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13097 5月18日 曇 良 （1京都3） 第9日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・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
1：09．1
1：08．7

重
重

12 ファビュラスギフト 牝3鹿 54
53 ☆富田 暁 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 456＋ 81：13．2 19．8�

612 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 488－ 21：13．41� 1．8�
47 ジュンユウコー 牝3鹿 54 幸 英明河合 純二氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 406＋ 8 〃 アタマ 50．0�
611 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 450＋ 41：13．5� 4．8�
23 クリノビッグサージ 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 496＋101：13．92� 5．6	
816 ジャングルキッド 牝3芦 54 M．デムーロ松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 21：14．11� 14．4

510 オーサムラン 牝3黒鹿54 田辺 裕信松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 412－141：14．2� 12．6�
11 イサチルケイ 牝3栗 54 国分 恭介小坂 功氏 大根田裕之 浦河 大北牧場 456－121：14．94 50．9�
714 ラルムエトワール 牝3栗 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 442－ 51：15．11� 92．5
59 アドベントクランツ 牝3黒鹿54 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 440－ 41：15．41� 161．8�
24 クリノバルセロナ 牝3芦 54 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 横井 哲 438 ―1：15．61 78．9�
713 メイショウオハラメ 牝3鹿 54 藤懸 貴志松本 好雄氏 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 484 ― 〃 クビ 138．5�
815 キョウエイリップル 牝3栗 54 川島 信二田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 458＋ 41：15．7クビ 123．0�
36 ヤマニンヒラソル 牝3黒鹿54 藤井勘一郎土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 光夫 466－ 71：16．23 405．4�
35 ビーチハピネス 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 456＋ 81：16．83� 29．2�

（15頭）
48 マックスブロケイド 牝3鹿 54 藤岡 佑介田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 424＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，016，200円 複勝： 58，455，600円 枠連： 13，082，700円
馬連： 46，191，300円 馬単： 28，467，300円 ワイド： 38，098，100円
3連複： 75，074，800円 3連単： 101，393，000円 計： 387，779，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 410円 � 110円 � 550円 枠 連（1－6） 990円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 530円 �� 5，000円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 8，990円 3 連 単 ��� 62，500円

票 数

単勝票数 差引計 270162（返還計 1910） 的中 � 10873（6番人気）
複勝票数 差引計 584556（返還計 4098） 的中 � 17986（6番人気）� 330190（1番人気）� 12566（7番人気）
枠連票数 差引計 130827（返還計 116） 的中 （1－6） 10179（5番人気）
馬連票数 差引計 461913（返還計 10223） 的中 �� 26684（5番人気）
馬単票数 差引計 284673（返還計 5862） 的中 �� 4264（16番人気）
ワイド票数 差引計 380981（返還計 10338） 的中 �� 19833（5番人気）�� 1833（37番人気）�� 9381（10番人気）
3連複票数 差引計 750748（返還計 30762） 的中 ��� 6261（26番人気）
3連単票数 差引計1013930（返還計 38826） 的中 ��� 1176（162番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．0―12．1―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．6―47．7―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファビュラスギフト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．6．2 阪神4着

2016．2．21生 牝3鹿 母 ファビュラスセンス 母母 ファビラスターン 9戦1勝 賞金 9，400，000円
〔競走除外〕 マックスブロケイド号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔3走成績による出走制限〕 アドベントクランツ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月18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。
（非抽選馬） 7頭 カーディストリー号・キクノプレミア号・ゴールデンラン号・サウンドサムデイ号・メイショウイヤサカ号・

メイショウカササギ号・ラブグラー号

13098 5月18日 曇 良 （1京都3） 第9日 第2競走 ��1，900�3歳未勝利
発走10時35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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

36 イ グ ナ ー ツ 牡3鹿 56 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 496＋ 42：03．5 3．1�

611 ニホンピロハビアー 牡3黒鹿56 武 豊小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 500± 02：03．81� 2．0�
11 シャンパンクーペ 牡3鹿 56 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 526± 0 〃 ハナ 26．2�
59 ナムラシンゲキ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 木村牧場 526± 02：03．9クビ 67．1�
47 メイショウモチヅキ 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 482 ―2：04．11� 108．0�
510 キービジュアル 牡3鹿 56 石橋 脩 	シルクレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B516－ 62：04．2� 15．1

35 トゥプエデス 牡3黒鹿56 松田 大作佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B438＋ 42：04．3� 13．6�
24 サンレイブランコ 牡3鹿 56 M．デムーロ永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 今 牧場 480－ 62：04．51� 8．5�
713 ヘニーストライカー 牡3栗 56 小牧 太	ターフ・スポート寺島 良 浦河 中島牧場 504－ 42：04．71� 34．9
12 マサハヤブリュッヘ 牡3芦 56

