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13097 5月18日 晴 良 （25京都3）第9日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

35 ミキノノボリリュウ 牡3鹿 56 C．デムーロ 谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 472＋ 41：54．0 1．6�
（伊）

34 ニホンピロホウオー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 B452＋101：54．42� 42．2�
47 ナムライットウセイ 牡3黒鹿56 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 466＋ 21：54．72 6．2�
611 アドマイヤイナズマ 牡3青鹿56 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 502－ 41：55．12� 27．9�
22 エアーウェーブ 牡3鹿 56 国分 恭介小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 526＋ 41：55．31 25．7�
58 ワイルドアンセム 牡3鹿 56 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 B482－ 2 〃 クビ 5．2	
11 タイセイボルト 牡3青鹿56 藤岡 佑介田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 466＋161：55．72� 13．6

815 ナムラタイショウ 牡3栗 56 太宰 啓介奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 446－ 81：56．12� 253．9�
814 シークレットゾーン 牡3鹿 56 松山 弘平小林 久義氏 鈴木 孝志 新ひだか 神垣 道弘 504＋141：56．73� 61．4�
713 スマートパスポート 牝3鹿 54 福永 祐一大川 徹氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 440＋ 21：56．91 71．7
59 レッドリンクス 牡3青 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋ 41：58．07 23．4�
712 スリーエスペラント 牡3栗 56 秋山真一郎永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 476＋ 61：58．31� 176．5�
23 クリノハンニバル 牡3鹿 56

53 ▲花田 大昂栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 武田牧場 438－ 21：58．93� 622．6�
46 ショウナンハヤテ 牡3栗 56 和田 竜二国本 哲秀氏 北出 成人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 62：00．28 300．8�
610 タ ネ マ フ タ 牡3鹿 56 四位 洋文�錦岡牧場 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 434 ―2：01．15 137．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，722，600円 複勝： 49，442，200円 枠連： 9，303，700円
馬連： 32，005，500円 馬単： 26，474，900円 ワイド： 17，711，000円
3連複： 52，692，000円 3連単： 100，121，900円 計： 303，473，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 750円 � 160円 枠 連（3－3） 3，520円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 990円 �� 220円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 17，530円

票 数

単勝票数 計 157226 的中 � 79923（1番人気）
複勝票数 計 494422 的中 � 313928（1番人気）� 5893（8番人気）� 47603（3番人気）
枠連票数 計 93037 的中 （3－3） 1953（10番人気）
馬連票数 計 320055 的中 �� 6867（10番人気）
馬単票数 計 264749 的中 �� 4118（13番人気）
ワイド票数 計 177110 的中 �� 3917（10番人気）�� 26087（2番人気）�� 1829（19番人気）
3連複票数 計 526920 的中 ��� 10200（12番人気）
3連単票数 計1001219 的中 ��� 4217（49番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―13．3―13．8―13．5―13．0―11．9―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―37．1―50．9―1：04．4―1：17．4―1：29．3―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．6
1
3
4，5（3，8）（6，10）（7，15）12，2，9－13，14，1，11・（4，5，1）（8，15）6（7，10）（12，13）2（9，11）14－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミキノノボリリュウ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 トワイニング デビュー 2013．1．5 京都6着

2010．5．2生 牡3鹿 母 ト シ ハ イ ジ 母母 サツマリーベ 6戦1勝 賞金 11，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 タネマフタ号は，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〕 ショウナンハヤテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月18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。

13098 5月18日 晴 良 （25京都3）第9日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時30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
1：21．9
1：21．5

重
不良

59 トウショウタイド 牡3鹿 56 幸 英明トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 552－ 81：26．2 5．2�
12 ニホンピロオーロラ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 友田牧場 456＋10 〃 ハナ 23．1�
48 ホッコーマグマ 牡3鹿 56 武 豊矢部 幸一氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B478＋ 41：26．3� 14．8�
11 ロイヤルレイド 牡3鹿 56 太宰 啓介山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 466＋ 41：26．62 54．5�
35 バイオレットアロー 牡3鹿 56 国分 優作池田 實氏 藤岡 範士 新ひだか 山口 忠彦 464 ―1：26．91� 188．6�
816 サンライズネオ 牡3黒鹿56 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 472－ 41：27．0クビ 2．5	
510 ニホンピロマイティ 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 450＋ 6 〃 ハナ 58．3

611 アンバサダー 牡3栗 56 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 468－ 41：27．31� 6．8�
815 サンライズテナンゴ 牡3芦 56 池添 謙一松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 464＋ 21：27．4� 99．3�
23 インペリウム 牡3鹿 56 C．デムーロ 小村アセットM� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 486 ―1：27．71� 36．2

（伊）

24 ルベーゼドランジェ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 クビ 3．3�
713 フ ァ ウ ヌ ス 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 日高 オリオンファーム 490－ 81：28．01� 291．1�

36 ハローヘイロー 牡3鹿 56 水口 優也松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 486＋101：28．1クビ 407．3�
714 ルージュボックス 牝3栗 54 北村 宏司小林竜太郎氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 41：28．31	 426．3�
47 テイエムカイソク 牡3鹿 56 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 496＋481：28．83 156．1�
612 マンテンタテヤマ 牡3鹿 56 小林 徹弥小島 將之氏 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 472－ 61：29．65 891．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，689，500円 複勝： 42，182，200円 枠連： 10，379，200円
馬連： 39，683，100円 馬単： 28，263，600円 ワイド： 20，253，000円
3連複： 54，554，400円 3連単： 92，727，500円 計： 307，732，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 680円 � 430円 枠 連（1－5） 4，150円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 8，760円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 680円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 12，180円 3 連 単 ��� 62，160円

票 数

単勝票数 計 196895 的中 � 30221（3番人気）
複勝票数 計 421822 的中 � 66511（3番人気）� 14079（6番人気）� 24224（5番人気）
枠連票数 計 103792 的中 （1－5） 1850（13番人気）
馬連票数 計 396831 的中 �� 5980（15番人気）
馬単票数 計 282636 的中 �� 2382（27番人気）
ワイド票数 計 202530 的中 �� 3995（13番人気）�� 7702（7番人気）�� 1964（23番人気）
3連複票数 計 545544 的中 ��� 3307（34番人気）
3連単票数 計 927275 的中 ��� 1101（162番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．4―47．8―1：00．0―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウタイド �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2012．7．22 中京5着

2010．4．4生 牡3鹿 母 バーニントウショウ 母母 サマンサトウショウ 9戦1勝 賞金 12，500，000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） 2頭 テイエムダイトッパ号・ナムラシンバ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルタテザ号
※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。

第３回 京都競馬 第９日



13099 5月18日 晴 良 （25京都3）第9日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （芝・右・外）

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
1：44．7
1：44．1

良
良

12 ショウナンバーキン 牝3青 54 C．デムーロ 国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 460＋ 61：48．3 1．9�
（伊）

47 ア ン ジ ュ エ 牝3黒鹿54 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462＋ 41：48．51� 24．5�

611 フェリーチェレガロ 牝3黒鹿54 四位 洋文平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 486± 01：48．71� 4．9�
11 グローバルハート 牝3鹿 54 武 豊窪田 芳郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 464－ 21：48．8� 11．6�
23 トーワフォーエバー 牝3芦 54 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 466＋ 21：48．9� 6．3�
713 レネットグルーヴ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 	サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 410－ 21：49．0クビ 17．0

36 ヌーヴェルリュンヌ 牝3鹿 54 国分 恭介 �グリーンファーム宮本 博 安平 ノーザンファーム 500－ 8 〃 ハナ 441．3�
48 セイウンヒマワリ 牝3栗 54 幸 英明西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 中脇 満 390－ 4 〃 ハナ 73．0�
818 キネオチェリー 牝3黒鹿54 北村 宏司ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 アタマ 62．6
816 ナ ナ リ ー 牝3鹿 54 秋山真一郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋121：49．1� 56．8�
510 テイエムレオネッサ 牝3栗 54 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 458－ 2 〃 ハナ 77．0�
714 シルヴァーグレイス 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 444＋101：49．2� 10．5�
612 シャインエタニティ 牝3青鹿54 太宰 啓介	宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 446－ 21：49．3� 299．3�
35 メイショウホノボノ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 日進牧場 518 ― 〃 ハナ 209．9�
59 アクメバイオ 牝3鹿 54 酒井 学バイオ� 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 460－ 21：50．25 599．5�
24 タマモミツマメ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 野坂牧場 418－ 21：50．3クビ 130．2�
817 パープルルビー 牝3黒鹿54 国分 優作中野 銀十氏 境 直行 日高 藤本ファーム 450＋ 21：50．72� 563．0�
715 マルカイーグル 牝3鹿 54 小林 徹弥原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 436± 01：51．02 844．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，288，800円 複勝： 38，981，700円 枠連： 12，798，500円
馬連： 42，982，700円 馬単： 32，070，200円 ワイド： 21，489，400円
3連複： 54，967，600円 3連単： 94，545，100円 計： 320，124，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 340円 � 170円 枠 連（1－4） 1，250円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 660円 �� 240円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 12，140円

票 数

単勝票数 計 222888 的中 � 94205（1番人気）
複勝票数 計 389817 的中 � 142872（1番人気）� 18761（6番人気）� 53536（2番人気）
枠連票数 計 127985 的中 （1－4） 7609（5番人気）
馬連票数 計 429827 的中 �� 15057（7番人気）
馬単票数 計 320702 的中 �� 10299（8番人気）
ワイド票数 計 214894 的中 �� 7471（6番人気）�� 26673（1番人気）�� 3632（15番人気）
3連複票数 計 549676 的中 ��� 16665（9番人気）
3連単票数 計 945451 的中 ��� 5751（36番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．8―12．4―12．2―12．3―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．7―48．5―1：00．9―1：13．1―1：25．4―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．2
3 6，7（3，11，17）（2，4，8，14）10（1，13，18）（16，9）15，12，5 4 6，7（3，11）2（8，17）（1，10，14，18）（13，9）（4，16）（15，12，5）

勝馬の
紹 介

ショウナンバーキン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．1．13 京都2着

2010．1．21生 牝3青 母 ショウナンマライア 母母 ショウナンアイドル 6戦1勝 賞金 12，900，000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。

13100 5月18日 晴 良 （25京都3）第9日 第4競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走11時30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

