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13049 5月5日 晴 良 （30京都3）第5日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05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
1：21．7
1：21．5

重
不良

47 ミスティック 牝3黒鹿54 国分 優作 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 452＋ 21：27．3 2．7�

815 クロンヌデトワール 牝3栗 54 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 444－ 41：27．83 3．3�

12 エトワールブリエ 牝3黒鹿 54
53 ☆荻野 極 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 426－ 41：27．9クビ 11．5�

510 ジョーダンヒロイン 牝3青鹿54 福永 祐一廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 442± 01：28．0� 5．9�
24 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 448＋ 41：28．42� 23．0�
713 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 460＋ 21：28．5� 10．7	
611 モルドワイン 牝3鹿 54 �島 良太�G1レーシング 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 ハナ 44．1

36 マンノジャパン 牝3栗 54 水口 優也萬野 順啓氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム B450－ 41：29．45 189．8�
48 ドラゴンダナ 牝3栗 54 酒井 学副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 476＋ 21：29．61� 51．2�
612 ウォーターステラ 牝3芦 54 岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 478＋ 81：30．02� 47．0
23 レッドオルティス 牝3青鹿54 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 ハナ 57．1�
11 ミストレスメジャー 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 512－161：30．1クビ 159．8�

714 ライブリゴールド 牝3黒鹿 54
51 ▲西村 淳也加藤 哲郎氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 430＋ 41：31．27 118．4�
35 メイショウセレーノ 牝3栗 54 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 460－201：31．51� 12．1�
59 マイアモーレ 牝3青鹿54 田中 健平川 浩之氏 坂口 正則 新ひだか 高橋フアーム 438＋161：31．71� 138．5�

（15頭）
816 ハクユウゴールド 牝3鹿 54 国分 恭介 �H.Iコーポレーション 村山 明 日高 本間牧場 466＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，497，500円 複勝： 35，482，100円 枠連： 11，044，300円
馬連： 50，769，900円 馬単： 24，982，800円 ワイド： 33，137，500円
3連複： 71，486，900円 3連単： 84，943，800円 計： 333，344，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 140円 � 290円 枠 連（4－8） 490円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 280円 �� 700円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 7，610円

票 数

単勝票数 差引計 214975（返還計 1092） 的中 � 63691（1番人気）
複勝票数 差引計 354821（返還計 2275） 的中 � 87816（1番人気）� 68297（2番人気）� 22365（6番人気）
枠連票数 差引計 110443（返還計 379） 的中 （4－8） 17327（1番人気）
馬連票数 差引計 507699（返還計 5438） 的中 �� 69142（1番人気）
馬単票数 差引計 249828（返還計 2486） 的中 �� 16842（3番人気）
ワイド票数 差引計 331375（返還計 5607） 的中 �� 34948（1番人気）�� 11377（10番人気）�� 9225（12番人気）
3連複票数 差引計 714869（返還計 14381） 的中 ��� 26888（6番人気）
3連単票数 差引計 849438（返還計 13875） 的中 ��� 8092（16番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―12．8―12．9―12．6―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．4―37．2―50．1―1：02．7―1：14．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスティック �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Posse デビュー 2017．11．11 京都7着

2015．4．3生 牝3黒鹿 母 ケイティーズミスト 母母 Hishi Nile 5戦1勝 賞金 8，250，000円
〔競走除外〕 ハクユウゴールド号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 クリノユナチャン号

13050 5月5日 晴 良 （30京都3）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時35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

714 サトノグリッター 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 490＋ 21：54．6 5．2�
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 460－ 21：54．7� 8．4�
815 ディキディキ 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 524－ 61：55．01� 2．4�
59 タガノヤマト 牡3栗 56 浜中 俊八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 21：55．32 3．1�
23 アドマイヤツルギ 牡3栗 56 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：55．62 115．1	
11 ブルーブルイヤール 牡3青鹿56 酒井 学吉田 千津氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 520－ 41：55．81� 127．3

