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13121 5月26日 曇 良 （30京都3）第11日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

23 シャンテューズ 牝3芦 54
53 ☆小崎 綾也吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：56．5 6．5�

713 タイセイプリマ 牝3黒鹿54 松若 風馬田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 千代田牧場 448－ 2 〃 ハナ 2．2�
816 カ ル チ ョ 牝3黒鹿54 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 406－ 11：56．6� 93．8�
59 ナ ム ラ ユ メ 牝3青鹿54 川須 栄彦奈村 睦弘氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 450＋ 61：56．7クビ 15．6�
12 デイジーメーカー 牝3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 504 ―1：56．8� 9．5�
611 ピエナシニスター 牝3栗 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 462＋ 21：56．9� 17．2�
36 グローバルフェイム 牝3芦 54 池添 謙一 	カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 490± 01：57．0� 7．0

48 モルドワイン 牝3鹿 54 和田 竜二	G1レーシング 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 456＋ 21：57．53 35．2�
11 ジョーダンドリーム 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治廣崎利洋HD	 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 396－ 8 〃 アタマ 133．7�
24 ピ ー ナ ツ 牝3栗 54 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 464＋ 21：58．13� 19．5
714 ウォーターステラ 牝3芦 54

51 ▲西村 淳也山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 480＋ 2 〃 アタマ 159．8�
510 ビクトリークロス 牝3青鹿54 �島 良太吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 418± 01：58．2クビ 229．8�
35 ラベルベート 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 464－ 4 〃 アタマ 55．1�
815 プリンセスビアンカ 牝3芦 54 幸 英明	協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 442－181：59．58 113．3�
612 アオイチャン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 446＋141：59．81� 112．3�
47 ゴルトキルシェ 牝3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 450± 02：01．410 6．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，343，900円 複勝： 38，310，300円 枠連： 10，329，200円
馬連： 47，079，500円 馬単： 24，266，900円 ワイド： 33，095，000円
3連複： 67，447，600円 3連単： 82，707，100円 計： 323，579，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 110円 � 1，760円 枠 連（2－7） 520円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 290円 �� 5，400円 �� 3，000円

3 連 複 ��� 15，200円 3 連 単 ��� 80，590円

票 数

単勝票数 計 203439 的中 � 24686（2番人気）
複勝票数 計 383103 的中 � 52313（2番人気）� 135407（1番人気）� 3037（11番人気）
枠連票数 計 103292 的中 （2－7） 15174（1番人気）
馬連票数 計 470795 的中 �� 56247（1番人気）
馬単票数 計 242669 的中 �� 10297（4番人気）
ワイド票数 計 330950 的中 �� 34584（1番人気）�� 1418（45番人気）�� 2581（33番人気）
3連複票数 計 674476 的中 ��� 3328（47番人気）
3連単票数 計 827071 的中 ��� 744（227番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―13．0―13．6―13．5―13．3―13．1―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．1―50．7―1：04．2―1：17．5―1：30．6―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．0
1
3
14（6，7，13）8（1，9）（11，16）12，15（3，4）（2，5）－10
14，13（6，7，8）9（1，11，16）（3，12，15，5）（10，4，2）

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

勝馬の
紹 介

シャンテューズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．3 小倉10着

2015．3．27生 牝3芦 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 8戦1勝 賞金 7，300，000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。
（非当選馬） 1頭 グッジョブハニー号

13122 5月26日 曇 良 （30京都3）第11日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

714 キンショーヘニー 牡3芦 56 M．デムーロ礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 492＋ 61：25．5 2．4�
11 チャーチタウン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 502＋ 21：25．6� 10．8�
612 ナリタミニスター 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 中尾 秀正 新ひだか グランド牧場 456＋ 21：25．81� 5．5�
35 キタノナシラ �3鹿 56 国分 恭介北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 474＋ 21：26．22� 17．7�
23 マースゴールド 牡3栗 56 岩田 康誠キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 462＋ 61：26．41 4．2�
816 ミッキーマラン 牡3芦 56 松若 風馬三木 久史氏 中村 均 浦河 宮内牧場 466＋ 41：26．61� 18．5	
36 デンコウエルドラド 牡3栗 56 C．ルメール 田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 496＋ 81：26．7� 6．0

611 シルヴァーヌス 牡3青鹿56 幸 英明ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436－ 81：27．44 194．4�
815 メイショウヤシチ 牡3黒鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 新冠 柏木 一則 470－ 21：27．5� 39．8�
47 ミキノコントラバス 牡3栗 56

55 ☆義 英真谷口 久和氏 藤沢 則雄 浦河 浦河育成牧場 478－ 21：28．35 426．6
713 シゲルマツタケ 牝3栗 54 松山 弘平森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 444－ 4 〃 ハナ 160．4�
12 コウエイゴールド �3栗 56 小林 徹弥伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 478－321：28．72� 260．1�
48 ダイシンカイ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 530－ 2 〃 ハナ 284．1�
59 ラ ヴ ノ ッ ト 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 浦河 大北牧場 484＋121：28．8� 182．8�

510 キョウワセロトーレ 牝3鹿 54 	島 良太�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 464 ―1：29．11� 224．4�
24 ローザヴァレンティ 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 476－ 21：29．2� 291．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，426，900円 複勝： 51，228，800円 枠連： 13，086，200円
馬連： 56，181，900円 馬単： 29，217，400円 ワイド： 40，838，200円
3連複： 78，559，000円 3連単： 102，941，300円 計： 404，479，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 220円 � 180円 枠 連（1－7） 1，620円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 530円 �� 350円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 324269 的中 � 106306（1番人気）
複勝票数 計 512288 的中 � 129655（1番人気）� 49319（5番人気）� 68507（3番人気）
枠連票数 計 130862 的中 （1－7） 6244（8番人気）
馬連票数 計 561819 的中 �� 28171（7番人気）
馬単票数 計 292174 的中 �� 9509（8番人気）
ワイド票数 計 408382 的中 �� 19588（7番人気）�� 32122（2番人気）�� 10235（13番人気）
3連複票数 計 785590 的中 ��� 26951（5番人気）
3連単票数 計1029413 的中 ��� 7096（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．5―47．8―1：00．1―1：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 1，6（3，12）（5，14）15（7，16）－（2，9）13（8，4，11）－10 4 1，6（3，12）（5，14）－15（7，16）－2，9（8，11，13）－（4，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キンショーヘニー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Boundary デビュー 2018．1．14 京都3着

2015．2．18生 牡3芦 母 ビーチフラッグ 母母 First Flag 5戦1勝 賞金 10，550，000円
〔制裁〕 ナリタミニスター号の騎手福永祐一は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・8番・7番）
※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 サンライズカイザー号・ヒルノオークランド号

第３回 京都競馬 第１１日



13123 5月26日 曇 良 （30京都3）第11日 第3競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

47 ミトノブラック 牡3青鹿56 松山 弘平ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458－ 22：00．9 2．7�
815 サンライズソル 牡3黒鹿56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 490± 02：01．75 3．8�
36 スターズテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太了德寺健二ホール
ディングス� 吉村 圭司 新冠 つつみ牧場 502－ 42：02．12� 9．6�

59 ダージリンクーラー �3鹿 56 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B456－ 22：02．42 5．9�

12 スズカハイライト 牡3鹿 56
54 △森 裕太朗永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 442± 0 〃 クビ 64．2	

612 ランドヘルメース 牡3鹿 56 柴田 未崎木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 478＋ 22：02．61� 235．2

713 ワンダーヴーハーン 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか フクダファーム 462－ 62：02．7� 39．9�
510 カワチノシャモ 牡3青鹿56 太宰 啓介木村 信彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 落合 一巳 438± 02：03．12� 155．7�
48 ドリームバンバン 牡3鹿 56 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 槇本牧場 462－ 2 〃 クビ 20．2
23 メイプルトップ 牡3栗 56 松若 風馬節 英司氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 518 ―2：03．2� 42．5�
611 メイショウヤダマ 牡3芦 56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 458－ 62：03．3クビ 307．6�
714 カ タ ギ 牡3黒鹿56 国分 恭介杉澤 光雄氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 446＋ 42：03．61� 58．5�
11 トモジャオーサム 牡3栗 56 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 508－ 8 〃 クビ 243．6�
816 ティーエスプレッソ �3栗 56 川須 栄彦深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 472－ 22：03．7クビ 200．4�
24 レッドアルディ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム B484－ 22：03．8� 5．2�
35 テイエムイチズオー 牡3鹿 56 酒井 学竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 川越ファーム 466－ 42：07．2大差 123．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，724，100円 複勝： 47，608，300円 枠連： 11，525，700円
馬連： 52，097，400円 馬単： 28，571，800円 ワイド： 37，407，300円
3連複： 68，629，500円 3連単： 95，202，100円 計： 370，766，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 130円 � 270円 枠 連（4－8） 370円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 220円 �� 540円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 5，950円

票 数

単勝票数 計 297241 的中 � 86559（1番人気）
複勝票数 計 476083 的中 � 163514（1番人気）� 91805（2番人気）� 27159（5番人気）
枠連票数 計 115257 的中 （4－8） 24089（1番人気）
馬連票数 計 520974 的中 �� 92069（1番人気）
馬単票数 計 285718 的中 �� 29304（1番人気）
ワイド票数 計 374073 的中 �� 50749（1番人気）�� 16385（7番人気）�� 9767（9番人気）
3連複票数 計 686295 的中 ��� 31987（4番人気）
3連単票数 計 952021 的中 ��� 11587（12番人気）

ハロンタイム 7．1―11．7―12．1―13．3―12．9―12．8―13．0―12．9―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．8―30．9―44．2―57．1―1：09．9―1：22．9―1：35．8―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0
1
3
・（7，8）6（4，5）13（12，15）（1，9）16－（2，11）（3，10）－14・（7，6）（8，15）（5，13）（9，12，14）4，11（1，16，10）（2，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミトノブラック �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．8．19 小倉9着

2015．2．27生 牡3青鹿 母 ブーケトウショウ 母母 マザートウショウ 13戦1勝 賞金 11，800，000円
〔その他〕 テイエムイチズオー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 ブレイクスピアー号