815 マッシヴプリンス 牡3黒鹿56 藤田 伸二小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 大典牧場 496＋162：00．7 16．8�
47 デビルズハーツ 牡3鹿 56 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 492＋102：01．01� 17．3�
23 エーティータラント 牡3芦 56 和田 竜二荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 494－ 22：01．85 4．4�
48 スピーディシャープ 牡3鹿 56 幸 英明吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム 404－ 82：02．54 191．9�
11 ステージジャンプ 牡3鹿 56 福永 祐一小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500－ 62：02．6� 2．0�
24 ナリタアップスター 牡3栗 56 国分 恭介�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 426＋ 42：02．91� 240．3	
611 ウインアルカディア 牡3栗 56 C．デムーロ�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 B504－ 62：03．0� 11．9


（伊）

714 カナディアンリーフ 牡3黒鹿56 国分 優作 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 528＋ 62：03．21� 8．6�
59 ツーエムスイフト 牡3鹿 56 水口 優也水谷 昌晃氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 486－ 22：03．3クビ 692．3
510 モユルオモイ 牡3栗 56 太宰 啓介 �キャロットファーム 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：04．04 107．1�
612 ポラールリヒト 牡3黒鹿56 酒井 学 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500－ 62：04．1� 37．6�
35 エリタージュ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 444± 02：04．2� 503．7�
816 グリコーゲン 牡3黒鹿56 浜中 俊青芝商事� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 444＋102：04．3クビ 9．0�
713 イノベーション 牡3黒鹿56 松山 弘平前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 8 〃 アタマ 204．6�
36 メイショウメテオ 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 524 ―2：04．51� 37．9�
12 フ リ ッ プ 牡3鹿 56 秋山真一郎�Basic 田島 俊明 浦河 谷川牧場 456－ 62：10．2大差 294．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，237，900円 複勝： 33，782，300円 枠連： 11，332，500円
馬連： 34，867，900円 馬単： 26，803，200円 ワイド： 18，714，100円
3連複： 51，295，800円 3連単： 85，893，500円 計： 281，927，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 590円 � 530円 � 170円 枠 連（4－8） 3，490円

馬 連 �� 12，940円 馬 単 �� 27，940円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 1，050円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 14，400円 3 連 単 ��� 146，740円

票 数

単勝票数 計 192379 的中 � 9034（6番人気）
複勝票数 計 337823 的中 � 12642（7番人気）� 14590（6番人気）� 68521（2番人気）
枠連票数 計 113325 的中 （4－8） 2403（14番人気）
馬連票数 計 348679 的中 �� 1989（29番人気）
馬単票数 計 268032 的中 �� 708（57番人気）
ワイド票数 計 187141 的中 �� 1584（29番人気）�� 4490（11番人気）�� 4690（10番人気）
3連複票数 計 512958 的中 ��� 2630（37番人気）
3連単票数 計 858935 的中 ��� 432（310番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．8―13．4―13．7―13．2―12．4―12．0―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．4―30．2―43．6―57．3―1：10．5―1：22．9―1：34．9―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マッシヴプリンス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．11．18 京都3着

2010．3．31生 牡3黒鹿 母 エンシャントゴールド 母母 Ocean Cat 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フリップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月18日まで平地競走に出

走できない。
※フリップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



13101 5月18日 晴 良 （25京都3）第9日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

23 アドマイヤキンカク 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436－ 61：34．5 2．7�
11 � アンシャックルド 牡3栗 56 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC B500－ 61：34．71� 19．6�
818 シゲルヘビザ 牡3黒鹿56 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 486＋ 41：34．8クビ 12．3�
612 トウカイバイタル 牡3黒鹿56 浜中 俊内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 446＋ 4 〃 ハナ 2．5�
713 ピエナインパクト 牡3鹿 56 武 豊本谷 兼三氏 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 420－ 21：35．12 9．7�
48 ラガーライオン 牡3鹿 56 幸 英明奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 	橋本牧場 466＋ 2 〃 クビ 107．8	
12 アトラスバローズ 牡3栗 56 和田 竜二猪熊 広次氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 490＋101：35．31
 75．1

510� レッドエルザ 牝3栗 54 C．デムーロ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Keene Ridge

Racing, LLC 432 ― 〃 アタマ 9．5�
（伊）

24 アートアロング 牝3栗 54 藤田 伸二寺田 寿男氏 笹田 和秀 新ひだか 矢野牧場 416± 0 〃 ハナ 45．5
36 ウォーターシュート 牡3鹿 56 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 408＋ 21：36．36 542．9�
714 キョウワナイト 牡3鹿 56 水口 優也�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 464＋ 21：36．51
 481．7�
35 � クラシカルバリュー 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 照哉氏 大久保龍志 米 Shadai Farm 438－ 6 〃 アタマ 44．2�
47 ハーマンミュート �3青鹿56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488± 01：36．71 68．0�
817 スマートレーベル 牡3黒鹿56 岩田 康誠大川 徹氏 吉村 圭司 新ひだか 荒谷 英俊 452＋10 〃 ハナ 83．9�
59 ウォースピリッツ 牡3黒鹿56 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 81：36．8� 28．5�
611 セルリアンプラウド �3鹿 56 小林 徹弥�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 486－ 6 〃 ハナ 623．9�
816 ユ ニ ー ク 牝3青 54 藤岡 佑介 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486 ―1：38．39 510．5�
715 スタンドオントップ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 追分ファーム 476＋ 41：41．4大差 451．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，939，500円 複勝： 42，784，100円 枠連： 13，136，300円
馬連： 46，138，900円 馬単： 32，498，000円 ワイド： 26，132，700円
3連複： 67，414，100円 3連単： 110，671，700円 計： 363，715，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 430円 � 310円 枠 連（1－2） 1，750円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 690円 �� 870円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 8，680円 3 連 単 ��� 33，270円

