 21：14．7クビ 13．1�
713 ブラボーフェスタ �3栗 56 幸 英明杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460－ 8 〃 クビ 42．2�
611 カシノアンビション �3青鹿 56

55 ☆森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 青森 長谷地 義正 464 ―1：17．5大差 64．7�
816	 マイダイアリー 牝3鹿 54 柴田 未崎田所 英子氏 梅田 智之 英 Qatar Blood-

stock Ltd. 484 ―1：17．71� 124．5�
510 シュネルハルバート 牡3栗 56 川須 栄彦野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 412－ 41：20．0大差 538．3�
24 キクノプレミア 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 436＋ 2 （競走中止） 6．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，994，100円 複勝： 40，716，500円 枠連： 13，835，600円
馬連： 54，421，600円 馬単： 28，624，400円 ワイド： 41，479，100円
3連複： 83，273，400円 3連単： 98，969，100円 計： 389，313，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 390円 � 430円 � 150円 枠 連（1－3） 1，370円

馬 連 �� 11，690円 馬 単 �� 22，960円

ワ イ ド �� 3，460円 �� 990円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 13，860円 3 連 単 ��� 126，540円

票 数

単勝票数 計 279941 的中 � 15173（6番人気）
複勝票数 計 407165 的中 � 23311（6番人気）� 20398（7番人気）� 92003（2番人気）
枠連票数 計 138356 的中 （1－3） 7819（6番人気）
馬連票数 計 544216 的中 �� 3606（34番人気）
馬単票数 計 286244 的中 �� 935（64番人気）
ワイド票数 計 414791 的中 �� 2979（33番人気）�� 10965（10番人気）�� 10044（11番人気）
3連複票数 計 832734 的中 ��� 4506（43番人気）
3連単票数 計 989691 的中 ��� 567（365番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―11．9―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．3―47．2―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルンルンキャット �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．3．30 阪神9着

2016．4．20生 牝3黒鹿 母 ホッコーユニバース 母母 ウイングドキャット 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 キクノプレミア号は，競走中に疾病〔後肢跛行〕を発症し，3コーナーで転倒したため競走中止。
〔その他〕 マイダイアリー号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノアンビション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月25日まで平地

競走に出走できない。
シュネルハルバート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月25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。
（非当選馬） 1頭 サウンドサムデイ号
（非抽選馬） 2頭 カシノアペックス号・ダンツベスト号

第３回 京都競馬 第１１日



13123 5月25日 晴 良 （1京都3） 第11日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 インナーハート 牡3鹿 56 岩田 康誠ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin 506＋ 21：54．1 4．6�
710 テイエムクロムシャ 牡3青鹿56 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 464－ 41：54．31 8．6�
813 ビービーシャルト �3鹿 56

53 ▲岩田 望来坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 オリエント牧場 488± 0 〃 ハナ 26．1�
812 スペースコロニー 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 450＋ 81：54．83 19．0�
56 グッドヘルスバイオ 牡3芦 56

55 ☆富田 暁バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 468＋ 21：54．9� 12．4�
44 ラ ー 牡3鹿 56

54 △西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 424± 01：55．11� 10．5	
33 キャラメルムーン 牡3鹿 56 高倉 稜 
社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 クビ 149．8�
22 デンコウミシオン 牝3黒鹿54 武 豊田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 426－ 21：55．2� 2．8�
711 ウェイクール 牡3鹿 56 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 日高 山際 辰夫 510－ 4 〃 ハナ 54．6
45 アテングローリー 牡3鹿 56 川島 信二玉置 潔氏 谷 潔 浦河 丸幸小林牧場 462－ 21：56．47 264．0�
57 オプティマスレッド �3鹿 56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 浦河 大北牧場 B462－ 6 〃 アタマ 265．1�
68 トップノッチ 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人山口 裕介氏 中竹 和也 浦河 富塚ファーム 488± 01：58．3大差 3．7�
69 ジ ュ デ ィ ス 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成
日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 516－101：58．4� 497．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，721，100円 複勝： 46，710，000円 枠連： 11，067，900円
馬連： 56，749，500円 馬単： 31，872，800円 ワイド： 42，359，000円
3連複： 83，617，100円 3連単： 114，849，200円 計： 418，946，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 210円 � 620円 枠 連（1－7） 1，700円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，360円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 9，570円 3 連 単 ��� 41，880円

