
13133 5月27日 晴 良 （30京都3）第12日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走9時50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
1：09．1
1：08．7

重
重

815 スマートギャツビー 牡3鹿 56 和田 竜二大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 480＋ 41：13．9 5．5�
35 ヴ ァ ン フ レ 牡3青鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 4 〃 ハナ 3．5�
23 カ ト レ ア 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 田湯牧場 464＋ 21：14．0� 89．0�
714	 アンカーテソーロ 牝3栗 54

53 ☆荻野 極了德寺健二ホール
ディングス� 吉村 圭司 米 Dr. Christoph

Berglar 480－ 61：14．1
 69．4�
48 スキュータム 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗 �カナヤマホール
ディングス 羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 492－ 2 〃 クビ 13．9�

510 カ シ ャ ー サ 牝3黒鹿54 松若 風馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 430－ 61：14．31� 28．5	

612 レ ノ カ ズ マ 牡3鹿 56 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 460－ 41：14．4
 10．7

11 	 ホクリュウオウ 牡3青鹿56 北村 友一北尾 龍典氏 森 秀行 米 Maccabee

Farms, LLC 464－ 61：14．71
 77．2�
24 ビ ッ グ ボ ス 牡3黒鹿56 幸 英明小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 478－ 41：14．91� 4．4�
36 タマモカトルズ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希タマモ� 高橋 亮 新冠 守矢牧場 454＋ 4 〃 クビ 70．6
47 ヤサカファルコ 牡3黒鹿56 森 一馬志邑 宣彦氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 484＋ 21：15．0クビ 125．0�
59 ワールドカフェ �3栗 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 斉藤 崇史 新ひだか 矢野牧場 504－ 21：15．21 56．4�
611 カヴァイヨン 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治�G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484 ― 〃 クビ 69．8�

713 ミキノトムトム 牡3鹿 56 田中 勝春谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 482＋ 81：15．3� 4．4�
12 ブルベアハーブ 牡3鹿 56 岩崎 翼 �ブルアンドベア 橋田 満 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 472－ 61：15．61� 75．4�
816 ブラックブラック 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 384－ 41：16．55 31．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，406，300円 複勝： 39，737，400円 枠連： 12，063，800円
馬連： 61，471，000円 馬単： 25，539，300円 ワイド： 39，396，000円
3連複： 80，932，600円 3連単： 94，266，100円 計： 376，812，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 170円 � 1，750円 枠 連（3－8） 820円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 450円 �� 5，420円 �� 5，920円

3 連 複 ��� 25，670円 3 連 単 ��� 108，650円

票 数

単勝票数 計 234063 的中 � 33668（4番人気）
複勝票数 計 397374 的中 � 56870（4番人気）� 73739（2番人気）� 4187（15番人気）
枠連票数 計 120638 的中 （3－8） 11353（3番人気）
馬連票数 計 614710 的中 �� 49539（2番人気）
馬単票数 計 255393 的中 �� 8562（11番人気）
ワイド票数 計 393960 的中 �� 24909（5番人気）�� 1767（44番人気）�� 1615（51番人気）
3連複票数 計 809326 的中 ��� 2364（73番人気）
3連単票数 計 942661 的中 ��� 629（285番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―12．2―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．9―48．1―1：00．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F38．0
3 ・（3，4，13）14（2，15）（8，6）（1，5，7，9，16）12－10＝11 4 ・（3，4）13（8，2，14，15）（1，5，6）（7，9）（10，12，16）－11

勝馬の
紹 介

スマートギャツビー �
�
父 スマートロビン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．10．22 京都5着

2015．3．28生 牡3鹿 母 スマートブライト 母母 アサヒブライト 9戦1勝 賞金 10，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ウインインペリアル号・クリノカサット号・クリノカーロ号・ケイココサージュ号・ジャックビーンズ号・

スナークタチヤマ号・ブラックシープ号
（非抽選馬） 1頭 ラブミーボーイ号

13134 5月27日 晴 良 （30京都3）第12日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時20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

612 メイショウカクウン 牡3青鹿56 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 448－ 21：55．3 10．6�
24 ガッツィーソート 牡3栗 56 和田 竜二小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 500＋ 21：55．62 2．6�
714 クールリフレイン 牡3鹿 56 国分 恭介下河�美智子氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 528＋ 81：55．7クビ 9．9�
47 サンライズローリエ 牡3青鹿 56

55 ☆義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 464± 01：56．01� 101．9�

35 タマモキンバリー 牡3黒鹿 56
54 △菊沢 一樹タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 430± 01：56．42� 116．3	

713 ラインクロノス 牡3鹿 56 酒井 学大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 	川 啓一 464－ 41：56．5クビ 124．8