票 数

単勝票数 計 249395 的中 � 73410（2番人気）
複勝票数 計 427841 的中 � 107790（2番人気）� 20912（6番人気）� 31652（4番人気）
枠連票数 計 131363 的中 （1－2） 5542（8番人気）
馬連票数 計 461389 的中 �� 19129（5番人気）
馬単票数 計 324980 的中 �� 8924（7番人気）
ワイド票数 計 261327 的中 �� 9705（6番人気）�� 7467（8番人気）�� 3628（19番人気）
3連複票数 計 674141 的中 ��� 5732（25番人気）
3連単票数 計1106717 的中 ��� 2455（90番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．2―11．9―11．6―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．0―47．2―59．1―1：10．7―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．4
3 18，17，2（11，9）（1，14）（6，7）3（12，10）8（4，5）13，16＝15 4 18（2，17）（9，14）1，11（3，6，7，10）（4，12，8）（5，13）＝16＝15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤキンカク �
�
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 2012．9．16 阪神5着

2010．1．18生 牡3鹿 母 ソニックグルーヴ 母母 エアグルーヴ 8戦1勝 賞金 13，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スタンドオントップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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 シゲルワシザ号・トップスタート号
※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。

13102 5月18日 晴 良 （25京都3）第9日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

12 ケントヒーロー 牡3栗 56 秋山真一郎田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 474－ 81：08．9 9．1�
510 ベ ル ラ イ ン 牝3栗 54 福永 祐一永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：09．0� 6．7�
23 ディープジュジュ 牡3鹿 56 上村 洋行深見 敏男氏 本田 優 新冠 岩見牧場 470－ 21：09．1� 84．0�
48 メイショウガンツ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 428－ 41：09．31� 31．1�
816 アグネスキズナ 牡3栗 56 岩田 康誠渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 480－ 21：09．4	 8．8�
24 フィールドメジャー 牝3栗 54 C．デムーロ 地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 450＋221：09．5クビ 13．3�

（伊）

612 アグネスフィズ 牝3鹿 54 武 豊渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 クビ 4．3	
35 トウシンヴィーナス 牝3青鹿54 幸 英明
サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 408＋ 4 〃 アタマ 13．7�
611 アメージングムーン 牝3鹿 54 四位 洋文 
ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 438＋ 41：09．71� 4．7�
59 クインスウィーティ 牝3芦 54 国分 恭介田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 418＋ 61：09．91� 23．6
47 アクアブルーバレー 牝3栗 54 浜中 俊佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 458－ 21：10．0� 19．8�
36 アカノジュウロク 牝3鹿 54 北村 宏司根本 忠義氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 446＋ 21：10．1クビ 12．6�
11 ノーザンハリアー 
3芦 56 酒井 学岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 むかわ 渡辺 隆 430－ 8 〃 ハナ 90．1�
815 ミ ニ 牡3黒鹿56 国分 優作金井 順一氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 460－ 4 〃 クビ 47．9�
713 エイシンパラダイス 牝3栗 54 藤田 伸二平井 克彦氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 454＋ 41：11．710 27．3�
714 サンマルマズル 牡3鹿 56 和田 竜二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 470＋201：11．8クビ 246．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，634，700円 複勝： 34，577，700円 枠連： 15，757，400円
馬連： 44，027，300円 馬単： 25，410，300円 ワイド： 23，484，700円
3連複： 64，497，200円 3連単： 91，582，300円 計： 317，971，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 280円 � 230円 � 1，960円 枠 連（1－5） 1，960円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 930円 �� 7，250円 �� 9，670円

3 連 複 ��� 83，950円 3 連 単 ��� 388，440円

票 数

単勝票数 計 186347 的中 � 16250（5番人気）
複勝票数 計 345777 的中 � 34531（4番人気）� 46470（3番人気）� 3715（15番人気）
枠連票数 計 157574 的中 （1－5） 5942（10番人気）
馬連票数 計 440273 的中 �� 12664（6番人気）
馬単票数 計 254103 的中 �� 3317（18番人気）
ワイド票数 計 234847 的中 �� 6549（5番人気）�� 779（72番人気）�� 582（83番人気）
3連複票数 計 644972 的中 ��� 567（236番人気）
3連単票数 計 915823 的中 ��� 174（1237番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―10．9―11．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．6―44．7―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．3
3 ・（9，12）－10（7，15）2（4，8）（1，5，6，13）（11，14）3，16 4 ・（9，12）－10（2，15）7（4，8）（1，5，6）（3，13）（11，14）16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケントヒーロー �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2012．7．29 小倉2着