13124 5月26日 曇 良 （30京都3）第11日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時25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

35 メイショウタオヤカ 牝3鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 488－ 41：35．0 4．5�
11 ピースラヴィング 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 510－ 2 〃 アタマ 21．8�
12 ハギノアグレッシブ 牡3栗 56 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B472－ 41：35．21� 19．7�
59 ナイルデルタ 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 480－ 2 〃 ハナ 4．8�
714 ウインサクヤヒメ 牝3鹿 54 荻野 琢真�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 420－ 4 〃 クビ 6．7	
611 ディアブライド 牝3黒鹿54 松山 弘平 �グリーンファーム今野 貞一 安平 ノーザンファーム 446＋ 4 〃 ハナ 8．4

36 レッドラファーガ 牡3黒鹿56 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 浦河 辻 牧場 472 ―1：35．52 20．9�
816 ララルラシオン 牡3鹿 56 藤懸 貴志フジイ興産� 斉藤 崇史 新冠 石郷岡 雅樹 488 ―1：37．110 261．6�
817 メイドインヘヴン 牡3芦 56 �島 克駿原 	子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 21：37．2
 84．1
612� モズストフラ 牡3栗 56 川田 将雅 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米

Kendall E. Han-
sen, M.D. Racing,
LLC & W.S. Farish

492 ―1：37．94 4．6�
48 エンクリプション 牝3鹿 54 四位 洋文ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 61：38．11 291．0�
47 デンコウキングダム 牡3栗 56

54 △森 裕太朗田中 康弘氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 422＋101：38．42 356．3�
510 タガノリボンチャン 牝3栗 54 幸 英明八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468 ―1：38．61
 204．0�
713 オーミティグリス 牡3青 56 川島 信二岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 494± 01：39．45 428．1�
24 ターフェルムジーク 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 414－ 41：39．5
 13．0�
23 リ ズ ロ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲川又 賢治安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 B450＋ 81：39．82 46．6�
818 スウィートラヴァー 牝3黒鹿54 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 476＋ 81：40．01� 463．2�
715 センティフォリア 牝3黒鹿54 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 450 ―1：40．31� 14．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，324，100円 複勝： 67，049，800円 枠連： 18，422，800円
馬連： 60，877，800円 馬単： 28，366，100円 ワイド： 44，520，800円
3連複： 82，049，900円 3連単： 90，046，200円 計： 426，657，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 240円 � 660円 � 440円 枠 連（1－3） 1，870円

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 1，320円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 14，720円 3 連 単 ��� 63，750円

票 数

単勝票数 計 353241 的中 � 61819（1番人気）
複勝票数 計 670498 的中 � 83980（4番人気）� 23858（9番人気）� 37968（7番人気）
枠連票数 計 184228 的中 （1－3） 7602（10番人気）
馬連票数 計 608778 的中 �� 11254（18番人気）
馬単票数 計 283661 的中 �� 3091（27番人気）
ワイド票数 計 445208 的中 �� 7278（21番人気）�� 8783（16番人気）�� 5370（29番人気）
3連複票数 計 820499 的中 ��� 4178（58番人気）
3連単票数 計 900462 的中 ��� 1024（244番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．3―34．9―46．8―58．6―1：10．4―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．4
3 5，10（1，2，3）（6，9，14）－11－（7，8，17）15（4，12，18）－16＝13 4 5（1，2）（10，9）6（14，11）－（8，3）（7，17，15）4（16，12，18）＝13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウタオヤカ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．1．20 京都13着

2015．3．23生 牝3鹿 母 ブーケドレーヌ 母母 プリンセスシラオキ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 オーミティグリス号の騎手川島信二は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。

ピースラヴィング号の騎手服部寿希は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・6番・14
番・11番）
エンクリプション号の騎手四位洋文は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成30年6月2日から平成30年6月3日まで
騎乗停止。（被害馬：4番・17番・3番・15番・18番）

〔その他〕 ターフェルムジーク号・リズロン号・センティフォリア号・スウィートラヴァー号は，4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〕 オーミティグリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月26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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アザミジョウ号・ディヴィナライン号・マロンコート号・レイロー号



13125 5月26日 曇 良 （30京都3）第11日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時15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
1：56．8
1：56．1