53 ▲亀田 温心中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 456－ 22：04．91� 28．3�
816 オーロペスカ 牡3栗 56 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 498－102：05．32� 74．0�
612 テイエムブランコ 牡3栗 56 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 508－14 〃 クビ 239．9�
23 ナ ム ラ モ ア 牝3鹿 54 松山 弘平奈村 睦弘氏 浜田多実雄 新冠 武田 寛治 472－ 22：05．83 126．6�
714 ピエナクロフネ 牡3芦 56 幸 英明本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 508－ 22：06．43� 29．5�
48 オウケンシャトル 牡3黒鹿56 大野 拓弥福井 明氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 520－142：06．5� 165．3�
815 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± 02：06．92� 279．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，599，700円 複勝： 52，582，500円 枠連： 12，209，800円
馬連： 46，444，500円 馬単： 26，881，200円 ワイド： 37，261，600円
3連複： 70，572，200円 3連単： 92，120，500円 計： 364，672，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 110円 � 440円 枠 連（3－6） 230円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，110円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 11，230円

票 数

単勝票数 計 265997 的中 � 67633（2番人気）
複勝票数 計 525825 的中 � 79610（2番人気）� 279075（1番人気）� 11414（8番人気）
枠連票数 計 122098 的中 （3－6） 40792（1番人気）
馬連票数 計 464445 的中 �� 122934（1番人気）
馬単票数 計 268812 的中 �� 27217（2番人気）
ワイド票数 計 372616 的中 �� 82611（1番人気）�� 6818（14番人気）�� 9866（12番人気）
3連複票数 計 705722 的中 ��� 24680（7番人気）
3連単票数 計 921205 的中 ��� 5943（27番人気）

ハロンタイム 7．3―11．3―12．0―14．0―13．7―13．4―12．9―12．5―13．3―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．6―30．6―44．6―58．3―1：11．7―1：24．6―1：37．1―1：50．4

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

イ グ ナ ー ツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．2．10 京都3着

2016．5．4生 牡3鹿 母 ラフアウェイ 母母 シェリーズスマイル 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 オウケンシャトル号・テイエムブランコ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月18日まで

平地競走に出走できない。
※テイエムブランコ号・ナムラモア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 京都競馬 第９日



13099 5月18日 曇 良 （1京都3） 第9日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ハニーエンパイア 牝3黒鹿54 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 444－ 21：55．1 5．7�
712 スマートフルーレ 牝3黒鹿54 武 豊大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 506＋10 〃 クビ 1．8�
611 ダイヤーズブルーム 牝3鹿 54 大野 拓弥吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム B470－ 21：55．31 20．1�
713 エ レ デ ィ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心中村 祐子氏 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 412－ 61：55．93� 28．9�
610 ピエナペリー 牝3鹿 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 クビ 92．1�
35 セブンティサン 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 412－ 21：56．43 5．1�
814 アルモニーセレスト 牝3鹿 54 田辺 裕信	ノースヒルズ 河内 洋 新冠 平山牧場 430－141：56．5� 50．2

23 アドマイヤジョイ 牝3芦 54 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496± 01：56．81� 24．7�
58 サイレントクララ 牝3黒鹿54 小牧 太吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 506＋ 8 〃 クビ 325．8�
47 スズカミュージック 牝3栗 54 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 448－ 21：57．22� 261．3
22 レッツゴームーチョ 牝3鹿 54 福永 祐一廣崎利洋HD	 坂口 智康 新ひだか 藤原牧場 474－ 41：57．73 7．9�
59 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 488－ 61：58．12� 370．5�
815 ロッカーモーション 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 464± 01：58．84 30．7�
34 プ レ ガ リ ア 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 438－ 41：59．43� 246．7�
46 ダ ズ リ ン 牝3鹿 54 松山 弘平手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464＋ 42：00．14 87．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，367，300円 複勝： 59，101，500円 枠連： 11，636，600円
馬連： 49，382，800円 馬単： 28，276，100円 ワイド： 38，931，200円
3連複： 71，829，700円 3連単： 103，521，800円 計： 392，047，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 110円 � 380円 枠 連（1－7） 500円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，140円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 15，070円

票 数

単勝票数 計 293673 的中 � 40988（3番人気）
複勝票数 計 591015 的中 � 64702（3番人気）� 296701（1番人気）� 18668（7番人気）
枠連票数 計 116366 的中 （1－7） 17885（2番人気）
馬連票数 計 493828 的中 �� 68224（2番人気）
馬単票数 計 282761 的中 �� 12026（6番人気）
ワイド票数 計 389312 的中 �� 39193（2番人気）�� 7782（12番人気）�� 19727（5番人気）
3連複票数 計 718297 的中 ��� 29323（5番人気）
3連単票数 計1035218 的中 ��� 4978（47番人気）