2010．3．23生 牡3栗 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト 9戦2勝 賞金 21，550，000円
〔発走状況〕 ノーザンハリアー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

アカノジュウロク号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔調教再審査〕 アカノジュウロク号は，発走調教再審査。
※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 ジェネシスロック号・ダンツカナリー号・ドリームマークス号・マルシゲサムライ号
※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。



13103 5月18日 晴 良 （25京都3）第9日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：21．9
1：21．5

重
不良

714 ラブリイステラ 牝5芦 55 酒井 学�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 506＋ 41：25．0 46．1�
24 サイズミックレディ 牝5鹿 55 武 豊細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 492－ 21：25．31� 13．4�
612 シゲルシュサ 牝5鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－ 2 〃 クビ 9．2�
47 トウカイメリー 牝4青鹿55 岩田 康誠内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 436＋ 21：25．4� 2．4�
11 � スリーネイチャー 牝4黒鹿55 水口 優也永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 444－ 61：25．5クビ 117．4�
510 デ コ レ イ ト 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 460＋ 61：25．6� 3．8	
59 � シゲルセキニンシャ 牝5青鹿55 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 新冠 中央牧場 476＋ 61：25．91� 353．5

35 マウントフジ 牝5鹿 55 C．デムーロ �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 438＋ 61：26．0クビ 12．4�
（伊）

36 キタサンテンニョ 牝4黒鹿55 佐久間寛志�大野商事 鹿戸 明 新冠 樋渡 信義 454± 01：26．1� 67．2
713� ショウナンワヒネ 牝4鹿 55 藤岡 佑介�湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 476－ 2 〃 ハナ 194．1�
23 フリップフロップ 牝4鹿 55 浜中 俊吉田 哲哉氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

松田牧場 472± 0 〃 ハナ 6．3�
816 ラインキャメロン 牝4黒鹿55 国分 恭介大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 432± 0 〃 クビ 40．6�
48 ノ ヴ ェ ッ ロ 牝5黒鹿55 松山 弘平�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 446－ 21：26．31 375．6�
12 � メイショウノゾミ 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼松本 好�氏 梅内 忍 浦河 林 孝輝 514＋ 41：26．61� 442．2�
611 ジプシーマイラブ 牝4黒鹿55 北村 宏司 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 476＋ 61：27．02� 29．5�
815 ブラックウィドー 牝4栗 55 小牧 太吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河トラストスリーファーム B486＋161：29．6大差 25．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，590，800円 複勝： 36，813，500円 枠連： 13，900，600円
馬連： 43，968，700円 馬単： 27，959，000円 ワイド： 24，159，300円
3連複： 60，286，300円 3連単： 94，426，300円 計： 322，104，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，610円 複 勝 � 850円 � 350円 � 250円 枠 連（2－7） 6，320円

馬 連 �� 22，350円 馬 単 �� 61，970円

ワ イ ド �� 4，720円 �� 3，240円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 51，980円 3 連 単 ��� 483，940円

票 数

単勝票数 計 205908 的中 � 3524（10番人気）
複勝票数 計 368135 的中 � 9954（10番人気）� 27930（6番人気）� 44066（3番人気）
枠連票数 計 139006 的中 （2－7） 1624（19番人気）
馬連票数 計 439687 的中 �� 1452（45番人気）
馬単票数 計 279590 的中 �� 333（101番人気）
ワイド票数 計 241593 的中 �� 1240（43番人気）�� 1822（33番人気）�� 4420（17番人気）
3連複票数 計 602863 的中 ��� 856（116番人気）
3連単票数 計 944263 的中 ��� 144（803番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―12．0―12．2―12．3―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．7―34．7―46．9―59．2―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブリイステラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Miswaki デビュー 2010．10．24 京都3着

2008．4．6生 牝5芦 母 タイキステラ 母母 Royal Bride 19戦2勝 賞金 19，920，000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。
（非当選馬） 2頭 アグネスピンキー号・アポロパレス号
※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。

13104 5月18日 晴 良 （25京都3）第9日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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

24 スズカルパン 牡4鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 462－ 41：52．7 2．1�
816 キーブランド 牡4鹿 57 藤岡 佑介北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 502－ 81：52．91� 9．5�
510 ミッキークリスエス 牡4黒鹿57 国分 恭介野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 524± 01：53．0� 5．7�
11 � マヤノカデンツァ 牡4栗 57 国分 優作田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 468＋ 21：53．31� 141．3�
12 ボストンリョウマ 牡5青鹿57 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 482＋ 4 〃 ハナ 17．8�
48 トキノビスコンティ 牡4栗 57

54 ▲岩崎 翼中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 498± 01：53．62 276．2	
611 マンハッタンコード 牡4鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 476－ 21：53．7	 7．9

714 エリモフラッシュ 牡4栗 57 松山 弘平山本 慎一氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 446－ 21：53．91� 10．0�
713 ブードゥーロア 
4芦 57 北村 宏司 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B528＋ 61：54．0	 35．1
23 サンライズドバイ 牡5芦 57 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－ 81：54．21� 95．6�
35 � アカネチャン 牝4鹿 55 秋山真一郎泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 452＋ 6 〃 ハナ 200．6�
59 チキリリキオー 牡4黒鹿57 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム 486± 0 〃 ハナ 326．5�
612 エーティーオヤブン 牡4栗 57 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 478± 01：54．62	 15．4�
47 サウンドバスター 牡5鹿 57