良
良

48 キングフォルテ 牡3鹿 56 北村 友一平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 512－ 62：00．8 3．1�
816 プリヒストリー 牡3黒鹿56 M．デムーロゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 02：01．01� 4．9�
24 エールグリーツ 牝3青 54 藤岡 康太 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 418＋ 22：01．21� 7．3�
611 ミッキードーヴィル 牡3黒鹿56 C．ルメール 野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 クビ 7．1�
11 ヒミノゴールド 牡3黒鹿56 �島 良太佐々木八郎氏 森田 直行 平取 原田 新治 506＋ 62：01．3� 85．8�
35 イ ベ リ ア 牡3黒鹿56 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492＋ 82：01．4クビ 5．3	
36 ハートランドシチー 牡3青鹿56 松若 風馬 
友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 幌村牧場 434－ 62：01．5� 28．4�
12 アリイタヤス 牡3鹿 56 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 486± 02：01．81� 15．4�
23 リバプールタウン 牡3鹿 56 松岡 正海薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 474＋ 22：02．01� 16．6
612 カズグレゴリオ 牡3栗 56 国分 優作合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 460－ 22：02．1クビ 286．5�
47 ナイトミュージアム 牝3鹿 54 福永 祐一 
ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 386－ 42：02．31� 19．4�
815 ス ペ イ シ ー 牡3黒鹿56 高倉 稜石川 達絵氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 458－ 72：02．4� 213．0�
510 テーオーエンブレム 牡3鹿 56 城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 若林 順一 490 ―2：02．5� 76．8�
713 ブレークテーラー 牡3黒鹿56 幸 英明中西 浩一氏 河内 洋 浦河 笠松牧場 422＋ 42：02．92� 74．7�
59 リベラメンテ 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：07．5大差 246．3�
714 ワイドライジング 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也幅田 京子氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 462－122：07．81� 310．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，133，000円 複勝： 62，890，100円 枠連： 15，295，200円
馬連： 73，246，300円 馬単： 34，236，200円 ワイド： 54，460，900円
3連複： 96，915，700円 3連単： 113，953，000円 計： 486，130，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 180円 � 210円 枠 連（4－8） 720円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 430円 �� 570円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 13，780円

票 数

単勝票数 計 351330 的中 � 89865（1番人気）
複勝票数 計 628901 的中 � 151787（1番人気）� 83861（3番人気）� 65232（5番人気）
枠連票数 計 152952 的中 （4－8） 16455（2番人気）
馬連票数 計 732463 的中 �� 61333（1番人気）
馬単票数 計 342362 的中 �� 14841（2番人気）
ワイド票数 計 544609 的中 �� 34622（2番人気）�� 24559（6番人気）�� 11980（12番人気）
3連複票数 計 969157 的中 ��� 24161（5番人気）
3連単票数 計1139530 的中 ��� 5994（20番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．5―12．3―12．6―12．8―12．3―12．1―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．2―47．5―1：00．1―1：12．9―1：25．2―1：37．3―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングフォルテ �
�
父 サムライハート �

�
母父 アルカセット デビュー 2017．9．30 阪神8着

2015．4．25生 牡3鹿 母 アンダルシア 母母 メイクアスメリー 9戦1勝 賞金 13，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リベラメンテ号・ワイドライジング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月

26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 オークヒルロッジ号・テイエムボンバー号

13126 5月26日 晴 良 （30京都3）第11日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

24 デルマカルヴァドス 牡3鹿 56 �島 克駿浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 488＋ 81：53．6 26．6�
35 エルティグレ 牡3栗 56 藤岡 康太�KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 480＋ 21：53．7� 9．6�
816 ウェルカムゴールド 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 518－ 61：53．8	 2．8�
12 マイヨヴェール 牡3鹿 56 太宰 啓介�ヤナガワ牧場 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 534－ 41：54．01
 29．9�
59 グ ア ン 牝3栗 54 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 458＋ 6 〃 ハナ 6．2	
713 ノ ー ウ ェ イ 牡3鹿 56 幸 英明宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 470± 01：54．1クビ 3．3

11 ヴィジャランス 牡3青鹿56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 B530－ 61：54．41� 61．5�
48 コカボムクイーン 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 456＋ 41：54．61
 13．5�
23 ヴ ィ グ ー ル 牝3鹿 54 和田 竜二サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 平取 坂東牧場 446± 0 〃 クビ 29．8
510 カリブメーカー 牝3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 484－ 61：54．7	 17．3�
47 スターリングブルス 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 486＋ 61：55．33	 29．7�
611 ダ ニ エ ル 牡3黒鹿56 蛯名 正義ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 61：55．83 130．2�
36 ウインハピネス 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 492＋ 31：56．65 148．2�
612 ツーエムアリエス 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也水谷 昌晃氏 本田 優 新ひだか 水丸牧場 466± 0 〃 ハナ 216．5�
714 ジョワユーズ 牝3鹿 54 北村 友一田中 準市氏 相沢 郁 新冠 村田牧場 470－ 81：59．2大差 56．0�
815� フォルツァエフ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells
& Janie Wells 472＋ 2 （競走中止） 47．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，461，000円 複勝： 63，006，600円 枠連： 16，753，500円
馬連： 67，942，200円 馬単： 32，266，500円 ワイド： 52，702，600円
3連複： 94，876，500円 3連単： 116，581，600円 計： 478，590，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，660円 複 勝 � 620円 � 260円 � 130円 枠 連（2－3） 6，140円

馬 連 �� 14，870円 馬 単 �� 34，370円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 1，230円 �� 690円