票 数

単勝票数 計 317211 的中 � 54758（3番人気）
複勝票数 計 467100 的中 � 85073（3番人気）� 60370（4番人気）� 15134（8番人気）
枠連票数 計 110679 的中 （1－7） 5033（9番人気）
馬連票数 計 567495 的中 �� 24617（7番人気）
馬単票数 計 318728 的中 �� 7143（12番人気）
ワイド票数 計 423590 的中 �� 18595（6番人気）�� 7914（18番人気）�� 3932（28番人気）
3連複票数 計 836171 的中 ��� 6553（39番人気）
3連単票数 計1148492 的中 ��� 1988（154番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．6―12．6―12．8―13．0―12．9―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．5―49．1―1：01．9―1：14．9―1：27．8―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．2
1
3
12，10（8，13）（1，9）6，2，4，3－5－11，7
12，10（1，13）－（8，6）（9，4）（2，3）11，5，7

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

勝馬の
紹 介

インナーハート �
�
父 Heart’s Cry �

�
母父 Barathea デビュー 2018．11．18 京都5着

2016．4．21生 牡3鹿 母 Treat 母母 Cream Tease 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔3走成績による出走制限〕 アテングローリー号・ジュディス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月25日まで平地

競走に出走できない。

13124 5月25日 晴 良 （1京都3） 第11日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

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
1：56．8
1：56．1

良
良

36 アルテラローザ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 21：59．8 1．9�
35 シャイニームーン 牝3黒鹿54 幸 英明小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 450－ 22：00．22� 8．4�
12 ア モ ロ ー サ 牝3栗 54 荻野 琢真�Horse Net 寺島 良 日高 スマイルファーム 440＋ 22：00．41 50．4�
48 ビスタストリカ 牝3鹿 54 B．アヴドゥラ �キャロットファーム 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 62：00．5� 13．3�
（豪）

815 フェータルイヴ 牝3黒鹿54 池添 謙一兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 420± 02：00．82 11．2	
11 ドンドンキードン 牝3鹿 54 岩田 康誠大原 孝治氏 野中 賢二 新冠 パカパカ

ファーム 472＋ 8 〃 アタマ 13．1

23 キ ャ リ ー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 R．アンダーソン氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 440 ― 〃 アタマ 6．7�
611 レッドシルヴァーナ 牝3芦 54

51 ▲岩田 望来 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 514＋ 4 〃 ハナ 22．8�
24 ショウナンパルコ 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 446＋102：01．75 89．3
510 ジュンヴァルボンヌ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁河合 裕明氏 安田 翔伍 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 414＋ 22：01．8� 507．6�

714 ミカエリビジン 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 奥村 豊 新ひだか 幌村牧場 444－ 42：02．11� 7．8�
47 ルビーガール 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �コスモヴューファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム B418－ 22：02．42 161．3�
59 ハーバーコメット 牝3芦 54 和田 竜二谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 468－ 62：02．93 238．7�
612 ダルトヴィラ 牝3鹿 54 藤井勘一郎�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434＋ 62：03．32� 133．9�
816 バトルウインリンク 牝3鹿 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 436－ 22：04．57 192．3�
713 デルマディジョン 牝3鹿 54 畑端 省吾浅沼 廣幸氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 504＋ 62：05．24 575．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，610，800円 複勝： 56，343，500円 枠連： 14，281，400円
馬連： 61，335，800円 馬単： 31，931，100円 ワイド： 48，355，000円
3連複： 85，399，500円 3連単： 107，560，400円 計： 441，817，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 210円 � 670円 枠 連（3－3） 870円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，260円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 7，350円 3 連 単 ��� 22，110円

票 数

単勝票数 計 366108 的中 � 150357（1番人気）
複勝票数 計 563435 的中 � 188498（1番人気）� 58293（3番人気）� 13507（9番人気）
枠連票数 計 142814 的中 （3－3） 12689（5番人気）
馬連票数 計 613358 的中 �� 59893（2番人気）
馬単票数 計 319311 的中 �� 19698（2番人気）
ワイド票数 計 483550 的中 �� 40531（2番人気）�� 9387（15番人気）�� 3695（31番人気）
3連複票数 計 853995 的中 ��� 8707（24番人気）
3連単票数 計1075604 的中 ��� 3526（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―35．2―47．5―1：00．2―1：12．8―1：24．9―1：36．8―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
2（5，16）（6，7）（8，11，14）－（1，4）－（13，12）15，3，10－9・（2，5）（6，7，16）（8，14，13）（11，4）（1，15，3）（10，9）－12

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

勝馬の
紹 介

アルテラローザ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．12．22 阪神3着

2016．2．28生 牝3黒鹿 母 レディアルバローザ 母母 ワンフォーローズ 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマディジョン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月25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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メロディーレーン号
（非抽選馬） 1頭 ララフォーナ号
※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。



13125 5月25日 晴 良 （1京都3） 第11日 第5競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走12時15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
1：33．0
1：30．5