54 ▲原田 敬伍増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 492± 0 〃 クビ 13．5�
815 ピエナオリオン 
5黒鹿57 太宰 啓介本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 464± 01：54．7クビ 280．6�
36 � ヤ マ ノ ラ ヴ 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政山住れい子氏 飯田 雄三 日高 竹島 幸治 B470－ 21：56．8大差 194．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，497，100円 複勝： 42，377，000円 枠連： 15，535，100円
馬連： 45，720，300円 馬単： 30，068，800円 ワイド： 23，280，100円
3連複： 62，700，000円 3連単： 103，455，000円 計： 345，633，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 240円 � 140円 枠 連（2－8） 850円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 450円 �� 230円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 7，860円

票 数

単勝票数 計 224971 的中 � 88078（1番人気）
複勝票数 計 423770 的中 � 142459（1番人気）� 30774（6番人気）� 76596（2番人気）
枠連票数 計 155351 的中 （2－8） 13514（4番人気）
馬連票数 計 457203 的中 �� 30140（2番人気）
馬単票数 計 300688 的中 �� 12966（5番人気）
ワイド票数 計 232801 的中 �� 12257（5番人気）�� 29833（1番人気）�� 7156（8番人気）
3連複票数 計 627000 的中 ��� 27688（4番人気）
3連単票数 計1034550 的中 ��� 9721（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．8―49．4―1：02．2―1：15．2―1：27．7―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカルパン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2011．9．10 阪神4着

2009．3．16生 牡4鹿 母 ルンルンスズカ 母母 アイシングスズカ 24戦2勝 賞金 32，470，000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 シュガーシャック号・タガノナパヴァレー号



13105 5月18日 晴 良 （25京都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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
2：22．1

良
良

77 ヒルノドンカルロ 牡3青鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 514－ 22：25．2 8．2�
44 メイショウイマワカ 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B552＋ 22：25．62� 16．0�
66 マウイノカオイ 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 476＋ 82：25．7クビ 3．5�
89 ニホンピロバロン 牡3栗 56 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 470－ 42：25．8� 7．9�
11 スペキュレイター 牡3鹿 56 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 482＋ 22：25．9� 5．3�
55 ゴッドフロアー 牝3鹿 54 浜中 俊広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 476－ 42：26．32� 17．6	
22 ウインデスティニー 牡3栗 56 C．デムーロ�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 22：27．57 13．8


（伊）

33 ダンツクロノス 牡3鹿 56 藤田 伸二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 506－ 22：28．35 2．9�
（8頭）

88 � エーシンマックス 牡3栗 56 酒井 学�栄進堂 西園 正都 英 Newsells
Park Stud ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，040，600円 複勝： 35，262，400円 枠連： 発売なし
馬連： 63，166，300円 馬単： 37，843，800円 ワイド： 22，341，500円
3連複： 69，717，700円 3連単： 165，751，700円 計： 417，124，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 270円 � 300円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 960円 �� 500円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 39，820円

票 数

単勝票数 計 230406 的中 � 22291（5番人気）
複勝票数 計 352624 的中 � 29955（5番人気）� 26313（6番人気）� 85933（1番人気）
馬連票数 計 631663 的中 �� 10965（19番人気）
馬単票数 計 378438 的中 �� 3912（32番人気）
ワイド票数 計 223415 的中 �� 5551（16番人気）�� 11688（6番人気）�� 7394（9番人気）
3連複票数 計 697177 的中 ��� 12095（19番人気）
3連単票数 計1657517 的中 ��� 3072（152番人気）

ハロンタイム 12．0―12．2―11．7―12．9―12．3―12．4―12．5―12．2―11．9―11．8―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．0―24．2―35．9―48．8―1：01．1―1：13．5―1：26．0―1：38．2―1：50．1―2：01．9―2：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1
1
3
7（4，2）9，6，3－1－5
7，2，4，9－6－1－3，5

2
4
7，2，4，9－6，3－1－5
7，2（4，9）6（1，5）＝3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒルノドンカルロ �

父 マンハッタンカフェ �


母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．10．27 京都3着

2010．3．2生 牡3青鹿 母 ウェルカムフラワー 母母 ブラッシュウィズテキーラ 7戦2勝 賞金 17，253，000円
〔出走取消〕 エーシンマックス号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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。

13106 5月18日 晴 良 （25京都3）第9日 第10競走
オーストラリアレーシングボード賞

��2，000�オーストラリアトロフィー
発走15時00分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
オーストラリアレーシングボード賞（1着）

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

11 メイショウキラリ 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 470＋ 62：01．0 6．9�
22 フィロパトール 牝4鹿 55 川田 将雅高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 462－ 42：01．21 6．0�
33 サンレガーロ 牝5鹿 55 岩田 康誠青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 428± 0 〃 クビ 2．2�
66 アラドヴァル 牝4青 55 浜中 俊吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 448－202：01．3� 7．6�
55 マイファーストラヴ 牝7青鹿55 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 454－ 2 〃 ハナ 6．7�
810 デルマイザナミ 牝4鹿 55 小牧 太浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 446＋ 22：01．51� 34．5�
77 コ ン カ ラ ン 牝6栗 55 幸 英明吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 470－ 6 〃 ハナ 15．7	
44 オーシャンビーナス 牝5栗 55 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456－ 42：02．03 20．3