ハロンタイム 12．5―12．0―12．8―12．8―12．8―12．6―12．5―13．0―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―37．3―50．1―1：02．9―1：15．5―1：28．0―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．6
1
3
・（2，5）（12，15）1（9，14）－7（4，10）13，11（3，6）－8・（2，5）12，1（14，15）－10（9，11，6）－（4，13，8）3，7

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

勝馬の
紹 介

ハニーエンパイア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．12．22 阪神9着

2016．3．7生 牝3黒鹿 母 ハニーメロンチャン 母母 エピーメロン 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔その他〕 スマートフルーレ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。

13100 5月18日 曇 良 （1京都3） 第9日 第4競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11時35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
1：06．7
1：06．5

良
良

12 エクレアスピード 牡3鹿 56 武 豊李 柱坤氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 470＋ 21：09．2 2．2�
23 ベストチャーム 牝3鹿 54 川田 将雅中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 424＋301：09．41� 5．5�
36 メイショウウチデ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 464＋ 4 〃 クビ 17．8�
612 オウケンラブルナ 牝3栗 54 松田 大作福井 明氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 466＋141：09．5クビ 22．9�
48 ケイティグレース 牝3栗 54 幸 英明瀧本 和義氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 440＋ 81：09．6� 8．7�
59 アールウォーケン 牡3鹿 56 M．デムーロ前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 490－ 2 〃 クビ 6．6�
24 クリノショウグン 牡3黒鹿56 国分 優作栗本 博晴氏 坂口 智康 浦河 中村 雅明 492± 01：09．7クビ 139．4	
510 ヒロノアンビシャス 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心サンエイ開発
 北出 成人 浦河 杵臼牧場 454＋ 21：09．91 212．5�
714 バトルアグレッシブ 牡3黒鹿56 酒井 学宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 488－ 61：10．0	 71．8�
713 タガノプリマベーラ 牝3鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 386－ 6 〃 クビ 71．4
47 スカーヴァティ 牝3黒鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 436－ 81：10．1� 7．2�
35 リ ラ イ ト 牡3青 56 松山 弘平前田 葉子氏 森田 直行 新冠 平山牧場 454－ 21：10．2クビ 42．4�
816 マジックシード 牝3鹿 54 国分 恭介
G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 41：10．3	 262．3�
815 ミスアニバーサリー 牝3黒鹿54 水口 優也平田 修氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 482＋16 〃 アタマ 85．2�
611
 アメリカンソレイユ 牡3栗 56 福永 祐一吉澤 克己氏 藤岡 健一 米

S－B2010 J.V. No．
2 and Summer
Wind Equine

454＋ 41：11．68 20．8�
11 コニカルビーカー 牝3鹿 54 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 440 ―1：13．4大差 510．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，021，500円 複勝： 43，522，400円 枠連： 11，734，700円
馬連： 53，449，100円 馬単： 28，738，400円 ワイド： 39，805，200円
3連複： 73，643，700円 3連単： 91，408，900円 計： 375，323，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 170円 � 380円 枠 連（1－2） 800円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 330円 �� 680円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 10，750円

票 数

単勝票数 計 330215 的中 � 115872（1番人気）
複勝票数 計 435224 的中 � 111125（1番人気）� 65799（2番人気）� 20690（8番人気）
枠連票数 計 117347 的中 （1－2） 11366（3番人気）
馬連票数 計 534491 的中 �� 56729（1番人気）
馬単票数 計 287384 的中 �� 17613（1番人気）
ワイド票数 計 398052 的中 �� 34869（1番人気）�� 14667（7番人気）�� 6281（19番人気）
3連複票数 計 736437 的中 ��� 17361（7番人気）
3連単票数 計 914089 的中 ��� 6162（20番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．2―11．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．5―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクレアスピード �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2018．9．1 小倉2着

2016．3．19生 牡3鹿 母 フジドリーム 母母 コスモハイクラス 6戦1勝 賞金 13，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コニカルビーカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月18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） 2頭 ライトヴェロシティ号・ルンルンキャット号



13101 5月18日 曇 良 （1京都3） 第9日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・右・外）

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

713 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 496－ 21：47．5 3．0�
46 ゼ ッ ト レ オ 牡3栗 56 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 41：48．03 7．8�
34 ロードアブソルート 牡3鹿 56 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 434＋ 41：48．21� 3．2�
58 ハギノベルエキプ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人日隈 良江氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 428＋ 61：48．3� 240．4�

59 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 464－ 21：48．4クビ 5．4	

815 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± 01：48．5� 27．4

814 モ イ 牝3黒鹿54 四位 洋文 Him Rock Racing

ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 388＋ 61：48．71	 9．4�
712 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 448－ 21：48．8� 220．2�
47 タガノクロシェット 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心八木 良司氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 444－ 41：48．9� 128．2
610 ブラックタートル 牡3黒鹿56 和田 竜二中本 行則氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：49．11 44．1�
35 エーティードセイ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁荒木 徹氏 武 英智 日高 タバタファーム 444 ― 〃 クビ 24．3�
611 ル ナ ー ル 牡3青鹿56 国分 優作槙 和美氏 清水 久詞 新冠 松浦牧場 462＋ 21：49．41� 135．7�
22 ヨ イ タ ビ ヲ 牡3鹿 56 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 480－101：49．61 87．8�
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± 01：49．7	 318．1�
23 ブラックエクシード 牡3黒鹿56 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 474 ― 〃 クビ 17．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，215，200円 複勝： 36，051，300円 枠連： 10，982，200円
馬連： 44，852，900円 馬単： 21，875，300円 ワイド： 33，177，000円
3連複： 59，716，900円 3連単： 77，990，600円 計： 309，861，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 190円 � 130円 枠 連（4－7） 940円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 370円 �� 200円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 5，980円

票 数

単勝票数 計 252152 的中 � 66747（1番人気）
複勝票数 計 360513 的中 � 80157（1番人気）� 36554（4番人気）� 79945（2番人気）
枠連票数 計 109822 的中 （4－7） 9005（5番人気）
馬連票数 計 448529 的中 �� 34021（4番人気）
馬単票数 計 218753 的中 �� 9970（6番人気）
ワイド票数 計 331770 的中 �� 21446（3番人気）�� 50376（1番人気）�� 16906（5番人気）
3連複票数 計 597169 的中 ��� 39806（2番人気）
3連単票数 計 779906 的中 ��� 9453（12番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 15－6－（4，13）（2，9）1，7，8，12（11，14）5，3，10 4 15，6－13（4，9）2（1，7）（8，14）12－（11，5）－（3，10）

勝馬の
紹 介

ダノンレグナム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．9．8 阪神3着

2016．3．13生 牡3鹿 母 ダノンプリマドンナ 母母 ゴーカロライナ 7戦1勝 賞金 10，650，000円
〔3走成績による出走制限〕 アサケボス号・ヨイタビヲ号・ルナール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月18日ま

で平地競走に出走できない。

13102 5月18日 曇 良 （1京都3） 第9日 第6競走 ��
��1，600�3歳500万円以下

発走12時55分 （芝・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
1：33．0
1：30．5

良
良

78 オースミカテドラル 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 450± 01：33．4 2．5�
22 ダノンテイオー 牡3黒鹿56 池添 謙一�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 458－ 61：34．03� 3．8�
11 ロイヤルヴィザージ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 446± 01：34．1� 24．3�
66 ス キ ッ プ 牡3黒鹿56 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 456＋ 2 〃 クビ 13．9�
810	 タニノミッション 牝3鹿 54 M．デムーロ谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 490＋101：34．2� 2．3	
55 ラブリロンリロンス 牡3黒鹿56 酒井 学熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 21：34．51� 71．8

44 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 438－ 6 〃 ハナ 113．2�
77 タガノバレッティ 牝3青鹿54 藤懸 貴志八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434± 01：35．03 208．9�
89 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 434－ 21：35．32 48．2
（9頭）

33 ブリッツアウェイ 牝3黒鹿54 松若 風馬吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，334，200円 複勝： 34，939，600円 枠連： 7，613，800円
馬連： 38，991，200円 馬単： 28，353，100円 ワイド： 24，621，900円
3連複： 50，747，400円 3連単： 124，060，800円 計： 337，662，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 190円 � 420円 枠 連（2－7） 550円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 230円 �� 640円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 7，520円

票 数

単勝票数 差引計 283342（返還計 288） 的中 � 89741（2番人気）
複勝票数 差引計 349396（返還計 364） 的中 � 114169（2番人気）� 40450（3番人気）� 14075（5番人気）
枠連票数 差引計 76138（返還計 272） 的中 （2－7） 10717（2番人気）
馬連票数 差引計 389912（返還計 1536） 的中 �� 53611（3番人気）
馬単票数 差引計 283531（返還計 823） 的中 �� 22151（4番人気）
ワイド票数 差引計 246219（返還計 977） 的中 �� 32444（3番人気）�� 8962（7番人気）�� 7403（9番人気）
3連複票数 差引計 507474（返還計 3802） 的中 ��� 14182（7番人気）
3連単票数 差引計1240608（返還計 8980） 的中 ��� 11957（21番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．8―12．2―11．6―11．2―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．9―48．1―59．7―1：10．9―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．7
3 8，2（1，6）（5，7，10）－9，4 4 ・（8，2）（1，6）（5，10）（7，4）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オースミカテドラル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2018．11．24 京都9着