48 スピンドクター 
3黒鹿56 松若 風馬ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B460 ―1：57．03 7．0�
11 セイリスペクト 牡3黒鹿56 松山 弘平金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 474＋101：58．17 3．3�
510 ビップフェリックス 牡3栗 56 古川 吉洋鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 458－ 81：58．2� 17．2
611 ジューンシェイカー 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 452＋ 41：58．51� 358．6�
59 エメラルドプラバ 牝3栗 54 	島 良太�大樹ファーム 寺島 良 浦河 大樹ファーム B448＋ 21：58．6� 157．5�
36 スズカミサイル 牡3栗 56 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 山田牧場 484－ 81：58．81� 14．1�
816 ネ リ チ ャ ギ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也 Him Rock Racing
ホールディングス� 荒川 義之 日高 船越牧場 434＋ 4 〃 アタマ 169．4�

12 ア エ ラ ス 牡3鹿 56 	島 克駿久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B476± 01：58．9クビ 53．6�
23 メイショウシンバ 牡3鹿 56 大下 智松本 好�氏 池添 学 浦河 近藤牧場 530＋ 8 〃 アタマ 263．0�
815 チョウリアリティ 牡3鹿 56 太宰 啓介丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 草薙 利昭 482＋101：59．43 26．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，499，800円 複勝： 40，654，200円 枠連： 12，628，500円
馬連： 66，423，400円 馬単： 29，662，900円 ワイド： 40，303，800円
3連複： 82，691，100円 3連単： 105，518，900円 計： 407，382，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 240円 � 130円 � 260円 枠 連（2－6） 1，450円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，180円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 23，580円

票 数

単勝票数 計 294998 的中 � 22256（5番人気）
複勝票数 計 406542 的中 � 37247（3番人気）� 107598（1番人気）� 32572（4番人気）
枠連票数 計 126285 的中 （2－6） 6747（4番人気）
馬連票数 計 664234 的中 �� 37742（4番人気）
馬単票数 計 296629 的中 �� 6043（14番人気）
ワイド票数 計 403038 的中 �� 22707（2番人気）�� 8135（14番人気）�� 22170（3番人気）
3連複票数 計 826911 的中 ��� 19525（7番人気）
3連単票数 計1055189 的中 ��� 3243（63番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―13．5―13．4―12．6―12．9―13．0―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―37．2―50．6―1：03．2―1：16．1―1：29．1―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウカクウン �
�
父 サクラオールイン �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2017．11．26 京都11着

2015．5．19生 牡3青鹿 母 クールダウン 母母 マルゼンラッド 6戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 スピンドクター号の騎手松若風馬は，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：10番・11番）

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 京都競馬 第１２日



13135 5月27日 晴 良 （30京都3）第12日 第3競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走10時50分 （芝・右・外）
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
2：22．6
2：22．1

良
良

35 ニッポンテイオー 牡3鹿 56 和田 竜二新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン
ズファーム 458± 02：26．3 10．6�

24 セイウンフォーカス 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 476＋ 22：26．51� 10．3�
11 ヤマカツケンザン 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 526± 02：26．6� 23．9�
48 コマノジャスパ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 434－ 2 〃 クビ 8．3�
815 バイマイサイド 牡3栗 56 北村 友一�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 472＋ 42：26．7クビ 2．5�
47 サウンドスター 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 450－ 22：26．91� 28．5	
713 デサフィアンテ 牝3黒鹿54 	島 克駿 
キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458－ 82：27．32� 4．4�
714 ララシャンパーニュ 牡3鹿 56 国分 恭介フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか タイヘイ牧場 424－ 2 〃 クビ 184．1�
816 ヒ ナ マ ツ リ 牝3鹿 54 川須 栄彦西尾誠一郎氏 村山 明 日高 下河辺牧場 402＋ 42：27．51� 408．7
612 ランパートエース 牡3栗 56 田中 勝春村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 出口牧場 480＋ 22：27．6クビ 52．6�
23 スワーヴアラミス 牡3鹿 56 四位 洋文�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 42：27．7
 10．1�
611 タガノボンバー �3鹿 56 岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 458－ 22：27．8
 37．7�
510 サンライズスパーク 牡3青鹿56 水口 優也松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 462－ 22：28．54 453．6�
12 � モ ト カ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也了德寺健二ホール
ディングス� 吉村 圭司 愛

Ecurie des Mon-
ceaux & Haras
de St Pair

444＋ 62：28．6� 229．1�
36 レイドバック 牡3黒鹿56 松山 弘平宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 542 ― 〃 クビ 11．0�
59 メイショウミナモト 牡3黒鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 456－ 12：28．7クビ 330．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，186，100円 複勝： 65，636，700円 枠連： 18，400，700円
馬連： 80，937，200円 馬単： 36，132，500円 ワイド： 51，168，200円
3連複： 104，280，400円 3連単： 130，483，500円 計： 526，225，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 370円 � 380円 � 800円 枠 連（2－3） 1，320円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 8，170円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 3，160円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 22，710円 3 連 単 ��� 144，200円