89 ミッキーレモン 牝5鹿 55 C．デムーロ 野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 490＋ 22：02．42� 20．1�

（伊）

78 クローバーリーフ 牝5鹿 55 藤田 伸二吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 462＋ 22：02．5� 62．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 32，594，400円 複勝： 52，312，200円 枠連： 17，031，900円
馬連： 89，526，700円 馬単： 54，437，000円 ワイド： 31，766，200円
3連複： 106，048，200円 3連単： 220，212，100円 計： 603，928，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 200円 � 130円 枠 連（1－2） 1，870円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 600円 �� 420円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 12，920円

票 数

単勝票数 計 325944 的中 � 37587（4番人気）
複勝票数 計 523122 的中 � 62489（3番人気）� 57767（4番人気）� 144934（1番人気）
枠連票数 計 170319 的中 （1－2） 6727（8番人気）
馬連票数 計 895267 的中 �� 36491（7番人気）
馬単票数 計 544370 的中 �� 11115（13番人気）
ワイド票数 計 317662 的中 �� 12281（7番人気）�� 18793（4番人気）�� 24918（2番人気）
3連複票数 計1060482 的中 ��� 45003（4番人気）
3連単票数 計2202121 的中 ��� 12586（38番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．8―12．9―12．8―12．6―12．0―11．2―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．8―49．7―1：02．5―1：15．1―1：27．1―1：38．3―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウキラリ 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Woodman デビュー 2012．3．11 阪神4着

2009．5．2生 牝4鹿 母 ウッドスペル 母母 Beat 11戦3勝 賞金 33，087，000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。追 加 記 事（第 3回京都競馬第 8日第 2競走）

〔その他〕　　ヤマノダイヤ号は，競走中に疾病〔右第 3手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ
イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



13107 5月18日 晴 良 （25京都3）第9日 第11競走 ��
��1，900�第20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，24．5．19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，24．5．18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 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 616，000円 176，000円 88，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

11 ニホンピロアワーズ 牡6青鹿59 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 538＋ 61：56．9 1．4�
47 ナイスミーチュー 牡6鹿 57 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 512± 01：57．0� 45．7�
36 ナムラタイタン 牡7栗 56 太宰 啓介奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 526＋ 2 〃 クビ 14．1�
12 	 アメリカンウィナー 牡4青鹿56 幸 英明吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 484－ 41：57．1クビ 128．0�
35 ハタノヴァンクール 牡4栗 59 四位 洋文 �グッドラック・ファーム 昆 貢 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 498＋ 61：57．63 7．9	
23 マルカプレジオ 牡5栃栗56 福永 祐一河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 494＋101：57．7� 47．6

59 トウショウフリーク 牡6鹿 56 武 豊トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478± 0 〃 クビ 7．9�
713	 イ ン バ ル コ 牡7鹿 56 北村 宏司藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita B530± 01：57．91
 484．9�
510 ソリタリーキング 牡6黒鹿58 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470± 01：58．11 12．6
612 ユーロビート �4鹿 56 松山 弘平吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 530－ 81：58．52� 105．6�
714 マイネルアワグラス 牡9鹿 56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 530＋10 〃 クビ 487．4�
48 マイネルバイカ 牡4鹿 56 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 488－ 2 〃 アタマ 121．3�
24 キングスエンブレム 牡8青 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム 464＋ 21：58．6� 222．7�
815 ダイシンオレンジ 牡8鹿 56 和田 竜二大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 514＋ 22：00．8大差 159．2�
816 アントニオピサ 牡4鹿 56 C．デムーロ 市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 2 〃 クビ 28．4�
（伊）

611 トミケンアルドール 牡4栗 56 岩田 康誠冨樫 賢二氏 領家 政蔵 新冠 タニグチ牧場 486± 02：01．01
 36．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 96，911，600円 複勝： 278，348，400円 枠連： 74，474，600円
馬連： 314，036，700円 馬単： 214，885，200円 ワイド： 137，993，600円
3連複： 482，071，500円 3連単： 1，082，289，600円 計： 2，681，011，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 590円 � 250円 枠 連（1－4） 1，660円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 820円 �� 320円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 15，630円

票 数

単勝票数 計 969116 的中 � 546553（1番人気）
複勝票数 計2783484 的中 � 1779380（1番人気）� 48255（8番人気）� 145317（5番人気）
枠連票数 計 744746 的中 （1－4） 33245（6番人気）
馬連票数 計3140367 的中 �� 120343（6番人気）
馬単票数 計2148852 的中 �� 67741（8番人気）
ワイド票数 計1379936 的中 �� 39924（8番人気）�� 121338（4番人気）�� 10062（29番人気）
3連複票数 計4820715 的中 ��� 78959（16番人気）
3連単票数 計10822896 的中 ��� 51120（49番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．0―12．6―12．9―13．2―12．9―12．1―12．0―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―17．7―28．7―41．3―54．2―1：07．4―1：20．3―1：32．4―1：44．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．6
1
3
9，6（1，16）15（3，5）11，4（7，10）2，8（14，12）13・（9，6）（3，1，16）（5，15）（4，8）（7，11，10）（2，14）（13，12）