2016．4．3生 牡3鹿 母 ヘルスウォール 母母 サラトガフラッシュ 5戦2勝 賞金 16，200，000円
〔出走取消〕 ブリッツアウェイ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

追 加 記 事（第 3回京都競馬第 7日第 5競走）
〔その他〕　　スズカジョーダン号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」・「3走成績による出走制限」の適用を除外。



13103 5月18日 曇 良 （1京都3） 第9日 第7競走 ��
��1，200�4歳以上500万円以下

発走13時25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
1：09．1
1：08．7

重
重

11 ヘ ル デ ィ ン 牝5青鹿55 武 豊金山 敏也氏 千田 輝彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル 446＋ 21：11．9 5．7�

24 � パンサーバローズ 牡5黒鹿57 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar
Farm, LLC 496± 01：12．32	 2．5�

612 ゼ セ ル 牡5鹿 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 498＋ 21：12．4クビ 14．8�
816
 メイショウアワジ 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 488＋ 61：12．5� 37．6�
23 アストロノーティカ 牡5鹿 57 四位 洋文ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 8 〃 クビ 4．7�
36 ダイメイギンガ 牝4栗 55 和田 竜二宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 474± 01：12．7� 31．2�
713 ラタンドレス 牝6鹿 55 小林 徹弥 	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± 0 〃 クビ 74．3

12 アウトバーン 牡4鹿 57 水口 優也中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 468－ 81：12．8クビ 20．7�
815 ダブルスプリット 牡5栗 57 藤岡 康太椎名 節氏 西園 正都 日高 山際 辰夫 B488－ 61：13．11� 13．2�
59 ド ラ セ ナ �4黒鹿57 松若 風馬林 正道氏 角居 勝彦 新冠 秋田牧場 456－ 81：13．41� 35．6
714 スリーヘリオス 牡4黒鹿57 藤井勘一郎永井商事	 村山 明 浦河 辻 牧場 B510＋ 2 〃 ハナ 32．6�
611
 タマモジュニア 牡4栗 57

54 ▲亀田 温心タマモ	 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 464＋ 41：13．5	 11．1�
510
 オオオヤブン 牡5鹿 57 小牧 太幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 門別 敏朗 476－ 4 〃 ハナ 68．0�
48 セルヴィエット �4黒鹿57 荻野 琢真�田 昌久氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 494－ 81：13．81� 261．1�
35 
 カレンエクスカリバ 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人山口謙太郎氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 538－221：13．9	 143．3�
47 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 488＋ 81：14．0	 26．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，233，200円 複勝： 53，166，800円 枠連： 20，067，800円
馬連： 69，160，800円 馬単： 31，258，900円 ワイド： 50，607，300円
3連複： 98，968，300円 3連単： 111，804，300円 計： 468，267，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 130円 � 290円 枠 連（1－2） 330円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，580円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 20，400円

票 数

単勝票数 計 332332 的中 � 46628（3番人気）
複勝票数 計 531668 的中 � 67828（3番人気）� 141514（1番人気）� 35407（5番人気）
枠連票数 計 200678 的中 （1－2） 46159（1番人気）
馬連票数 計 691608 的中 �� 69264（2番人気）
馬単票数 計 312589 的中 �� 11218（4番人気）
ワイド票数 計 506073 的中 �� 38029（2番人気）�� 7529（16番人気）�� 21268（3番人気）
3連複票数 計 989683 的中 ��� 21603（7番人気）
3連単票数 計1118043 的中 ��� 3973（47番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．7―12．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．6―46．3―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘ ル デ ィ ン �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2016．10．29 京都3着

2014．3．9生 牝5青鹿 母 モエレサンタマリア 母母 ピサノガレー 21戦3勝 賞金 36，807，000円
〔制裁〕 アウトバーン号の騎手水口優也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※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） 2頭 メイショウブレナム号・レナータ号
（非抽選馬） 3頭 エンドレスコール号・トラストノブナガ号・ブルベアジュラフ号

13104 5月18日 曇 良 （1京都3） 第9日 第8競走 ��
��2，000�4歳以上500万円以下

発走13時55分 （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
1：56．8
1：56．1

良
良

33 メイケイゴールド 牡4芦 57 古川 吉洋名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 498＋182：00．9 6．9�
11 サンライズクロンヌ 牡6栗 57 田辺 裕信松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 494－ 42：01．0� 3．8�
44 ハギノカエラ 牝6栗 55 川田 将雅安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 420＋ 42：01．21� 4．6�
66 ウォーターパルフェ 牡4鹿 57 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 484＋10 〃 クビ 3．5�
810 メ ガ フ レ ア 牡5黒鹿57 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 484－ 82：01．3
 20．6�
55 ピボットポイント 牡4鹿 57 岩田 康誠 	シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：01．4クビ 8．4