611 タマモキンバリー 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 430＋ 81：56．54 377．8�
35 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 476＋ 61：56．81� 410．4�
713 ラティーノヒート 牡3鹿 56 藤岡 佑介前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518± 01：57．22� 25．6
816 ダイキリシマ 牡3黒鹿56 国分 恭介西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 476＋ 41：57．3クビ 192．7�
24 ダノンテアトロ 牡3鹿 56 幸 英明�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 474± 01：57．4� 16．1�
510 メイショウアドリア 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482＋121：57．61� 28．2�
612 ピエナクリスエス 牡3青鹿56 古川 吉洋本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 日高 沖田牧場 486 ―1：57．7� 264．3�
48 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 418－121：59．29 276．5�
36 ロードスターダスト 牡3栗 56 H．ボウマン �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 460－ 82：02．8大差 29．7�

（豪）

12 オールウェイ 牡3黒鹿56 田中 健�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 504＋ 42：05．4大差 86．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，168，000円 複勝： 43，322，400円 枠連： 12，522，500円
馬連： 57，916，800円 馬単： 28，862，600円 ワイド： 35，690，600円
3連複： 74，006，200円 3連単： 98，603，800円 計： 377，092，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 190円 � 140円 枠 連（4－7） 1，900円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 750円 �� 400円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 16，760円

票 数

単勝票数 計 261680 的中 � 39880（3番人気）
複勝票数 計 433224 的中 � 76726（3番人気）� 49404（4番人気）� 92553（2番人気）
枠連票数 計 125225 的中 （4－7） 5093（8番人気）
馬連票数 計 579168 的中 �� 18256（8番人気）
馬単票数 計 288626 的中 �� 4697（15番人気）
ワイド票数 計 356906 的中 �� 11478（9番人気）�� 23978（4番人気）�� 20906（5番人気）
3連複票数 計 740062 的中 ��� 25353（6番人気）
3連単票数 計 986038 的中 ��� 4264（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．0―49．6―1：03．4―1：16．2―1：28．8―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

サトノグリッター �
�
父 ワークフォース �

�
母父 Rossini デビュー 2018．1．14 中京3着

2015．5．16生 牡3鹿 母 バンドゥッチ 母母 Piper Piper 5戦1勝 賞金 10，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードスターダスト号・オールウェイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月

5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マウロカズマ号
※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５日



13051 5月5日 晴 良 （30京都3）第5日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時05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

510 イシュトヴァーン 牡3鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 526＋221：26．1 6．0�
47 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 456－ 21：27．05 3．8�
48 ワークアンドワーク 牡3黒鹿56 H．ボウマン 小林 祥晃氏 村山 明 新冠 タニグチ牧場 472± 01：27．1� 2．4�

（豪）

714 デンコウエルドラド 牡3栗 56 岩崎 翼田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 488＋141：27．2� 7．9�
24 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 472－ 41：27．41� 13．0�
713 クリノヴィグラス 牡3栗 56 福永 祐一栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 464± 01：27．5� 12．5	
36 クレアセンシェンス 牡3鹿 56 和田 竜二
ノースヒルズ 森田 直行 新ひだか 三石橋本牧場 558 ―1：27．6� 18．1�
816 ダンツコンフォート 牡3鹿 56 小牧 太山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 三輪 幸子 478＋ 61：28．55 62．8�
12 ブ ラ ス ト 牡3芦 56 酒井 学槙 和美氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 530＋ 21：28．71� 359．2
59 トウカイシーカー 牡3栗 56 田中 健内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 446－ 11：29．44 315．7�
612 エイシンエーブル 牡3鹿 56 幸 英明
栄進堂 藤岡 健一 新ひだか 松本牧場 476－ 61：30．03� 106．9�
815 リュウノシャツ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介岡 浩二氏 石橋 守 日高 ノースガーデン 474＋ 8 〃 クビ 92．6�
611 メイショウルネ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 470－ 21：31．9大差 438．5�
11 アイラブハー 牡3鹿 56 北村 友一薪浦 亨氏 中竹 和也 安平 吉田 三郎 450 ―1：32．53� 313．1�
23 ヤマニンメイアルア 牡3黒鹿56 古川 吉洋土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 光夫 514 ―1：37．7大差 62．1�
35 キワミスパイラル 牡3黒鹿56 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 518 ― （競走中止） 71．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，289，300円 複勝： 46，965，100円 枠連： 18，730，500円
馬連： 58，625，700円 馬単： 31，694，100円 ワイド： 39，987，700円
3連複： 80，301，500円 3連単： 106，970，600円 計： 415，564，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 130円 � 120円 枠 連（4－5） 680円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 520円 �� 380円 �� 180円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 7，000円