票 数

単勝票数 計 391861 的中 � 29424（6番人気）
複勝票数 計 656367 的中 � 48560（5番人気）� 47174（6番人気）� 19945（9番人気）
枠連票数 計 184007 的中 （2－3） 10762（5番人気）
馬連票数 計 809372 的中 �� 15795（15番人気）
馬単票数 計 361325 的中 �� 3316（30番人気）
ワイド票数 計 511682 的中 �� 13423（9番人気）�� 4088（35番人気）�� 5022（32番人気）
3連複票数 計1042804 的中 ��� 3443（72番人気）
3連単票数 計1304835 的中 ��� 656（431番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．4―12．4―12．3―12．9―13．0―12．6―12．0―11．6―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．7―35．1―47．5―59．8―1：12．7―1：25．7―1：38．3―1：50．3―2：01．9―2：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
4－15（1，13）（16，12）7（5，11）（10，14）2，3（6，8，9）・（4，1）（7，16，15）（5，13，12）2（10，11）（6，9，8，14，3）

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

勝馬の
紹 介

ニッポンテイオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Singspiel デビュー 2018．1．6 京都4着

2015．3．5生 牡3鹿 母 シルバートレイン 母母 シルバーレーン 4戦1勝 賞金 6，650，000円

13136 5月27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30京都3）第12日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：11．2良・重

712� スズカグランデ �7栗 60 白浜 雄造永井 啓弍氏 寺島 良 平取 稲原牧場 444＋ 43：17．7 3．2�
11 トーアツキヒカリ �4鹿 59 草野 太郎高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 456－ 43：17．91� 11．4�
814 シ ロ ク ニ �4栗 59 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 452＋ 43：18．43 3．7�
46 プリンシパルスター �5青鹿60 小坂 忠士 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 452＋ 43：18．5	 11．2�
34 メイクアップ 牡7栗 60 平沢 健治岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 484－ 63：18．71� 3．4	
69 � スズカノーチラス 牡6鹿 60 佐久間寛志永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 448＋ 43：19．02 35．1

33 アルファヴィル 牡5芦 60 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 472± 03：19．1クビ 103．8�
45 パ ム ッ カ レ 牡4栗 59 蓑島 靖典 �コロンバスサークル 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 458－103：19．2
 57．9�
610� ダイシンサクセス �5黒鹿60 植野 貴也大八木信行氏 森 秀行 新ひだか 矢野牧場 486＋ 63：19．41	 32．3
22 イマジンザット �5鹿 60 上野 翔林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 428－ 63：19．61 112．0�
711 テイエムファンドル 牡4栗 59 北沢 伸也竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 石川 栄一 478＋ 43：20．34 74．7�
813 ポルトボナール 牡6黒鹿60 金子 光希後藤 英成氏 青木 孝文 森 笹川大晃牧場 486－ 23：20．93	 137．9�
57 � シンボリダルク 牝5青鹿58 五十嵐雄祐杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 472－ 63：21．22 14．1�
58 オモイサイフ 牡4栗 59 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ

アーム 502＋143：31．0大差 43．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，463，600円 複勝： 24，387，900円 枠連： 11，950，000円
馬連： 48，201，800円 馬単： 24，456，900円 ワイド： 28，002，300円
3連複： 69，193，600円 3連単： 96，624，400円 計： 323，280，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 200円 � 140円 枠 連（1－7） 2，060円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 680円 �� 270円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 10，280円

票 数

単勝票数 計 204636 的中 � 50392（1番人気）
複勝票数 計 243879 的中 � 53485（1番人気）� 24481（4番人気）� 46995（3番人気）
枠連票数 計 119500 的中 （1－7） 4495（8番人気）
馬連票数 計 482018 的中 �� 17597（7番人気）
馬単票数 計 244569 的中 �� 5906（11番人気）
ワイド票数 計 280023 的中 �� 9657（7番人気）�� 30144（2番人気）�� 11548（5番人気）
3連複票数 計 691936 的中 ��� 30159（3番人気）
3連単票数 計 966244 的中 ��� 6813（28番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 52．0－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�スズカグランデ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．4．26生 �7栗 母 スズカグレイス 母母 ワキアオブスズカ 障害：14戦1勝 賞金 26，300，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 オモイサイフ号の騎手中村将之は，1周目3号障害を内側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・2番・1
番）

※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 ニシノキャプテン号



13137 5月27日 晴 良 （30京都3）第12日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時10分 （芝・右・外）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

815 ダイアトニック 牡3鹿 56 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 468± 01：21．4 2．3�
12 キャッチミーアップ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 432＋ 21：21．93 11．8�
48 シンデレラメイク 牝3栗 54 菱田 裕二田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 462－ 61：22．21� 7．2�
714 サンライズルーク 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 506＋ 6 〃 ハナ 64．3�
612 ドラグーンシチー 牡3鹿 56 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 480＋ 8 〃 クビ 6．0	
816 メジャーレート 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 ハナ 15．8

11 タガノタイト 牡3鹿 56 �島 良太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 41：22．3クビ 32．6�
24 ヤマニンルネッタ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 430＋ 41：22．51	 129．7�

36 コンパウンダー 牡3黒鹿56 秋山真一郎ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448－ 2 〃 アタマ 9．1