77 ウインインペリアル 牡4栗 57 高田 潤�ウイン 	島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 486± 02：02．14 108．0�
22 アドマイヤクィーン 牝4鹿 55 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470± 02：02．2� 6．5�
89 ロックザボート 牝4鹿 55 藤井勘一郎 	サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 494－ 42：02．3� 86．9
78 コ ー ン ス ス 牡4鹿 57 松田 大作加藤 誠氏 森田 直行 日高 沖田牧場 522＋122：03．57 132．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，773，900円 複勝： 35，287，700円 枠連： 9，743，700円
馬連： 52，837，500円 馬単： 27，602，300円 ワイド： 31，024，500円
3連複： 65，969，200円 3連単： 109，523，900円 計： 359，762，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 150円 � 140円 枠 連（1－3） 1，560円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 600円 �� 650円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 16，230円

票 数

単勝票数 計 277739 的中 � 31757（5番人気）
複勝票数 計 352877 的中 � 40965（5番人気）� 61883（3番人気）� 72005（1番人気）
枠連票数 計 97437 的中 （1－3） 4834（8番人気）
馬連票数 計 528375 的中 �� 26851（10番人気）
馬単票数 計 276023 的中 �� 6637（18番人気）
ワイド票数 計 310245 的中 �� 12698（10番人気）�� 11491（12番人気）�� 27297（3番人気）
3連複票数 計 659692 的中 ��� 19573（10番人気）
3連単票数 計1095239 的中 ��� 4891（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．8―49．4―1：02．2―1：14．8―1：26．7―1：38．4―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイケイゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2017．10．21 東京10着

2015．4．12生 牡4芦 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 7戦2勝 賞金 17，750，000円



13105 5月18日 曇 良 （1京都3） 第9日 第9競走 ��
��2，400�メルボルントロフィー

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

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

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

55 プランドラー 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474－ 82：25．7 1．7�
88 タニノドラマ 牡3鹿 56 和田 竜二谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 424－ 62：25．91� 78．0�
22 ダンスディライト 牡3黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 アタマ 6．1�
11 ル タ ン ブ ル 牝3黒鹿54 松山 弘平杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 442＋102：26．0クビ 6．0�
77 サンサルドス 牡3鹿 56 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 522± 02：26．1� 11．6�
44 アルデエンブレム 牡3栗 56 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 480＋ 42：27．27 188．0	
33 ディスモーメント 牡3黒鹿56 福永 祐一大塚 亮一氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 502－ 62：27．3	 6．4

66 アマネセール 牡3青鹿56 石橋 脩 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478－102：29．2大差 13．2�
89 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 484－122：30．58 51．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 43，457，000円 複勝： 89，904，300円 枠連： 10，734，700円
馬連： 66，748，700円 馬単： 43，586，900円 ワイド： 42，513，400円
3連複： 85，490，400円 3連単： 207，780，900円 計： 590，216，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 960円 � 160円 枠 連（5－8） 2，150円

馬 連 �� 6，390円 馬 単 �� 7，790円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 240円 �� 4，590円

3 連 複 ��� 8，020円 3 連 単 ��� 44，370円

票 数

単勝票数 計 434570 的中 � 197278（1番人気）
複勝票数 計 899043 的中 � 568515（1番人気）� 7462（8番人気）� 74642（3番人気）
枠連票数 計 107347 的中 （5－8） 3867（6番人気）
馬連票数 計 667487 的中 �� 8086（17番人気）
馬単票数 計 435869 的中 �� 4193（25番人気）
ワイド票数 計 425134 的中 �� 5755（17番人気）�� 56231（1番人気）�� 2064（27番人気）
3連複票数 計 854904 的中 ��� 7986（22番人気）
3連単票数 計2077809 的中 ��� 3395（106番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．5―12．6―12．6―12．4―12．0―12．0―11．6―11．7―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―23．8―35．3―47．9―1：00．5―1：12．9―1：24．9―1：36．9―1：48．5―2：00．2―2：13．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プランドラー 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Proud Citizen デビュー 2018．7．22 中京5着