票 数

単勝票数 計 322893 的中 � 43022（3番人気）
複勝票数 計 469651 的中 � 48369（4番人気）� 101110（2番人気）� 123612（1番人気）
枠連票数 計 187305 的中 （4－5） 21240（4番人気）
馬連票数 計 586257 的中 �� 28468（5番人気）
馬単票数 計 316941 的中 �� 8315（8番人気）
ワイド票数 計 399877 的中 �� 16773（8番人気）�� 24175（3番人気）�� 68649（1番人気）
3連複票数 計 803015 的中 ��� 60530（2番人気）
3連単票数 計1069706 的中 ��� 11064（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．4―37．0―49．9―1：02．3―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イシュトヴァーン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．12．17 阪神5着

2015．2．12生 牡3鹿 母 ドナウブルー 母母 ドナブリーニ 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔競走中止〕 キワミスパイラル号は，競走中に疾病〔左第1指骨複骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイラブハー号・ヤマニンメイアルア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

6月5日まで平地競走に出走できない。
メイショウルネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月5日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ライブリテックス号
（非抽選馬） 1頭 チャーチタウン号
※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。

13052 5月5日 晴 良 （30京都3）第5日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時35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
1：19．9
1：19．0

良
良

35 ナンゴクアイネット 牝3鹿 54 M．デムーロ渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 454＋ 21：21．8 3．3�
818 メイショウツバキ 牝3黒鹿54 小牧 太松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 442± 01：21．9� 19．8�
714 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 442－ 21：22．11� 14．1�
48 キムケンロード 牡3鹿 56 松若 風馬木村 永浩氏 西村 真幸 新ひだか 築紫 洋 430＋ 21：22．2� 13．0�
816 ゲンパチマハロ 牡3鹿 56 �島 良太平野 武志氏 加用 正 新ひだか 三石橋本牧場 454＋ 2 〃 ハナ 59．8	
713 エイシンペガサス 牡3鹿 56 浜中 俊�栄進堂 野中 賢二 浦河 高野牧場 452＋321：22．3� 121．2

11 ティーサムライ 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 474＋ 41：22．4� 40．1�
36 ケントマンボ 牡3黒鹿56 国分 優作田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 436－101：22．5クビ 392．8�
817 トウシンカイザー 牡3鹿 56 和田 竜二�サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 492－ 6 〃 ハナ 13．1
12 ミトノアミーゴ 牡3栗 56 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト

クラブ 458± 01：22．82 17．5�
47 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 468 ―1：22．9� 121．1�
23 エイシンウェルズ 牝3栗 54 岩田 康誠�栄進堂 奥村 豊 浦河 多田 善弘 454＋ 81：23．21� 5．2�
715 サ ナ コ 牝3栗 54

53 ☆荻野 極 R．アンダーソン氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 436－ 4 〃 ハナ 4．3�
611 ナンクルナイサー 牝3栗 54 幸 英明小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 456＋ 61：23．62� 160．4�
612 マキナガラージュ 牡3栗 56 北村 友一野田 善己氏 角居 勝彦 新冠 中村 弘昭 400－ 41：23．81� 8．6�
59 ショウナンバースト 牡3黒鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 飛野牧場 430＋ 61：24．65 242．9�
24 ナハストーン 牡3鹿 56 H．ボウマン �シルクレーシング 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416± 01：25．98 78．2�
（豪）

510 ブルベアサンサイ 牡3鹿 56 岩崎 翼 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 聖心台牧場 504 ― 〃 クビ 450．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，581，300円 複勝： 45，756，500円 枠連： 14，935，900円
馬連： 56，347，900円 馬単： 25，417，700円 ワイド： 39，949，000円
3連複： 83，022，800円 3連単： 91，996，200円 計： 386，007，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 560円 � 340円 枠 連（3－8） 1，140円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 7，540円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 1，030円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 19，670円 3 連 単 ��� 95，690円