611 メジェールスー 牝3鹿 54 岡田 祥嗣太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 450－ 61：22．71
 12．2�
59 サイモンサーマル 牡3鹿 56 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 500± 01：22．8クビ 92．1�
47 メイケイダイハード 牡3鹿 56 幸 英明名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 530＋10 〃 ハナ 17．1�
35 � ソフトポジション 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 448－101：22．9� 77．9�
510 トーホウガーベラ 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹東豊物産� 南井 克巳 浦河 栄進牧場 446＋ 6 〃 クビ 57．1�
713 タガノカレン 牝3黒鹿54 松若 風馬八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442± 01：23．0クビ 114．3�
23 テイエムスグレモン 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 482＋ 4 〃 クビ 64．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，644，800円 複勝： 65，401，400円 枠連： 22，451，600円
馬連： 91，996，600円 馬単： 36，446，600円 ワイド： 58，821，600円
3連複： 111，736，400円 3連単： 130，274，700円 計： 559，773，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 240円 � 220円 枠 連（1－8） 1，020円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 520円 �� 510円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 10，090円

票 数

単勝票数 計 426448 的中 � 146677（1番人気）
複勝票数 計 654014 的中 � 181986（1番人気）� 57993（5番人気）� 64405（3番人気）
枠連票数 計 224516 的中 （1－8） 16932（4番人気）
馬連票数 計 919966 的中 �� 55861（4番人気）
馬単票数 計 364466 的中 �� 15096（4番人気）
ワイド票数 計 588216 的中 �� 29871（3番人気）�� 30023（2番人気）�� 16335（10番人気）
3連複票数 計1117364 的中 ��� 27469（5番人気）
3連単票数 計1302747 的中 ��� 9354（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．7―46．5―58．2―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイアトニック �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．12．16 阪神1着

2015．5．12生 牡3鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 3戦2勝 賞金 15，300，000円
〔発走状況〕 タガノカレン号は，枠入り不良。

13138 5月27日 晴 良 （30京都3）第12日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走12時45分 （ダート・右）
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
1：47．8
1：47．8

重
重

12 ジャストコーズ �5青鹿57 和田 竜二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B500± 01：52．7 9．0�

612 フュージョンロック 牡4栗 57 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484＋ 21：52．8	 4．2�

59 ジョースターライト 牡5青鹿57 
島 克駿上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B466＋ 21：53．11� 21．3�
713 リュミエールドール 牝4鹿 55 松若 風馬 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 21：53．31	 24．6�
611 ユノディエール 牡4鹿 57 古川 吉洋�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 450± 01：53．62 295．6	
510 メイショウバンカラ 牡4鹿 57 秋山真一郎松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 512＋ 41：53．7クビ 66．5

36 ライデンバローズ 牡4芦 57 津村 明秀猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B518－ 8 〃 クビ 14．7�
815 タイセイブルグ 牡5芦 57

54 ▲川又 賢治田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B482－ 41：53．8� 5．1�
24 � ジョウショーチカラ 牡6青鹿57 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 522－141：54．22 200．4
35 マッカートニー 牡5栗 57

56 ☆坂井 瑠星薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 484＋10 〃 クビ 7．4�
714 サマーサプライズ 牡4鹿 57 松山 弘平吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 464－121：54．3クビ 4．2�
48 ブリーズスズカ 牡5青鹿57 幸 英明永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466－ 21：54．62 46．6�
11 ミエノインパルス 牡4栗 57 川須 栄彦里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム B478＋ 61：54．81 168．4�
23 � ホワイトドラゴン 牡4白 57 菱田 裕二窪田 康志氏 
島 一歩 米 Patchen Wilkes

Farm, LLC 512＋ 21：55．01 52．9�
816 ワンダーアビルマン 牡5黒鹿57 森 一馬山本 能成氏 斉藤 崇史 新ひだか フクダファーム 498＋121：57．1大差 78．7�
47 ベディヴィア 牡4栗 57

56 ☆荻野 極 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 468－ 4 （競走中止） 9．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，703，700円 複勝： 54，593，200円 枠連： 18，554，800円
馬連： 77，754，200円 馬単： 29，673，500円 ワイド： 49，752，500円
3連複： 95，354，000円 3連単： 109，324，600円 計： 467，710，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 230円 � 160円 � 440円 枠 連（1－6） 2，260円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，780円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 7，420円 3 連 単 ��� 44，470円

票 数

単勝票数 計 327037 的中 � 28980（5番人気）
複勝票数 計 545932 的中 � 59501（3番人気）� 106359（1番人気）� 25991（8番人気）
枠連票数 計 185548 的中 （1－6） 6336（11番人気）
馬連票数 計 777542 的中 �� 37482（4番人気）
馬単票数 計 296735 的中 �� 5337（15番人気）
ワイド票数 計 497525 的中 �� 26041（2番人気）�� 6921（23番人気）�� 8238（18番人気）
3連複票数 計 953540 的中 ��� 9637（25番人気）
3連単票数 計1093246 的中 ��� 1782（155番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．8―48．3―1：01．3―1：14．1―1：26．8―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ジャストコーズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Labeeb デビュー 2016．3．27 阪神17着