良
良

12 � ミッドサマーハウス 牝3青 54 川田 将雅ゴドルフィン �島 一歩 英 Godolphin 446－ 41：33．5 11．6�
611 モズハチキン 牝3鹿 54 武 豊 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 大道牧場 442± 01：33．82 3．4�
510 スリーカナロアー 牡3鹿 56 和田 竜二永井商事� 南井 克巳 平取 二風谷ファーム 510± 01：34．01 2．1�
23 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 420＋ 21：34．1	 31．3�
713 ピ ノ ク ル 牡3黒鹿 56

54 △西村 淳也金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 アタマ 49．8�

714 ランドリュウオー 牡3栗 56 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 436－ 61：34．2	 214．3	
817 タイセイドレッサー 牡3栗 56 藤岡 康太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 478＋ 6 〃 クビ 112．6

47 � ドーンオブアネラ 牡3鹿 54 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 豪 Mr R An-

derson 494－ 6 〃 アタマ 6．3�
818 マルシュロレーヌ 牝3鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：34．3クビ 9．1
59 ドゥオンフルール 牝3鹿 54 松若 風馬大塚 亮一氏 清水 久詞 日高 浜本牧場 456－ 8 〃 クビ 139．2�
24 � シードラゴン 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 千津氏 吉村 圭司 仏 Haras De Sainte

Gauburge 424± 01：34．4	 85．8�
36 ジャスタクイーン 牝3鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 460＋ 61：34．93 129．1�
715 メイショウガッツ 
3青 56 藤井勘一郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 448－10 〃 アタマ 379．2�
612 ウインアミーリア 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 424－ 2 〃 ハナ 226．5�
35 テンナイトパール 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新天白 泰司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B458± 01：35．53	 67．1�
48 ハ ウ ル 牡3黒鹿56 �島 克駿ゴドルフィン 藤岡 健一 愛 Godolphin B460－121：35．92	 289．5�
816� ゲ ン セ キ 牡3鹿 56 B．アヴドゥラ ニューワールドレーシング� 池江 泰寿 愛 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 476 ―1：38．0大差 66．7�
（豪）

11 ジ ュ ン ダ 牡3鹿 56
53 ▲服部 寿希 �ゴールドレーシング 森 秀行 日高 豊郷牧場 490＋141：38．53 423．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，325，800円 複勝： 79，865，200円 枠連： 16，396，100円
馬連： 69，487，800円 馬単： 39，516，600円 ワイド： 56，869，100円
3連複： 105，859，500円 3連単： 148，695，900円 計： 560，016，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 160円 � 110円 � 110円 枠 連（1－6） 1，770円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 390円 �� 290円 �� 140円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 9，160円

票 数

単勝票数 計 433258 的中 � 29700（5番人気）
複勝票数 計 798652 的中 � 70854（3番人気）� 153850（2番人気）� 354605（1番人気）
枠連票数 計 163961 的中 （1－6） 7144（7番人気）
馬連票数 計 694878 的中 �� 33531（6番人気）
馬単票数 計 395166 的中 �� 6996（14番人気）
ワイド票数 計 568691 的中 �� 29111（5番人気）�� 42414（2番人気）�� 142880（1番人気）
3連複票数 計1058595 的中 ��� 114053（1番人気）
3連単票数 計1486959 的中 ��� 11766（22番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．1―11．9―11．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．8―46．9―58．8―1：10．4―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．7
3 9，10，11（7，3，18）（4，6，14，13）2（8，12）（15，17）－5－（1，16） 4 9，10，11（7，3，18）（4，6，13）（2，14）（8，12）（15，17）－5（1，16）

勝馬の
紹 介

�ミッドサマーハウス �
�
父 Heart’s Cry �

�
母父 Tanino Gimlet デビュー 2018．12．15 阪神7着

2016．2．17生 牝3青 母 Midsummer Fair 母母 Strawberry Fair 5戦1勝 賞金 6，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲンセキ号・ジュンダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月25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。

13126 5月25日 晴 良 （1京都3） 第11日 第6競走 ��
��1，800�3歳500万円以下

発走12時45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
1：47．8
1：47．8

重
重

59 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 460＋ 21：51．4 10．5�
11 ショウナンパンサー �3鹿 56 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 492＋ 81：52．46 4．5�
612 ヒッチコック 牡3芦 56 国分 恭介薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 490＋ 41：53．14 12．4�
36 シールドヴォルト 牡3鹿 56 �島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 450± 01：53．31	 30．6�
815 メイショウラッシュ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 470－ 21：53．4クビ 137．1�
510 ウレキサイト 牡3芦 56 中谷 雄太 	シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 クビ 7．1