2016．2．25生 牡3鹿 母 プラウドスペル 母母 Pacific Spell 6戦2勝 賞金 23，071，000円

13106 5月18日 曇 良 （1京都3） 第9日 第10競走
オーストラリアターフクラブ賞

��
��1，200�シドニートロフィー

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

オーストラリアターフクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

36 スマートレイチェル 牝5黒鹿55 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 486± 01：11．4 5．1�
23 ベ ル ク リ ア 牝6芦 55 福永 祐一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 472± 0 〃 アタマ 13．9�
612 ストロベリームーン 牝5青鹿55 武 豊�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 450＋ 81：11．5クビ 2．1�
24 シアーライン 牡6鹿 57 大野 拓弥吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B526± 0 〃 ハナ 22．2�
714 メイショウコゴミ 牝4鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 448－ 2 〃 クビ 6．0�
510 ヤマニンレジスタ 牡4栗 57 藤岡 康太土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 498－ 21：11．6クビ 24．8	
47 タ ガ ノ ア ム 牝4鹿 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 61：11．7� 44．7

12 ガ ン ジ ー 牡8栗 57 小牧 太岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 520± 01：11．8	 102．8�
59 
 アスタースウィング 牡5栗 57 松山 弘平加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B520＋ 81：12．01 12．3�
35 ゲ キ リ ン 牡5栗 57 岩田 康誠市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 478＋ 2 〃 ハナ 59．4
11 ツクバクロオー 牡4青鹿57 国分 優作荻原 昭二氏 坂口 智康 新ひだか 田上 徹 444－141：12．32 44．5�
815 メイショウアリソン 牡5黒鹿57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 496＋ 21：12．4クビ 11．5�
713 ローゼンタール 牝6栗 55 古川 吉洋岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 514＋ 81：13．35 266．9�
48 ミトノレインボー 牝4鹿 55 藤岡 佑介ロイヤルパーク 武 英智 新ひだか 木村 秀則 464± 01：14．25 41．4�

（14頭）
611 レ レ マ ー マ �7栗 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B532－ 4 （競走除外）

816 ロードエース 牡4鹿 57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 510＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 44，676，100円 複勝： 62，978，600円 枠連： 33，045，900円
馬連： 95，393，200円 馬単： 40，704，600円 ワイド： 59，344，500円
3連複： 113，777，900円 3連単： 135，342，200円 計： 585，263，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 220円 � 110円 枠 連（2－3） 2，080円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 740円 �� 270円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 14，490円

票 数

単勝票数 差引計 446761（返還計 67924） 的中 � 68774（2番人気）
複勝票数 差引計 629786（返還計 86126） 的中 � 98868（2番人気）� 52973（4番人気）� 196540（1番人気）
枠連票数 差引計 330459（返還計 17146） 的中 （2－3） 12294（8番人気）
馬連票数 差引計 953932（返還計363356） 的中 �� 24471（10番人気）
馬単票数 差引計 407046（返還計150291） 的中 �� 5228（19番人気）
ワイド票数 差引計 593445（返還計217042） 的中 �� 18680（9番人気）�� 62357（1番人気）�� 32965（4番人気）
3連複票数 差引計1137779（返還計774563） 的中 ��� 48521（3番人気）
3連単票数 差引計1353422（返還計964633） 的中 ��� 6771（38番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．9―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．4―46．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレイチェル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．12．24 阪神2着

2014．1．25生 牝5黒鹿 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 22戦5勝 賞金 93，345，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 ロードエース号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。

レレマーマ号は，馬場入場後に他の馬に蹴られ，疾病〔左肋部血腫〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
※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 サーティグランド号・テーオージーニアス号・ノーフィアー号・プレシャスルージュ号



13107 5月18日 曇 良 （1京都3） 第9日 第11競走 ��
��1，900�第26回平安ステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，30．5．19以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，30．5．18以前の
GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

47 チュウワウィザード 牡4青鹿58 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482＋ 71：58．1 2．5�
36 モズアトラクション 牡5栗 56 藤岡 康太 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 490－ 6 〃 ハナ 147．6�
11 オメガパフューム 牡4芦 59 M．デムーロ原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 462＋121：58．31	 6．7�
35 アナザートゥルース 
5栗 57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B480± 01：58．51	 8．8�
48 サンライズソア 牡5青鹿57 田辺 裕信松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 510＋ 61：58．71� 4．8�
59 � ジョーダンキング 牡6黒鹿56 岩田 康誠廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 498＋ 6 〃 ハナ 16．2	
714 マイネルユキツバキ 牡4鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 530＋ 21：59．01 40．8