3 連 複 ��� 12，120円 3 連 単 ��� 176，080円

票 数

単勝票数 計 344610 的中 � 10359（7番人気）
複勝票数 計 630066 的中 � 18182（7番人気）� 54922（4番人気）� 185815（1番人気）
枠連票数 計 167535 的中 （2－3） 2112（20番人気）
馬連票数 計 679422 的中 �� 3541（39番人気）
馬単票数 計 322665 的中 �� 704（83番人気）
ワイド票数 計 527026 的中 �� 3839（32番人気）�� 10938（12番人気）�� 20707（5番人気）
3連複票数 計 948765 的中 ��� 5867（37番人気）
3連単票数 計1165816 的中 ��� 480（461番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―36．7―49．6―1：02．6―1：15．1―1：27．5―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
1（3，9）（7，8）4（12，13）（5，10）（6，11）（2，16，14）・（1，9）（8，7，13）－（3，4）（5，10，11）－（12，16）（2，6）＝14

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

勝馬の
紹 介

デルマカルヴァドス �
�
父 サムライハート �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．11．5 東京6着

2015．4．11生 牡3鹿 母 ワ イ メ ア 母母 シアトルデライター 7戦2勝 賞金 15，900，000円
〔競走中止〕 フォルツァエフ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョワユーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月26日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 キーフラッシュ号・ストーミーバローズ号・ドゥリトル号・ニホンピロタイド号・ボードウォーク号・ミズカゼ号・

ライナス号



13127 5月26日 晴 良 （30京都3）第11日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時15分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

68 キボウノダイチ 牡3黒鹿 56
53 ▲川又 賢治三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 500＋ 42：00．5 13．4�

22 メールドグラース 牡3黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B462± 02：00．71� 3．6�
812 ロクセラーナ 牝3鹿 54 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 468－ 22：00．8� 3．5�
44 バイオレントブロー 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 478＋ 2 〃 クビ 13．2�
710 ウォーターパルフェ 牡3鹿 56 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 472＋ 42：00．9� 6．0�
67 バレーノロッソ 牡3栗 56 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 492－ 8 〃 クビ 50．0	
11 アールスター 牡3鹿 56 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 500± 02：01．0クビ 5．7

79 インターセクション 牡3栗 56 松山 弘平ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 62：01．1	 7．9�
56 バトルガラクシア 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 478＋ 22：01．31� 359．7�
811 サンレイポケット 牡3黒鹿56 幸 英明永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 472－102：02．25 25．5
33 バ リ エ ン テ 牡3黒鹿56 和田 竜二畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 446＋ 22：02．51	 57．8�
55 ナ タ ー シ ャ 牝3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－102：02．82 408．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，037，000円 複勝： 57，978，900円 枠連： 16，889，800円
馬連： 77，584，900円 馬単： 35，637，200円 ワイド： 46，819，700円
3連複： 95，022，900円 3連単： 127，840，000円 計： 496，810，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 280円 � 160円 � 140円 枠 連（2－6） 2，650円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 6，910円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，030円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 33，910円

票 数

単勝票数 計 390370 的中 � 23244（7番人気）
複勝票数 計 579789 的中 � 41216（7番人気）� 101749（2番人気）� 126489（1番人気）
枠連票数 計 168898 的中 （2－6） 4933（12番人気）
馬連票数 計 775849 的中 �� 20143（13番人気）
馬単票数 計 356372 的中 �� 3866（31番人気）
ワイド票数 計 468197 的中 �� 11670（14番人気）�� 10792（18番人気）�� 45973（1番人気）
3連複票数 計 950229 的中 ��� 21909（11番人気）
3連単票数 計1278400 的中 ��� 2733（143番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．6―12．6―12．4―12．6―12．0―11．5―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．5―49．1―1：01．5―1：14．1―1：26．1―1：37．6―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キボウノダイチ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．8．6 小倉1着

2015．4．16生 牡3黒鹿 母 ラクスクライン 母母 ニシノティアラ 7戦2勝 賞金 23，756，000円

13128 5月26日 晴 良 （30京都3）第11日 第8競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

57 シャドウブリランテ 牡4鹿 57 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 484－ 62：13．2 2．3�
58 シャイニーピース 牡4鹿 57 浜中 俊小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 496± 02：13．3� 14．7�
45 メイショウタチマチ 牝5鹿 55 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 500－ 22：13．72	 4．8�
69 トウカイエクレール 牡5鹿 57 和田 竜二内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 478－ 42：13．91
 76．7�
22 ナ ル ハ ヤ 牝4黒鹿55 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 494＋10 〃 クビ 6．7�
11 ディスピュート 牡5鹿 57 蛯名 正義畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 B444＋102：14．0� 83．7�
610 ドルフィンマーク �5黒鹿57 岩田 康誠大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B504－ 42：14．1クビ 6．1	
34 レンジャックマン 牡4鹿 57 松岡 正海田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 446－ 32：14．2� 44．0

46 エフハリスト 牡5青鹿57 松山 弘平吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 466－ 62：14．3	 37．5�
711 ク ロ ー ク ス 牡5栗 57