47 グトルフォス 牡3鹿 56 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 514＋ 81：53．5
 2．8�
35 バーンスター 牡3鹿 56 藤岡 康太�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 482－ 21：53．6
 26．1
48 ハギノアトラス 牡3栗 56 藤岡 佑介安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 476＋ 21：54．13 21．3�
23 � スマートアルケミー 牡3青鹿56 武 豊大川 徹氏 笹田 和秀 米 Summer

Wind Equine 486－ 61：54．31 11．4�
24 モ サ 牡3鹿 56 吉田 隼人岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 488－ 41：54．51 33．7�
816 タマモサンシーロ 牡3鹿 56 津村 明秀タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 502－ 21：54．81� 15．9�
12 ティーブルーム 牡3栗 56

54 △西村 淳也深見 富朗氏 池添 兼雄 登別 登別上水牧場 456± 0 〃 クビ 40．3�
714 シ イ チ 牡3黒鹿 56

53 ▲団野 大成風早 信昭氏 森 秀行 新冠 スカイビーチステーブル 442＋121：55．54 200．6�
713 ヒュミドール 牡3鹿 56 池添 謙一	サンライズ 武 幸四郎 浦河 宮内牧場 476± 0 〃 クビ 63．9�
611 ボーイズオブサマー 牡3栗 56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 498－ 21：55．92
 89．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，589，400円 複勝： 58，486，200円 枠連： 19，553，900円
馬連： 76，480，200円 馬単： 34，205，300円 ワイド： 58，629，900円
3連複： 103，903，600円 3連単： 116，268，300円 計： 505，116，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 240円 � 180円 � 270円 枠 連（1－5） 1，080円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，180円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 8，080円 3 連 単 ��� 45，460円

票 数

単勝票数 計 375894 的中 � 28485（4番人気）
複勝票数 計 584862 的中 � 61730（3番人気）� 98147（2番人気）� 50599（5番人気）
枠連票数 計 195539 的中 （1－5） 13914（3番人気）
馬連票数 計 764802 的中 �� 29335（5番人気）
馬単票数 計 342053 的中 �� 5376（15番人気）
ワイド票数 計 586299 的中 �� 20750（5番人気）�� 12579（12番人気）�� 14121（9番人気）
3連複票数 計1039036 的中 ��� 9636（22番人気）
3連単票数 計1162683 的中 ��� 1854（133番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―13．0―13．1―13．0―12．4―12．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．6―49．7―1：02．7―1：15．1―1：27．2―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ローザノワール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2018．6．17 函館6着

2016．2．27生 牝3青鹿 母 ダノンスズラン 母母 パルムドールⅡ 9戦2勝 賞金 16，570，000円
※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 ダンツスピリット号・テオレーマ号・プチティラン号・プレイヤーズハイ号・ベルゲンハーバー号・

ヤマニンスプレモ号



13127 5月25日 晴 良 （1京都3） 第11日 第7競走 ��
��2，200�4歳以上500万円以下

発走13時15分 （芝・右・外）
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
2：09．7
2：09．7

良
良

55 スマートモノリス 牡4黒鹿57 武 豊大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 468＋ 82：14．1 2．0�
11 アドマイヤデジタル 牡4青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448＋ 82：14．2� 4．4�
66 ガールズバンド 牝4鹿 55 幸 英明 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 468＋ 82：14．41	 6．1�
77 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 492－ 42：14．61	 4．1�
44 
 リバプールタウン 牡4鹿 57 長岡 禎仁薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 484－ 5 〃 クビ 32．4	
88 マセラシオン 牝4黒鹿55 和田 竜二 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 ハナ 29．2

89 アイリッシュビート 牝4栗 55 池添 謙一林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 谷川牧場 428＋ 82：15．13 56．4�
33 
 オーラロード �4青鹿57 藤井勘一郎吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 B466＋ 4 〃 クビ 107．4�
22 ヴ ィ グ ー ル 牝4鹿 55 北村 友一サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 平取 坂東牧場 468＋ 42：15．95 29．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 39，461，700円 複勝： 43，713，000円 枠連： 8，684，800円
馬連： 51，692，000円 馬単： 34，921，400円 ワイド： 36，368，100円
3連複： 64，317，200円 3連単： 153，346，900円 計： 432，505，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（1－5） 450円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 210円 �� 260円 �� 330円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 2，100円