611 クイーンマンボ 牝5青 54 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 520＋14 〃 クビ 36．1�
815 サトノティターン 牡6黒鹿57 石橋 脩里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 570－ 21：59．1アタマ 10．7�
23 グレンツェント 牡6鹿 57 幸 英明 シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478－ 61：59．42 62．9�
12 サンマルデューク 牡10黒鹿56 武士沢友治相馬 勇氏 和田 勇介 日高 田端牧場 512－ 61：59．5 164．2�
816 ロンドンタウン 牡6鹿 56 藤岡 佑介薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 528± 01：59．71	 10．0�
510 ハイランドピーク 牡5青鹿57 武 豊島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 42：00．01 18．3�
24 トラキチシャチョウ 牡8鹿 56 水口 優也 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新冠 村上 欽哉 506± 02：00．1� 564．3�
713 メイショウスミトモ 牡8鹿 57 小牧 太松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 22：00．2クビ 435．6�
612 マイネルオフィール 牡7鹿 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 518＋ 42：00．3� 347．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 155，690，600円 複勝： 214，285，200円 枠連： 89，994，800円
馬連： 488，234，800円 馬単： 179，295，300円 ワイド： 303，941，600円
3連複： 839，952，500円 3連単： 1，030，127，800円 計： 3，301，522，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 1，720円 � 280円 枠 連（3－4） 720円

馬 連 �� 21，830円 馬 単 �� 30，210円

ワ イ ド �� 5，330円 �� 480円 �� 11，660円

3 連 複 ��� 32，970円 3 連 単 ��� 218，430円

票 数

単勝票数 計1556906 的中 � 482556（1番人気）
複勝票数 計2142852 的中 � 562091（1番人気）� 22420（12番人気）� 177252（5番人気）
枠連票数 計 899948 的中 （3－4） 96540（4番人気）
馬連票数 計4882348 的中 �� 17330（43番人気）
馬単票数 計1792953 的中 �� 4450（76番人気）
ワイド票数 計3039416 的中 �� 13936（46番人気）�� 180537（3番人気）�� 6330（61番人気）
3連複票数 計8399525 的中 ��� 19106（89番人気）
3連単票数 計10301278 的中 ��� 3419（536番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．3―29．9―42．8―55．6―1：08．5―1：20．7―1：32．8―1：45．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チュウワウィザード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デュランダル デビュー 2018．2．17 京都1着

2015．4．19生 牡4青鹿 母 チュウワブロッサム 母母 オータムブリーズ 9戦5勝 賞金 120，661，000円
［他本会外：2戦2勝］

※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 ヒロブレイブ号

13108 5月18日 曇 良 （1京都3） 第9日 第12競走
レーシングオーストラリア賞

��
��1，800�オーストラリアトロフィー

発走16時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

レーシングオーストラリア賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

66 フォックスクリーク 牡4黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：49．2 1．5�

77 サトノガーネット 牝4黒鹿55 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428－ 4 〃 クビ 5．7�

11 ムーンレイカー 牡4鹿 57 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：49．3� 8．1�
44 ユウチェンジ 牡6黒鹿57 松山 弘平�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B498－ 81：49．61	 54．0�
55 アドマイヤキズナ 牡6黒鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 464＋ 21：49．7クビ 6．1�
88 
 ケージーキンカメ 牡8黒鹿57 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 482－ 41：49．8	 46．4	
22 レプランシュ 牡6鹿 57 石橋 脩 
キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B462－101：50．12 28．5�
33 サンティーニ 牡4栗 57 藤岡 康太
ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 494± 01：50．31 17．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 43，698，100円 複勝： 128，621，300円 枠連： 発売なし
馬連： 82，169，100円 馬単： 52，820，400円 ワイド： 47，530，500円
3連複： 98，773，800円 3連単： 298，609，100円 計： 752，222，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 120円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 180円 �� 210円 �� 410円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 1，310円

票 数

単勝票数 計 436981 的中 � 229950（1番人気）
複勝票数 計1286213 的中 � 1022532（1番人気）� 70728（2番人気）� 62641（4番人気）
馬連票数 計 821691 的中 �� 181008（1番人気）
馬単票数 計 528204 的中 �� 85697（1番人気）
ワイド票数 計 475305 的中 �� 76773（2番人気）�� 58607（3番人気）�� 24400（7番人気）
3連複票数 計 987738 的中 ��� 125937（2番人気）
3連単票数 計2986091 的中 ��� 164805（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．1―50．1―1：03．3―1：15．8―1：26．8―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．4
3 1，6（3，8）（5，2）（4，7） 4 ・（1，6）8（3，5，2）（4，7）

勝馬の
紹 介

フォックスクリーク 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．10．15 京都1着

2015．2．19生 牡4黒鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 7戦3勝 賞金 43，990，000円



（1京都3）第9日 5月18日（土曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

240，190，000円
2，530，000円
20，860，000円
1，860，000円
28，350，000円
65，789，500円
4，406，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
518，083，000円
868，896，800円
230，846，700円
1，133，855，900円
537，859，800円
746，856，800円
1，704，516，800円
2，483，683，800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 8，224，599，600円

総入場人員 16，646名 （有料入場人員 15，700名）
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