54 ▲川又 賢治 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B480－ 22：14．4クビ 37．8
712� モ ハ ー 牝4栗 55 幸 英明北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 488＋ 6 〃 クビ 64．1�
813 アドマイヤアルパマ 牝4鹿 55 池添 謙一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 424－ 62：14．5クビ 9．5�
814 エリンソード 牡4青鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 448－ 22：14．71 75．9�
33 フラワーイレブン 牝4栗 55 水口 優也吉野加壽代氏 松元 茂樹 青森 ワールドファーム 486＋182：17．6大差 228．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，857，500円 複勝： 58，854，300円 枠連： 18，178，400円
馬連： 82，894，500円 馬単： 39，742，400円 ワイド： 56，086，600円
3連複： 104，148，200円 3連単： 140，645，500円 計： 539，407，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 270円 � 180円 枠 連（5－5） 1，430円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 700円 �� 400円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 14，070円

票 数

単勝票数 計 388575 的中 � 133260（1番人気）
複勝票数 計 588543 的中 � 153874（1番人気）� 43435（6番人気）� 77620（4番人気）
枠連票数 計 181784 的中 （5－5） 9807（7番人気）
馬連票数 計 828945 的中 �� 35305（8番人気）
馬単票数 計 397424 的中 �� 12164（9番人気）
ワイド票数 計 560866 的中 �� 20035（9番人気）�� 38742（3番人気）�� 13357（14番人気）
3連複票数 計1041482 的中 ��� 25948（10番人気）
3連単票数 計1406455 的中 ��� 7245（40番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―12．0―12．2―12．6―13．1―12．8―12．1―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―22．9―34．9―47．1―59．7―1：12．8―1：25．6―1：37．7―1：49．4―2：01．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャドウブリランテ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．10．15 京都6着

2014．2．8生 牡4鹿 母 スターカットジェム 母母 ミスグローリー 11戦2勝 賞金 23，400，000円



13129 5月26日 晴 良 （30京都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，1，000万円以下；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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

24 ダノンレーザー 牡5栗 57 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 518－ 41：52．0 3．1�
47 テイエムチューハイ 牡4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 B452± 01：52．1� 10．2�
36 サンオークランド 牡4鹿 57 浜中 俊 �加藤ステーブル 角居 勝彦 新ひだか 今 牧場 504＋ 21：52．73� 3．4�
815 カフジキング 牡5鹿 57 松若 風馬加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 464± 01：52．91	 5．5�
714 メイショウエイコウ 牡4鹿 57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 450＋ 21：53．0� 12．9�
11 エヴォリューション 牝7鹿 55 岩崎 翼岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 476＋ 21：53．1
 386．6	
510 ウォーターレスター 牡5黒鹿57 岩田 康誠山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 528－ 41：53．2� 49．2

713 コスモバーダン 牡6鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 516＋ 21：53．51
 54．8�
611 ドライバーズハイ 牡5鹿 57 松山 弘平藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 446－ 21：53．71 29．1
59 メイショウカマクラ 牡5青鹿57 加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 526－ 4 〃 クビ 94．8�
48 ピントゥリッキオ 牝5鹿 55 幸 英明大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 446－ 81：53．91 158．5�
12 ダノンロッソ 牡4青鹿57 M．デムーロ�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438－ 21：54．0� 8．0�
816 リアルプロジェクト 牡6鹿 57 国分 優作吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム B520± 01：54．21 302．2�
612 サザンブリーズ 牡4鹿 57 和田 竜二林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 518－ 21：54．3
 27．0�
23 ボンナヴァン 牡5鹿 57 武 豊吉田 晴哉氏 武 幸四郎 安平 追分ファーム 540＋101：54．83 39．1�
35 コスモボアソルテ 牡6芦 57 三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 514＋ 41：54．9� 459．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，609，300円 複勝： 92，099，100円 枠連： 27，487，400円
馬連： 136，176，300円 馬単： 57，951，500円 ワイド： 84，707，200円
3連複： 176，739，700円 3連単： 217，281，700円 計： 850，052，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 210円 � 160円 枠 連（2－4） 2，410円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 750円 �� 360円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 15，000円

票 数

単勝票数 計 576093 的中 � 147725（1番人気）
複勝票数 計 920991 的中 � 178819（1番人気）� 94980（4番人気）� 157237（3番人気）
枠連票数 計 274874 的中 （2－4） 8827（14番人気）
馬連票数 計1361763 的中 �� 44126（10番人気）
馬単票数 計 579515 的中 �� 12368（12番人気）
ワイド票数 計 847072 的中 �� 27106（10番人気）�� 63547（3番人気）�� 47229（4番人気）
3連複票数 計1767397 的中 ��� 59011（5番人気）
3連単票数 計2172817 的中 ��� 10497（38番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―13．1―13．1―12．9―12．4―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．5―50．6―1：03．5―1：15．9―1：27．9―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンレーザー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．7．18 中京2着

2013．4．6生 牡5栗 母 リーサムガガ 母母 Toroca 13戦4勝 賞金 52，143，000円

13130 5月26日 晴 良 （30京都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，1，600万円以下；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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

33 オールポッシブル 牝4鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 490－ 71：21．5 15．7�
610 カルヴァリオ �5鹿 57 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 2 〃 アタマ 4．5�
69 サプルマインド 牝5鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448＋ 21：21．71	 6．4�
57 エスティタート 牝5鹿 55 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 21：21．8	 4．8�
58 ネオスターダム 牡6黒鹿57 小崎 綾也一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 アタマ 34．0	
712 ツーエムマイスター 牡6黒鹿57 浜中 俊水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 454－ 21：21．9	 26．8