票 数

単勝票数 計 394617 的中 � 155924（1番人気）
複勝票数 計 437130 的中 � 188765（1番人気）� 67699（3番人気）� 48076（4番人気）
枠連票数 計 86848 的中 （1－5） 14901（2番人気）
馬連票数 計 516920 的中 �� 87318（2番人気）
馬単票数 計 349214 的中 �� 37880（2番人気）
ワイド票数 計 363681 的中 �� 47350（2番人気）�� 34631（4番人気）�� 25618（6番人気）
3連複票数 計 643172 的中 ��� 68922（3番人気）
3連単票数 計1533469 的中 ��� 52786（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．5―12．6―12．6―13．2―12．7―12．1―11．8―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．3―36．8―49．4―1：02．0―1：15．2―1：27．9―1：40．0―1：51．8―2：02．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートモノリス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．1．7 中山2着

2015．4．16生 牡4黒鹿 母 スカイノダン 母母 シ ビ ル 7戦2勝 賞金 25，230，000円

13128 5月25日 晴 良 （1京都3） 第11日 第8競走 ��1，400�4歳以上500万円以下
発走13時50分 （ダート・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
1：21．7
1：20．3

重
不良

12 サンライズフルメン 牡4栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 500－ 41：25．6 9．5�
23 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 488＋ 61：25．7� 17．9�
24 アドバンスマルス 牡4鹿 57 北村 友一広尾レース� 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 502＋ 2 〃 アタマ 11．8�
11 シティーポップ 牝4鹿 55 川田 将雅山本 剛史氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 448＋ 21：25．91� 4．1�
510 ア タ ミ 牡5黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 496－ 41：26．0クビ 3．6�
36 ミッキーマラン 牡4芦 57 �島 良太三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 476－ 21：26．21	 199．9	
612 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 528－ 61：26．41	 19．3

47 ロンリーハート 牝4青鹿 55

54 ☆川又 賢治薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 476＋141：26．5� 46．8�
35 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 518＋ 41：26．6クビ 5．8
59 メイショウダブル 牡4黒鹿 57

56 ☆富田 暁松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 510＋ 4 〃 クビ 195．2�
816 ショウナンアンビル 牡4栗 57 B．アヴドゥラ 国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 444＋ 8 〃 アタマ 21．9�

（豪）

714
 オースミバレル 牡4芦 57 森 一馬�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 520－181：27．13 210．3�
713 ユノディエール 牡5鹿 57 高田 潤ロイヤルパーク 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 458－ 81：27．31	 127．6�
815 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 482＋ 61：27．72� 8．5�
611
 ヴェールレガロ 牡4栗 57

54 ▲斎藤 新水谷 昌晃氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 496－ 71：28．76 124．0�
48 タマモシンプロン 牡4栗 57

55 △西村 淳也タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 524－ 61：29．01� 17．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，124，400円 複勝： 67，481，500円 枠連： 26，740，400円
馬連： 95，167，300円 馬単： 40，540，600円 ワイド： 70，532，200円
3連複： 135，010，300円 3連単： 157，295，200円 計： 634，891，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 340円 � 430円 � 360円 枠 連（1－2） 1，140円

馬 連 �� 6，390円 馬 単 �� 11，980円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 1，750円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 23，150円 3 連 単 ��� 131，680円

票 数

単勝票数 計 421244 的中 � 35446（5番人気）
複勝票数 計 674815 的中 � 53654（5番人気）� 39831（7番人気）� 49268（6番人気）
枠連票数 計 267404 的中 （1－2） 18125（6番人気）
馬連票数 計 951673 的中 �� 11532（24番人気）
馬単票数 計 405406 的中 �� 2538（48番人気）
ワイド票数 計 705322 的中 �� 9040（25番人気）�� 10485（20番人気）�� 5621（36番人気）
3連複票数 計1350103 的中 ��� 4373（77番人気）
3連単票数 計1572952 的中 ��� 866（440番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―35．1―47．8―1：00．5―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F37．8
3 5－8（4，11）（15，12）1（10，14）7（2，13，16）3，6－9 4 5（8，12）11（4，15）（10，14）1（7，2，13，16）3－6－9

勝馬の
紹 介

サンライズフルメン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．2．4 京都2着

2015．3．9生 牡4栗 母 ラウンドダンス 母母 リアルファンシー 9戦2勝 賞金 17，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 イイデファイナル号・ヒルノアルゲーロ号
※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。



13129 5月25日 晴 良 （1京都3） 第11日 第9競走 ��1，800�
よ ど

與 杼 特 別
発走14時25分 （ダート・右）

4歳以上，1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

24 エムオーグリッタ 牡5鹿 57 津村 明秀大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 B494－ 21：51．7 30．9�
713 テイエムチェロキー 牡5鹿 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 494＋ 41：52．12� 7．2�
11 カフジキング 牡6鹿 57 川田 将雅加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 474± 01：52．31� 2．3�
612 ウインネプチューン 牡4青鹿57 B．アヴドゥラ�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B484－ 2 〃 ハナ 26．9�

（豪）

12 タマモカトレア 牝4鹿 55 富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 486＋ 61：52．51� 8．1�
35 ライデンバローズ 牡5芦 57 荻野 極猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B532＋ 81：52．71� 33．2	
815 ダノンスパーク 牡6鹿 57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 518± 01：52．8クビ 100．4

510 カリーニョミノル 牝5鹿 55 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 6 〃 アタマ 41．8�
816 ウォーターマーズ 	5芦 57 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 526＋ 61：52．9クビ 182．0�
48 コマビショウ 牡4黒鹿57 藤岡 康太小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 2 〃 クビ 4．1
36 マルヨシャバーリー 牡5栗 57 川須 栄彦野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B494－ 2 〃 アタマ 19．6�
59 イルフォーコン 牡6黒鹿57 和田 竜二 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 464－ 8 〃 ハナ 57．3�
47 メイショウイッポン 牡5鹿 57 柴山 雄一松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 502＋121：53．0� 289．5�
23 ドライバーズハイ 牡6鹿 57 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 458＋141：53．74 90．1�
714 マ リ オ 牡4鹿 57 古川 吉洋サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 506＋ 6 〃 アタマ 63．1�
611 マイネルブロッケン 牡5青鹿57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B436－ 41：54．23 12．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，668，000円 複勝： 91，410，000円 枠連： 32，464，900円
馬連： 131，867，800円 馬単： 63，399，100円 ワイド： 91，928，100円
3連複： 186，767，200円 3連単： 238，910，400円 計： 892，415，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，090円 複 勝 � 620円 � 270円 � 110円 枠 連（2－7） 7，310円

馬 連 �� 12，000円 馬 単 �� 25，940円

ワ イ ド �� 3，620円 �� 1，120円 �� 590円

3 連 複 ��� 10，160円 3 連 単 ��� 91，790円

票 数

単勝票数 計 556680 的中 � 14406（8番人気）
複勝票数 計 914100 的中 � 21641（10番人気）� 59568（5番人気）� 387901（1番人気）
枠連票数 計 324649 的中 （2－7） 3441（20番人気）
馬連票数 計1318678 的中 �� 8513（29番人気）
馬単票数 計 633991 的中 �� 1833（65番人気）
ワイド票数 計 919281 的中 �� 6184（34番人気）�� 20879（13番人気）�� 42255（4番人気）
3連複票数 計1867672 的中 ��� 13781（34番人気）
3連単票数 計2389104 的中 ��� 1887（275番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．9―49．5―1：02．1―1：14．6―1：26．9―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エムオーグリッタ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ワ レ ン ダ ー デビュー 2016．11．27 東京5着

2014．3．27生 牡5鹿 母 ワレンダラッド 母母 マルゼンラッド 20戦4勝 賞金 46，398，000円
〔発走状況〕 マルヨシャバーリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 イベリア号・キクノウェスター号・コパノジャッキー号・ダンサクドゥーロ号・テイエムテツジン号・

ナムラヘラクレス号・ヘヴントゥナイト号・ランドジュピター号・リアリスト号・ワタシノロザリオ号
※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。

13130 5月25日 晴 良 （1京都3） 第11日 第10競走 ��
��1，400�

す ざ く

朱雀ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

47 レインボーフラッグ 牡6鹿 57 川田 将雅 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 460－ 41：20．4 4．7�
610 グランドロワ 牡5栗 57 岩崎 翼田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B492＋ 2 〃 クビ 24．4�
35 エンゲルヘン 牝5栗 55 和田 竜二 �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 464＋ 4 〃 アタマ 4．0�
59 キアロスクーロ �6黒鹿57 池添 謙一水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508＋ 61：20．61	 19．2�
34 ジ ョ イ フ ル 牡5鹿 57 B．アヴドゥラゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B512－ 2 〃 ハナ 11．9�
（豪）

712 ロ ラ イ マ �6鹿 57 福永 祐一 	社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 460± 01：20．7
 5．1

58 メイショウカリン 牝5鹿 55 四位 洋文松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 492＋ 4 〃 クビ 27．0�
22 � クリノハッチャン 牝8鹿 55 藤井勘一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 464－ 41：20．8クビ 302．6�
23 ウインストラグル 牡5黒鹿57 菱田 裕二�ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 482－ 6 〃 ハナ 54．6
611 ルタンデュボヌール 牡5黒鹿57 岩田 康誠 	サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B490＋ 61：20．9
 5．6�
713 ニシノキントウン 牡4黒鹿57 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 458＋ 6 〃 アタマ 98．9�
815 クライムメジャー 牡5栗 57 藤岡 康太 	シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 522－ 61：21．0クビ 14．8�
11 マイネルパラディ �5芦 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 464－ 41：21．21	 20．3�
46 イ オ ラ ニ �8黒鹿57 中谷 雄太 �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 494＋121：21．83
 85．7�
814 ヤマカツグレース 牝5栗 55 武 豊山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 466＋141：22．86 21．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，092，900円 複勝： 111，104，100円 枠連： 36，504，500円
馬連： 180，381，000円 馬単： 68，392，100円 ワイド： 110，526，200円
3連複： 249，695，300円 3連単： 287，434，600円 計： 1，108，130，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 650円 � 160円 枠 連（4－6） 1，290円