2013．2．18生 �5青鹿 母 ラ リ ー ズ ン 母母 Reasoning 19戦1勝 賞金 25，481，000円
［他本会外：1戦1勝］

・・・〔競走中止〕 ベディヴィア号は，3コーナーで騎手が左あぶみを踏み外し，バランスをくずして落馬したため競走中止。・・・〔制裁〕 ベディヴィア号の騎手荻野極は，3コーナーでの御法（左あぶみを踏み外し，バランスをくずして落馬した）について過怠金
100，000円。（被害馬：11番・16番・13番）

※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 アロマティカス号・ウォーターミリオン号・ヒミノブリランテ号・レッドゼノン号



13139 5月27日 晴 良 （30京都3）第12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）

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
1：21．7
1：21．5

重
不良

48 タガノリアン 牝4鹿 55 �島 良太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470＋ 81：25．3 14．2�

24 ホイールバーニング 牡5栗 57 松山 弘平市川義美ホール
ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 526－ 41：25．4� 9．2�

47 ア タ ミ 牡4黒鹿 57
54 ▲西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 470－ 21：25．5� 4．7�

510 バ レ ー ロ 牡4黒鹿 57
56 ☆荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：25．81� 4．6�

12 サンライズチャージ 牡4鹿 57 幸 英明松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 506± 01：26．22� 14．6	
611	 ブリッジオーヴァー 牝4黒鹿55 北村 友一下河
行雄氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 484－ 31：26．3クビ 6．7�
815 アドマイヤロマン 牡5栗 57 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：26．4� 3．4�
714 スーサンゴー 牝4鹿 55 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 442＋ 81：26．82� 59．5
23 シュンノカミ 牡4青鹿 57

54 ▲川又 賢治石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 514＋101：26．9� 42．3�
36 	 ダイシンフォルテ 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 556－11 〃 クビ 152．5�
612 ダブルミステリー 牝4栗 55

53 △菊沢 一樹西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 442－ 41：27．11
 300．4�
35 	 ヒルノケープタウン 牡4青鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B530－ 91：27．2クビ 69．0�
713	 ジ ェ ミ ニ ズ 牡4栗 57 松若 風馬ライオンレースホース� 石橋 守 浦河 浦河日成牧場 510＋ 2 〃 クビ 21．7�
59 ソニックセンス 牡4鹿 57

55 △森 裕太朗奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 バンダム牧場 484－ 11：27．51� 100．2�
11 	 キングラズベリー 牡4栗 57

56 ☆義 英真山本美佐江氏 崎山 博樹 新冠 武田 修一 468－ 41：28．24 208．8�
816 ハ ム レ ッ ト 牡4鹿 57 水口 優也 �グリーンファーム松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 422－ 81：30．1大差 185．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，365，800円 複勝： 56，380，200円 枠連： 21，249，700円
馬連： 93，132，800円 馬単： 37，142，100円 ワイド： 54，028，900円
3連複： 109，839，300円 3連単： 137，580，600円 計： 546，719，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 330円 � 270円 � 180円 枠 連（2－4） 1，660円

馬 連 �� 6，720円 馬 単 �� 12，990円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 860円 �� 680円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 65，660円

票 数

単勝票数 計 373658 的中 � 20935（6番人気）
複勝票数 計 563802 的中 � 39361（7番人気）� 51776（5番人気）� 92275（3番人気）
枠連票数 計 212497 的中 （2－4） 9878（5番人気）
馬連票数 計 931328 的中 �� 11408（21番人気）
馬単票数 計 371421 的中 �� 2143（45番人気）
ワイド票数 計 540289 的中 �� 8337（20番人気）�� 16324（9番人気）�� 21166（5番人気）
3連複票数 計1098393 的中 ��� 10123（26番人気）
3連単票数 計1375806 的中 ��� 1519（205番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．0―12．5―12．7―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―35．2―47．7―1：00．4―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノリアン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．3．5 阪神2着

2014．3．29生 牝4鹿 母 タイニーシャイナー 母母 シャイニンググラス 8戦2勝 賞金 18，800，000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 ナムラカブト号・ランバージャック号

13140 5月27日 晴 良 （30京都3）第12日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時55分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

88 サイモンラムセス 牡8鹿 57 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B460＋ 61：58．7 14．3�
55 モーヴサファイア 牝4鹿 55 �島 克駿吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 516＋161：59．44 6．6�
66 オールドクラシック 牡5青鹿 57

56 ☆坂井 瑠星�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478± 01：59．5	 13．8�
22 レッドカイザー 
7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 480－ 41：59．81� 8．6�
77 アドマイヤキズナ 牡5黒鹿57 松山 弘平近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 472＋ 8 〃 クビ 1．9	
33 メイショウカミシマ 牡4黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 460－ 41：59．9クビ 6．3

44 タガノガジュマル 牡5黒鹿57 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 414± 02：00．11	 5．9�
11 メイショウオオゼキ 
8鹿 57

55 △菊沢 一樹松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B494－ 2 〃 ハナ 108．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 45，769，600円 複勝： 48，185，600円 枠連： 発売なし
馬連： 93，726，300円 馬単： 48，627，000円 ワイド： 45，871，600円
3連複： 89，140，500円 3連単： 230，753，100円 計： 602，073，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 350円 � 320円 � 360円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，910円 馬 単 �� 14，750円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，730円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 13，440円 3 連 単 ��� 119，240円