46 スカイパッション 牝6栗 55 松若 風馬小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 464± 01：22．21
 64．8�
814 ドルチャーリオ 牡5栗 57 池添 謙一ゴドルフィン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 61：22．3	 7．6�
813 メイショウオワラ 牝4鹿 55 小牧 太松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 456－ 2 〃 クビ 23．2
45 マコトサダイジン �7栗 57 和田 竜二�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 446± 01：22．4	 74．6�
22 アッラサルーテ 牝5栗 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486－101：22．71
 3．0�
34 エリーティアラ 牝6青鹿55 川須 栄彦谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B468－ 21：22．91 402．9�
711 パーリオミノル 牝5鹿 55 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 468＋181：23．53	 268．9�
11 リッパーザウィン 牡6栗 57 岩田 康誠�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 516－ 81：25．110 164．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 61，853，100円 複勝： 95，082，500円 枠連： 32，376，100円
馬連： 154，775，200円 馬単： 68，627，200円 ワイド： 86，609，700円
3連複： 192，676，100円 3連単： 271，392，300円 計： 963，392，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 550円 � 200円 � 200円 枠 連（3－6） 2，720円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 9，080円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，970円 �� 620円

3 連 複 ��� 8，890円 3 連 単 ��� 65，210円

票 数

単勝票数 計 618531 的中 � 31486（6番人気）
複勝票数 計 950825 的中 � 35469（7番人気）� 140585（3番人気）� 137749（4番人気）
枠連票数 計 323761 的中 （3－6） 9222（8番人気）
馬連票数 計1547752 的中 �� 30639（12番人気）
馬単票数 計 686272 的中 �� 5664（32番人気）
ワイド票数 計 866097 的中 �� 17046（12番人気）�� 10878（23番人気）�� 37879（8番人気）
3連複票数 計1926761 的中 ��� 16237（31番人気）
3連単票数 計2713923 的中 ��� 3017（207番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．9―11．6―11．4―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―35．9―47．5―58．9―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールポッシブル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Yankee Victor デビュー 2016．7．17 中京1着

2014．4．6生 牝4鹿 母 シーズインポッシブル 母母 Difficult 13戦4勝 賞金 57，078，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13131 5月26日 晴 良 （30京都3）第11日 第11競走
テイエムオペラオー追悼競走

��
��1，200�第1回葵ステークス（新設重賞）

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 12，250，00012，250，000
円
円 5，700，000円 3，800，000円

付 加 賞 567，000円 122，000
122，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 ゴールドクイーン 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 浦河土肥牧場 454＋ 41：08．0 29．4�
11 ラブカンプー 牝3黒鹿54 和田 竜二増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 424－ 21：08．21	 11．5�
714 トゥラヴェスーラ 牡3鹿 56 福永 祐一吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 468－ 6 〃 同着 4．3�
612 ウ ィ ズ 牡3鹿 56 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 474＋ 8 〃 クビ 110．9�
12 
 アサクサゲンキ 牡3鹿 57 武 豊田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

458－12 〃 アタマ 3．3�
510 ア ン ヴ ァ ル 牝3鹿 54 藤岡 康太 	社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 81：08．41	 4．5

713 タイセイプライド 牡3青鹿57 岩田 康誠田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 492－ 21：08．61� 8．3�
24 ペイシャルアス 牝3栗 54 国分 恭介北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 488＋ 21：08．7� 50．0�
59 マドモアゼル 牝3黒鹿55 酒井 学�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 446± 0 〃 アタマ 29．3
611 ビ リ ー バ ー 牝3黒鹿54 杉原 誠人	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 450＋141：08．8クビ 54．5�
815 ミッキーワイルド 牡3鹿 56 北村 友一野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：09．01	 19．7�
816 アイアンクロー 牡3栗 56 池添 謙一藤井聡一郎氏 斉藤 崇史 日高 チャンピオン

ズファーム 434＋ 2 〃 アタマ 215．4�
47 セイウンクールガイ 牡3栗 56 国分 優作西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 442± 0 〃 アタマ 130．5�
48 オジョーノキセキ 牝3鹿 54 松山 弘平前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 494－ 41：09．32 10．4�
35 ウインジェルベーラ 牝3栗 54 松岡 正海�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 468－261：09．72� 279．5�
36 レグルドール 牝3鹿 54 高倉 稜 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 宮崎 田上 勝雄 452－ 21：09．8� 81．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 127，946，700円 複勝： 186，297，100円 枠連： 80，204，500円
馬連： 418，758，000円 馬単： 146，490，300円 ワイド： 214，671，300円
3連複： 580，924，000円 3連単： 746，200，700円 計： 2，501，492，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，940円 複 勝 � 590円 �
�

370円
200円 枠 連（1－2）（2－7）

770円
1，080円

馬 連 ��
��

6，980円
4，700円 馬 単 ��

��
16，520円
12，060円

ワ イ ド ��
��

2，660円
2，380円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 35，170円 3 連 単 ���
���

138，780円
124，940円

票 数

単勝票数 計1279467 的中 � 34707（9番人気）
複勝票数 計1862971 的中 � 70960（8番人気）� 124460（6番人気）� 294461（2番人気）
枠連票数 計 802045 的中 （1－2） 40542（6番人気）（2－7） 28226（8番人気）
馬連票数 計4187580 的中 �� 24648（36番人気）�� 36818（28番人気）
馬単票数 計1464903 的中 �� 3321（85番人気）�� 4558（68番人気）
ワイド票数 計2146713 的中 �� 20661（31番人気）�� 23147（26番人気）�� 35545（16番人気）
3連複票数 計5809240 的中 ��� 12386（100番人気）
3連単票数 計7462007 的中 ��� 1949（696番人気） ��� 2165（644番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．0―11．0―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―33．9―44．9―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドクイーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．6．17 阪神1着

2015．3．22生 牝3栗 母 サザンギフト 母母 モーニングミラー 5戦3勝 賞金 66，623，000円
〔制裁〕 ビリーバー号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アルジャーノン号・アルモニカ号・アーヒラ号・イエローマリンバ号・エイシンデネブ号・カイザーメランジェ号・

キングキングキング号・トウカイパシオン号・ニシノキントウン号・メープル号・モズスーパーフレア号

13132 5月26日 晴 良 （30京都3）第11日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

713� ヒップホップスワン 牝4栗 55
52 ▲川又 賢治吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 502＋ 41：11．8 20．4�
816 サ ン キ ュ ー 牡5栗 57 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 514＋ 81：12．01	 2．9�
35 ジ オ ラ マ 牡5栗 57 岩田 康誠�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 526± 01：12．21	 21．2�
815 アッティーヴォ 牡4栗 57 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 452－ 41：12．3クビ 13．3�
612
 ワキノアタリ 牝5鹿 55 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 464＋ 21：12．4	 6．9�
47 スターカットダイヤ 牡4栗 57 松若 風馬小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 20．7	
23 ア レ ッ ト �7青 57 浜中 俊ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋101：12．5	 84．4

36 ボクノナオミ 牝6鹿 55 C．ルメール 塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 482± 01：12．6	 14．4�
24 � サウンドジャンゴ 牡6鹿 57 福永 祐一増田 雄一氏 和田正一郎 米 Hibiscus

Stables B528＋ 4 〃 クビ 10．7�
714 メイショウタラチネ 牝6黒鹿55 川田 将雅松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B470± 01：12．81� 55．0
12 スーパーライナー 牡5鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B482－181：12．9	 18．7�
510� アヴェーヌモン 牡6鹿 57

54 ▲三津谷隼人加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice 542－ 41：13．0クビ 58．7�

59 メイショウグンパイ 牡5黒鹿 57
56 ☆義 英真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 488－10 〃 アタマ 112．8�

48 ヴィーナスフローラ 牝4栗 55 藤岡 康太大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 8 〃 ハナ 134．8�

11 サ ヴ ィ 牡4黒鹿57 和田 竜二ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460± 0 〃 ハナ 4．2�

611 ワンダーバイファル 牡7鹿 57 蛯名 正義山本 能成氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 470－ 41：13．21 32．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，935，200円 複勝： 102，565，900円 枠連： 46，352，900円
馬連： 163，102，800円 馬単： 64，221，700円 ワイド： 109，534，400円
3連複： 222，204，400円 3連単： 274，671，700円 計： 1，049，589，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 560円 � 160円 � 530円 枠 連（7－8） 1，820円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 6，810円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 4，750円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 15，610円 3 連 単 ��� 88，970円

票 数

単勝票数 計 669352 的中 � 26181（8番人気）
複勝票数 計1025659 的中 � 39491（10番人気）� 226630（1番人気）� 41956（9番人気）
枠連票数 計 463529 的中 （7－8） 19646（8番人気）
馬連票数 計1631028 的中 �� 44669（9番人気）
馬単票数 計 642217 的中 �� 7069（26番人気）
ワイド票数 計1095344 的中 �� 26130（10番人気）�� 5737（54番人気）�� 24239（11番人気）
3連複票数 計2222044 的中 ��� 10670（52番人気）
3連単票数 計2746717 的中 ��� 2238（282番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．9―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．1―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒップホップスワン �
�
父 Tiz Wonderful �

�
母父 Speightstown デビュー 2016．10．29 京都1着

2014．4．14生 牝4栗 母 Speightsy Heart 母母 Heart a Bustin 9戦3勝 賞金 25，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウユメゴゼ号
（非抽選馬） 8頭 アドマイヤシャドウ号・アユツリオヤジ号・ゼットマックイーン号・テンモース号・ブラックジョー号・

メイショウボノム号・メジャーガラメキ号・モアニケアラ号



（30京都3）第11日 5月26日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

244，610，000円
18，300，000円
1，731，000円
28，910，000円
76，444，000円
5，082，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
579，651，800円
922，971，700円
306，901，700円
1，390，716，800円
589，595，200円
861，453，700円
1，860，193，500円
2，379，463，200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 8，890，947，600円

総入場人員 19，116名 （有料入場人員 18，278名）
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