馬 連 �� 7，370円 馬 単 �� 12，640円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 420円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 60，360円

票 数

単勝票数 計 640929 的中 � 107692（2番人気）
複勝票数 計1111041 的中 � 204250（2番人気）� 31099（11番人気）� 209962（1番人気）
枠連票数 計 365045 的中 （4－6） 21881（5番人気）
馬連票数 計1803810 的中 �� 18947（30番人気）
馬単票数 計 683921 的中 �� 4055（56番人気）
ワイド票数 計1105262 的中 �� 11577（31番人気）�� 75244（2番人気）�� 15963（23番人気）
3連複票数 計2496953 的中 ��� 24277（27番人気）
3連単票数 計2874346 的中 ��� 3452（208番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―11．0―10．5―11．2―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．7―34．7―45．2―56．4―1：07．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F35．2
3 10－5（3，11）（2，1，4，14）（12，15）7（9，8）13－6 4 10＝5（3，11）（2，1，4）（7，12）14（9，8，15）13，6

勝馬の
紹 介

レインボーフラッグ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．1．11 京都1着

2013．5．10生 牡6鹿 母 レインボーシーカー 母母 ラ ゲ ラ 30戦5勝 賞金 138，216，000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。



13131 5月25日 晴 良 （1京都3） 第11日 第11競走 ��
��1，200�第2回葵 ス テ ー ク ス（重賞）

発走15時35分 （芝・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1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

36 ディアンドル 牝3黒鹿55 藤岡 佑介 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 490± 01：08．0 2．3�
713	 アスターペガサス 牡3栗 57 福永 祐一加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

500＋ 2 〃 アタマ 63．2�
47 アウィルアウェイ 牝3鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456－ 21：08．21
 4．9�
611 ディープダイバー 牡3黒鹿57 藤岡 康太�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 448± 01：08．3� 5．2�
11 ケイアイサクソニー 牡3鹿 56 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 490＋ 2 〃 クビ 6．9	
510 エイティーンガール 牝3青鹿54 池添 謙一中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 426－ 81：08．4クビ 26．6

48 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 438＋ 21：08．61� 362．2�
714 タマモメイトウ 牡3黒鹿56 吉田 隼人タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 470－ 21：08．7� 84．7�
59 メイショウケイメイ 牝3鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 416＋ 41：08．8� 15．7
12 ホープフルサイン 牡3黒鹿56 幸 英明 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 488－12 〃 クビ 32．8�
816 ニホンピロヘンソン �3黒鹿56 藤井勘一郎小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 452－221：08．9クビ 165．3�
815	 マリアズハート 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.
Andersen 486＋10 〃 クビ 28．8�

23 アズマヘリテージ 牝3栗 54 松若 風馬東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 456± 01：09．11
 61．2�
24 ド ゴ ー ル 牡3鹿 56 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 462＋101：09．52� 34．3�
612 ジャスティン 牡3栗 56 川又 賢治小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 476－ 41：10．03 61．4�
35 ジャカランダシティ 牡3青鹿56 B．アヴドゥラ 吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 454－121：10．53 42．0�

（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 165，480，100円 複勝： 208，821，900円 枠連： 75，251，100円
馬連： 461，432，100円 馬単： 168，739，200円 ワイド： 272，784，600円
3連複： 725，664，400円 3連単： 901，859，000円 計： 2，980，032，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 870円 � 180円 枠 連（3－7） 2，680円

馬 連 �� 6，390円 馬 単 �� 7，600円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 380円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 9，170円 3 連 単 ��� 45，520円

票 数

単勝票数 計1654801 的中 � 564129（1番人気）
複勝票数 計2088219 的中 � 578407（1番人気）� 39000（13番人気）� 308783（3番人気）
枠連票数 計 752511 的中 （3－7） 21730（13番人気）
馬連票数 計4614321 的中 �� 59425（17番人気）
馬単票数 計1687392 的中 �� 16637（21番人気）
ワイド票数 計2727846 的中 �� 29387（24番人気）�� 209898（2番人気）�� 20759（38番人気）
3連複票数 計7256644 的中 ��� 59294（27番人気）
3連単票数 計9018590 的中 ��� 14361（131番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―10．9―11．2―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．0―45．2―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．0
3 ・（1，2，12）－6，10（4，5，7）（11，13）（3，9，15）8（16，14） 4 ・（1，2）12，6，10（4，7，13）5（11，9，15）3（16，8，14）