票 数

単勝票数 計 457696 的中 � 25547（7番人気）
複勝票数 計 481856 的中 � 35493（6番人気）� 41205（5番人気）� 34212（7番人気）
馬連票数 計 937263 的中 �� 13047（19番人気）
馬単票数 計 486270 的中 �� 2472（41番人気）
ワイド票数 計 458716 的中 �� 7548（19番人気）�� 6780（21番人気）�� 9672（17番人気）
3連複票数 計 891405 的中 ��� 4974（37番人気）
3連単票数 計2307531 的中 ��� 1403（221番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．7―36．8―48．8―1：01．0―1：12．9―1：23．8―1：34．9―1：46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F34．9
1
3
8－（1，5）7，2，3，6－4
8－（5，7）1－（2，3）－6，4

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

勝馬の
紹 介

サイモンラムセス 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．10．20 京都3着

2010．3．1生 牡8鹿 母 コパノマルコリーニ 母母 ステファーナ 56戦4勝 賞金 141，743，000円



13141 5月27日 晴 良 （30京都3）第12日 第9競走 ��
��1，800�

ひがしおおじ

東大路ステークス
発走14時30分 （ダート・右）
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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

713 フォンターナリーリ 牝5鹿 55 坂井 瑠星吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：51．1 2．7�
48 サトノプライム 牡4鹿 57 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496－ 61：51．31� 26．8�
35 シ ロ ニ イ 牡4白 57 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：51．4	 19．2�
59 ネイビーブルー 牡5鹿 57 北村 友一青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 508± 01：51．61 10．1�
815 エバーキュート 牝6栗 55 国分 恭介宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448± 01：51．91� 330．2�
11 ジュンスパーヒカル 牡6鹿 57 小崎 綾也河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 41：52．11� 37．0	
714 テルペリオン 牡4栗 57 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 520－ 61：52．31
 5．5

816 スマートボムシェル 牡6栗 57 津村 明秀大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 490－ 21：52．51� 127．3�
510� ロードアルペジオ 牡5栗 57 小牧 太 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 4 〃 アタマ 12．1�
611 キ ク ノ ル ア 牡4栗 57 小坂 忠士菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 508－ 61：52．6クビ 5．4
47 ワトソンクリック 牡6鹿 57 菱田 裕二本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 506－101：53．02� 358．8�
24 ワンダーピルエット 牝5鹿 55 岩崎 翼山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 502＋ 61：53．1クビ 34．7�
23 マイネルトゥラン 牡5黒鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B522＋ 4 〃 クビ 129．0�
12 ピ ッ ト ボ ス 牡5鹿 57 荻野 極前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 520－ 21：53．2クビ 17．7�
612 ナムラヘラクレス 牡4鹿 57 松山 弘平奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム B484－ 21：53．62� 16．9�
36 テンザワールド 牡4栗 57 和田 竜二天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432± 01：53．7クビ 16．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，057，200円 複勝： 91，380，500円 枠連： 38，645，000円
馬連： 172，188，100円 馬単： 60，564，400円 ワイド： 89，399，700円
3連複： 199，840，500円 3連単： 253，437，600円 計： 962，513，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 640円 � 440円 枠 連（4－7） 3，000円

馬 連 �� 5，880円 馬 単 �� 7，540円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 1，030円 �� 5，170円

3 連 複 ��� 19，570円 3 連 単 ��� 87，990円

票 数

単勝票数 計 570572 的中 � 165647（1番人気）
複勝票数 計 913805 的中 � 271871（1番人気）� 26819（10番人気）� 42342（7番人気）
枠連票数 計 386450 的中 （4－7） 9981（9番人気）
馬連票数 計1721881 的中 �� 24129（20番人気）
馬単票数 計 605644 的中 �� 6022（27番人気）
ワイド票数 計 893997 的中 �� 12133（20番人気）�� 23151（9番人気）�� 4331（50番人気）
3連複票数 計1998405 的中 ��� 7658（69番人気）
3連単票数 計2534376 的中 ��� 2088（287番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．9―47．9―1：00．4―1：13．3―1：25．8―1：38．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

フォンターナリーリ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2015．12．13 阪神2着

2013．5．12生 牝5鹿 母 スカーレットベル 母母 スカーレットレディ 14戦5勝 賞金 75，239，000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 エンキンドル号・ミキノトランペット号

13142 5月27日 晴 良 （30京都3）第12日 第10競走 ��
��1，400�

あづちじょう

安土城ステークス
発走15時15分 （芝・右・外）
4歳以上，29．5．27以降30．5．20まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

12 ダイメイフジ 牡4鹿 55 酒井 学宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 512± 01：20．7 11．4�
11 � モズアスコット 牡4栗 56．5 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer

Wind Farm 488＋ 2 〃 クビ 1．5�
23 ボンセルヴィーソ 牡4栗 54 菱田 裕二名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 470＋ 2 〃 ハナ 17．2�
24 アポロノシンザン 牡6鹿 56 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 476－ 41：20．8クビ 15．1�
612 トウショウピスト 牡6鹿 56 �島 克駿トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋ 6 〃 クビ 40．7�
59 ミ ス エ ル テ 牝4鹿 53 北村 友一 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466－ 21：21．01	 27．7

35 タガノブルグ 牡7鹿 55 小崎 綾也八木 秀之氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 21：21．21	 79．5�
815 カラクレナイ 牝4栗 54 松若 風馬吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 504＋ 81：21．3クビ 7．2�
36 コウエイタケル 牡7鹿 54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 496＋101：21．4
 26．4
714 ムーンクレスト 牡6鹿 55 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 476± 01：21．61	 49．4�
510 スマートカルロス 牡6鹿 54 田中 健大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 472± 0 〃 クビ 111．1�
48 ユキノアイオロス �10鹿 52 秋山真一郎井上 基之氏 林 徹 新ひだか フジワラフアーム 478－12 〃 アタマ 155．0�
47 マイネルバールマン 牡4芦 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 514－101：21．7� 16．7�
611 トーキングドラム 牡8鹿 56 幸 英明下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484＋ 21：21．91 117．5�
713 アルマワイオリ 牡6黒鹿55 国分 優作コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 482－ 6 〃 アタマ 203．0�
816 ラ ン グ レ ー 牡7鹿 55 小牧 太 	サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 206．4�
817 モンドキャンノ 牡4鹿 55 古川 吉洋ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：22．85 74．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 76，419，300円 複勝： 194，613，300円 枠連： 49，352，500円
馬連： 218，556，700円 馬単： 111，384，200円 ワイド： 114，291，500円
3連複： 277，404，900円 3連単： 496，040，200円 計： 1，538，062，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 230円 � 110円 � 290円 枠 連（1－1） 760円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，520円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 19，510円

票 数

単勝票数 計 764193 的中 � 53467（3番人気）
複勝票数 計1946133 的中 � 85310（3番人気）� 1320961（1番人気）� 59416（5番人気）
枠連票数 計 493525 的中 （1－1） 49745（3番人気）
馬連票数 計2185567 的中 �� 243412（2番人気）
馬単票数 計1113842 的中 �� 33368（9番人気）
ワイド票数 計1142915 的中 �� 102874（2番人気）�� 17150（14番人気）�� 59025（4番人気）
3連複票数 計2774049 的中 ��� 83474（6番人気）
3連単票数 計4960402 的中 ��� 18430（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―35．6―47．0―58．1―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．7
3 4，12（3，6，13，17）（9，15，14）（2，11，1）（8，10）7（5，16） 4 ・（4，12）（3，13）（6，17）（9，15，14）2（7，11，1）8（5，10）16

勝馬の
紹 介

ダイメイフジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．20 京都2着

2014．3．27生 牡4鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 17戦5勝 賞金 117，196，000円

２レース目 ４レース目



13143 5月27日 晴 良 （30京都3）第12日 第11競走 ��
��1，800�

し ら ゆ り

白百合ステークス
発走16時05分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

66 メイショウテッコン 牡3青鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 B488－ 61：45．9 4．3�
77 サ ラ キ ア 牝3鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：46．43 2．6�
55 ア イ ト ー ン 牡3鹿 57 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 2 〃 ハナ 3．1�
89 アルジャーノン 牡3栗 56 川島 信二 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 436＋ 41：46．72 8．3�
78 オメガラヴィサン 牡3鹿 56 坂井 瑠星原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 470± 01：47．01	 7．0	
11 フィールインラヴ 牡3黒鹿56 
島 克駿大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 440＋ 21：47．95 32．1

33 ニシノベースマン 牡3黒鹿56 田中 勝春西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 432± 0 〃 ハナ 83．6�
22 カイザーメランジェ 牡3鹿 56 四位 洋文友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 464＋ 61：48．64 111．9�
810 タ ラ ニ ス 牡3黒鹿56 酒井 学藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 B482＋ 41：49．34 144．7

（9頭）
44 ノストラダムス 牡3鹿 56 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 68，359，800円 複勝： 53，214，100円 枠連： 24，738，200円
馬連： 144，514，200円 馬単： 66，734，900円 ワイド： 62，604，900円
3連複： 141，532，700円 3連単： 313，673，000円 計： 875，371，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（6－7） 600円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 260円 �� 210円 �� 180円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 3，480円

票 数

単勝票数 差引計 683598（返還計 973） 的中 � 125305（3番人気）
複勝票数 差引計 532141（返還計 927） 的中 � 83131（3番人気）� 155691（1番人気）� 108635（2番人気）
枠連票数 差引計 247382（返還計 985） 的中 （6－7） 31470（3番人気）
馬連票数 差引計1445142（返還計 8921） 的中 �� 153385（3番人気）
馬単票数 差引計 667349（返還計 4234） 的中 �� 30679（8番人気）
ワイド票数 差引計 626049（返還計 3210） 的中 �� 53509（4番人気）�� 76605（2番人気）�� 99464（1番人気）
3連複票数 差引計1415327（返還計 18145） 的中 ��� 227925（1番人気）
3連単票数 差引計3136730（返還計 36446） 的中 ��� 65341（10番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．2―12．2―12．2―12．3―11．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―34．6―46．8―59．0―1：11．3―1：22．9―1：34．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウテッコン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2017．9．3 小倉1着