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロアワーズ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2010．1．23 京都3着

2007．5．3生 牡6青鹿 母 ニホンピロルピナス 母母 ニホンピロタイラ 19戦8勝 賞金 336，558，000円
［他本会外：5戦3勝］

〔制裁〕 ニホンピロアワーズ号の騎手酒井学は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 アイファーソング号・アンシェルブルー号・エーシンホワイティ号・オリービン号・キクノアポロ号・

ゴールスキー号・サワノパンサー号・スエズ号・タガノロックオン号・トウショウクラウン号・
ハートビートソング号・ヘニーハウンド号・ボストンエンペラー号

※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。

13108 5月18日 晴 良 （25京都3）第9日 第12競走
オーストラリアターフクラブ賞

��
��1，400�シドニートロフィー

発走16時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，24．5．19以降25．5．12まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

オーストラリアターフクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

12 リュクスメジャー 牝4栗 53 浜中 俊田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 41：24．7 7．0�

816 スイングエンジン 牡7栗 55 岩田 康誠平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 478－ 61：24．91� 78．9�
11 オビーディエント 牡4黒鹿55 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 444－ 61：25．32� 4．3�
23 スノーレガーロ 牝4鹿 53 福永 祐一島川 利子氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 458± 01：25．4� 5．9�
59 ピュアマリーン 牝7栗 50 小林 徹弥小島 將之氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 444－ 2 〃 クビ 237．8�
612 ケリーダノビア 牝4鹿 52 酒井 学吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 456－101：25．72 13．6	
24 	 サウンドボルケーノ 牡5栗 57 小牧 太増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa

Partners 536－ 81：25．91� 21．0

36 
 アートオブビーン 牝6鹿 51 水口 優也岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 464＋14 〃 ハナ 52．3�
815 トップオブザヘヴン 牝6黒鹿52 太宰 啓介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 482＋ 2 〃 ハナ 7．9
47 カネトシリープイン 牡5芦 56 C．デムーロ 兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B478± 01：26．0クビ 9．5�

（伊）

713 ニホンピロララバイ 牡7鹿 52 国分 優作小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 478－ 2 〃 同着 148．1�
714 ハワイアンシュガー 牡5黒鹿54 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 448－ 4 〃 ハナ 32．3�
510 シゲルシバグリ 牡4栗 54 幸 英明森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 496－ 4 〃 アタマ 15．7�
48 ハ ヤ ブ サ 牡4鹿 55 国分 恭介西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 468＋ 2 〃 クビ 4．7�
35 
 コーリングオブラブ 牝6栗 51 原田 敬伍飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 474－ 21：26．31� 109．0�
611	 ハヤブサエミネンス 牝6鹿 51 上村 洋行武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm 458± 01：27．910 160．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，884，700円 複勝： 63，841，300円 枠連： 31，436，500円
馬連： 107，171，100円 馬単： 55，447，800円 ワイド： 44，159，900円
3連複： 143，943，800円 3連単： 244，904，200円 計： 723，789，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 290円 � 1，830円 � 170円 枠 連（1－8） 930円

馬 連 �� 40，460円 馬 単 �� 53，010円

ワ イ ド �� 10，790円 �� 640円 �� 7，030円

3 連 複 ��� 48，490円 3 連 単 ��� 329，820円

票 数

単勝票数 計 328847 的中 � 37474（4番人気）
複勝票数 計 638413 的中 � 57720（5番人気）� 6896（12番人気）� 126313（1番人気）
枠連票数 計 314365 的中 （1－8） 25202（4番人気）
馬連票数 計1071711 的中 �� 1955（67番人気）
馬単票数 計 554478 的中 �� 772（111番人気）
ワイド票数 計 441599 的中 �� 967（67番人気）�� 18292（4番人気）�� 1490（54番人気）
3連複票数 計1439438 的中 ��� 2191（121番人気）
3連単票数 計2449042 的中 ��� 548（757番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．8―48．2―1：00．0―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リュクスメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Gold Alert デビュー 2011．7．31 小倉15着

2009．1．23生 牝4栗 母 ユーキャンドゥイット 母母 Royal Fit 12戦3勝 賞金 33，385，000円
〔発走状況〕 ハワイアンシュガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ニホンピロララバイ号の騎手国分優作は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 2頭 ゴールデンクラウン号・ナリタシーズン号
（非抽選馬） 6頭 ウォーターサムデイ号・キクノレジーナ号・タガノプリンス号・テルミーホワイ号・ブロッケン号・ラヴフェアリー号
※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。



（25京都3）第9日 5月18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 181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 手 当

228，120，000円
2，080，000円
6，420，000円
2，030，000円
20，790，000円
68，138，000円
4，978，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
349，032，200円
750，705，000円
225，086，300円
903，295，200円
592，161，800円
411，485，500円
1，270，188，600円
2，486，580，900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 6，988，535，500円

総入場人員 18，340名 （有料入場人員 16，582名）
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