勝馬の
紹 介

ディアンドル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．7．15 中京2着

2016．2．14生 牝3黒鹿 母 グリューネワルト 母母 シェーンクライト 6戦5勝 賞金 99，046，000円
〔制裁〕 エイティーンガール号の騎手池添謙一は，4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：7番・5番・3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アイラブテーラー号・ショウナンタイガ号・セプタリアン号・ファイトフォーラヴ号・ラミエル号・

ローゼンクリーガー号
（非抽選馬） 2頭 カシノティーダ号・ルマーカーブル号
※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。

13132 5月25日 晴 良 （1京都3） 第11日 第12競走 ��
��2，000�4歳以上1000万円以下

発走16時10分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

813 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 480＋ 42：01．0 35．1�
45 サトノシリウス 牡4鹿 57 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 482＋ 8 〃 クビ 2．0�
56 スズカフューラー 牡5栗 57 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 434± 02：01．21� 51．3�
812 キボウノダイチ 牡4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治三宅 勝俊氏 杉山 晴紀 浦河 カナイシスタッド 498－10 〃 クビ 18．9�
22 フォーラウェイ 牡6鹿 57

54 ▲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 452＋ 22：01．3クビ 14．7	
69 アルムフォルツァ 牡4黒鹿57 池添 謙一﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 4 〃 クビ 6．4

44 モ ザ イ ク 牡5黒鹿57 荻野 極吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 466＋ 2 〃 ハナ 12．1�
33 リュヌルージュ 牝4鹿 55 福永 祐一窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 460＋ 42：01．4クビ 3．6�
11 コスモアルヘナ 牡7青鹿57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 478－ 42：01．71	 109．2
68 レッドカイザー 
8黒鹿57 北村 友一 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 488－ 42：02．01	 54．0�
710 ダイナミックアロー 牡6鹿 57

54 ▲三津谷隼人小川 勲氏 作田 誠二 浦河 杵臼斉藤牧場 502＋102：02．21� 78．7�
57 プラチナアッシュ 
4黒鹿57 古川 吉洋畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 472－ 2 〃 クビ 25．6�
711 ビービーブレスユー 牡6鹿 57

55 △西村 淳也�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 524± 02：03．05 137．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 64，923，700円 複勝： 79，678，200円 枠連： 31，493，400円
馬連： 151，827，100円 馬単： 66，433，300円 ワイド： 99，753，300円
3連複： 218，727，800円 3連単： 306，116，900円 計： 1，018，953，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，510円 複 勝 � 530円 � 140円 � 650円 枠 連（4－8） 1，180円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 10，820円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 4，690円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 25，420円 3 連 単 ��� 173，650円

票 数

単勝票数 計 649237 的中 � 14793（8番人気）
複勝票数 計 796782 的中 � 30198（8番人気）� 225769（1番人気）� 24103（9番人気）
枠連票数 計 314934 的中 （4－8） 20586（4番人気）
馬連票数 計1518271 的中 �� 32718（11番人気）
馬単票数 計 664333 的中 �� 4603（35番人気）
ワイド票数 計 997533 的中 �� 18414（14番人気）�� 5359（39番人気）�� 15365（18番人気）
3連複票数 計2187278 的中 ��� 6453（60番人気）
3連単票数 計3061169 的中 ��� 1278（396番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．5―37．1―49．8―1：02．2―1：14．9―1：27．0―1：38．4―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．0
1
3
10，12（4，3）（5，7）（2，9）8（1，11）6，13
10（5，12）（2，4，3，7）（1，8，9，11）6－13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドリームソルジャー �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2016．6．26 阪神3着

2014．3．22生 牡5栗 母 カレイメモワール 母母 ラ ピ ュ セ ル 22戦3勝 賞金 49，584，000円
〔制裁〕 キボウノダイチ号の騎手川又賢治は，決勝線手前で外側に斜行したことについて令和元年6月1日から令和元年6月9日ま

で騎乗停止。（被害馬：3番・9番）



（1京都3）第11日 5月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

246，190，000円
5，180，000円
19，730，000円
1，770，000円
29，080，000円
73，656，500円
4，874，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
642，550，500円
1，023，835，600円
299，990，000円
1，438，631，800円
647，875，400円
968，111，200円
2，115，022，300円
2，780，387，700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 9，916，404，500円

総入場人員 17，830名 （有料入場人員 16，863名）
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