2015．4．17生 牡3青鹿 母 エーシンベロシティ 母母 Vermont Girl 6戦3勝 賞金 41，862，000円
〔出走取消〕 ノストラダムス号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
※アルジャーノン号・カイザーメランジェ号・タラニス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13144 5月27日 晴 良 （30京都3）第12日 第12競走 ��
��1，200�

お い け

御 池 特 別
発走16時40分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，29．5．27以降30．5．20まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

36 ゲンキチハヤブサ �6栗 54 和田 竜二荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン
牧場 474＋ 61：08．2 4．5�

11 トシストロング 牡7鹿 55 秋山真一郎上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 476＋ 2 〃 アタマ 8．9�
12 � シゲルノマオイ 牡6栗 53 太宰 啓介森中 蕃氏 武 英智 浦河 中村 雅明 490－ 2 〃 クビ 130．6�
59 アグネスユーリヤ 牡6鹿 56 川又 賢治畑佐 博氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 464－ 41：08．3	 22．1�
24 キャンディバローズ 牝5鹿 54 坂井 瑠星猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 416－ 61：08．4
 9．0�
23 フ ナ ウ タ 牝4栗 53 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 472＋ 81：08．61 4．1�
612 キタサンコンサート 牡6芦 54 田中 勝春	大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B494－ 2 〃 クビ 56．4

48 エルカミーノレアル �7鹿 55 �島 克駿広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 490＋ 61：08．81� 5．8�
713 ヤマニンマンドール 牡6黒鹿54 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 450± 01：09．01� 17．1
47 ゲンパチケンシン 牡4芦 54 北村 友一平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 470－ 6 〃 クビ 10．4�
611 エナジータウン 牡6鹿 55 古川 吉洋幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 460＋12 〃 アタマ 23．9�
815 オ フ ク ヒ メ 牝5黒鹿53 幸 英明山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 454± 01：09．1クビ 20．8�
35 ウィズアットレース 牝6黒鹿51 荻野 極岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 ラツキー牧場 422－ 21：09．2	 124．6�
510 レヴァンタール �9鹿 50 酒井 学岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 450＋ 21：09．41� 226．8�
816 レッドカーペット 牡5栗 53 小崎 綾也 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム B518－ 8 〃 クビ 61．1�
714 キッズライトオン 牡6栗 55 西村 淳也瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 01：09．82	 18．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，502，200円 複勝： 70，639，500円 枠連： 40，563，700円
馬連： 169，449，600円 馬単： 60，626，400円 ワイド： 84，635，200円
3連複： 219，943，700円 3連単： 288，501，200円 計： 988，861，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 290円 � 2，660円 枠 連（1－3） 2，570円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 12，700円 �� 10，230円

3 連 複 ��� 99，790円 3 連 単 ��� 416，660円

票 数

単勝票数 計 545022 的中 � 96087（2番人気）
複勝票数 計 706395 的中 � 97946（3番人気）� 66814（4番人気）� 5531（15番人気）
枠連票数 計 405637 的中 （1－3） 12197（11番人気）
馬連票数 計1694496 的中 �� 48012（8番人気）
馬単票数 計 606264 的中 �� 9031（14番人気）
ワイド票数 計 846352 的中 �� 20414（8番人気）�� 1682（82番人気）�� 2092（74番人気）
3連複票数 計2199437 的中 ��� 1653（235番人気）
3連単票数 計2885012 的中 ��� 502（1115番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―10．7―10．9―11．4―11．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲンキチハヤブサ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2014．6．28 阪神7着

2012．3．27生 �6栗 母 ラーチャプルック 母母 ス ー テ ィ ー 33戦3勝 賞金 44，988，000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） 1頭 ナムラアッパー号
（非抽選馬） 1頭 キングクリチャン号



（30京都3）第12日 5月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

248，920，000円
5，060，000円
16，460，000円
1，930，000円
27，460，000円
73，126，000円
5，390，800円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
527，378，200円
804，824，000円
270，598，500円
1，318，351，900円
566，990，700円
718，276，200円
1，581，889，700円
2，386，477，900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 8，174，787，100円

総入場人員 32，044名 （有料入場人員 30，652名）



平成30年度 第3回京都競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，042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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

3，115，360，000円
53，880，000円
215，510，000円
24，361，000円
356，100，000円
14，000，000円
837，191，500円
56，234，400円
19，603，200円

勝馬投票券売得金
6，710，220，400円
9，723，085，500円
3，625，554，200円
16，820，308，700円
7，547，443，000円
9，170，710，200円
23，191，931，000円
35，797，287，800円
620，935，100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
5 重 勝
計 113，207，475，900円

総入場延人員 306，208名 （有料入場延人員 293，365名）
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