票 数

単勝票数 計 285813 的中 � 67537（1番人気）
複勝票数 計 457565 的中 � 98564（1番人気）� 17130（9番人気）� 31183（6番人気）
枠連票数 計 149359 的中 （3－8） 10136（5番人気）
馬連票数 計 563479 的中 �� 9428（19番人気）
馬単票数 計 254177 的中 �� 2527（29番人気）
ワイド票数 計 399490 的中 �� 6658（19番人気）�� 10246（10番人気）�� 2320（39番人気）
3連複票数 計 830228 的中 ��� 3165（61番人気）
3連単票数 計 919962 的中 ��� 697（296番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―34．9―46．6―58．4―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．2
3 ・（3，8）（12，15）（5，11）18（7，14）2（17，16）1，13，6－9－4－10 4 ・（3，8）（5，12，15）（11，18）（7，14）（2，17）（1，16）－（6，13）－9－4－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナンゴクアイネット �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2017．9．30 阪神2着

2015．2．28生 牝3鹿 母 オーデコロン 母母 マ キ ー ナ 6戦1勝 賞金 10，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナハストーン号・ブルベアサンサイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月

5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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アカネコントレイル号・クリノルーベンス号・ヤマニンディアリー号
（非抽選馬） 3頭 フリーガーアス号・ブルベアアスパラ号・ラポートトーク号
※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。



13053 5月5日 晴 良 （30京都3）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時25分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

713 ジューンスクスク 牝3鹿 54 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 398－101：35．4 17．8�
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 424＋ 2 〃 ハナ 46．2�
35 フォルシュナイト 牝3青鹿54 松山 弘平�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 396－ 81：35．5� 17．0�
817 ブルーメンクローネ 牝3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 478 ―1：35．71� 3．0�
47 ターフェルムジーク 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 418＋ 61：35．8� 11．9	
24 メモリーコロネット 牝3黒鹿54 岩田 康誠�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 438－ 81：35．9� 2．3

612 エムケイフローラル 牝3青鹿54 岩崎 翼 �丸幸小林牧場 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 426－ 21：36．0� 18．8�
11 ダンスドリーマー 牝3青鹿 54

51 ▲西村 淳也矢野 亨憲氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 440－ 31：36．31� 377．5�
816 カネトシレーヌ 牝3栗 54 国分 恭介兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 斉藤英牧場 460± 01：36．4� 31．5
611 クラウンローチ 牝3栗 54 幸 英明河原 義宏氏 森田 直行 浦河 小島牧場 444± 0 〃 クビ 176．9�
715 サ ン デ ィ ー 牝3黒鹿54 竹之下智昭山住 勲氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 456＋ 61：36．5� 135．5�
510 ジョーマキアート 牝3芦 54

53 ☆荻野 極上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 472＋121：36．6� 12．4�
12 アフロディテバイオ 牝3栗 54 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 426＋ 81：36．81� 330．4�
59 ディープエクセル 牝3黒鹿54 池添 謙一前原 敏行氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム B422＋ 41：36．9� 20．2�
818 モズジョーカー 牝3鹿 54 北村 友一 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 杵臼牧場 428 ―1：37．53� 65．4�
48 ユーステイアウェイ 牝3栗 54 四位 洋文平田 修氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 454＋ 61：37．92� 215．4�
23 シーイズドーター 牝3鹿 54 松若 風馬杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 446 ―1：38．0� 58．3�

（17頭）
36 ダ カ ー ポ 牝3黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，103，000円 複勝： 44，878，900円 枠連： 16，725，600円
馬連： 67，688，400円 馬単： 33，480，900円 ワイド： 45，362，100円
3連複： 88，179，400円 3連単： 110，077，900円 計： 437，496，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 590円 � 950円 � 420円 枠 連（7－7） 16，490円

馬 連 �� 26，900円 馬 単 �� 58，660円

ワ イ ド �� 6，510円 �� 2，220円 �� 5，150円

3 連 複 ��� 80，840円 3 連 単 ��� 582，520円

票 数

単勝票数 計 311030 的中 � 13941（6番人気）
複勝票数 計 448789 的中 � 20224（8番人気）� 11815（10番人気）� 29860（6番人気）
枠連票数 計 167256 的中 （7－7） 786（27番人気）
馬連票数 計 676884 的中 �� 1950（50番人気）
馬単票数 計 334809 的中 �� 428（99番人気）
ワイド票数 計 453621 的中 �� 1783（49番人気）�� 5351（23番人気）�� 2262（45番人気）
3連複票数 計 881794 的中 ��� 818（161番人気）
3連単票数 計1100779 的中 ��� 137（956番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．1―47．6―59．9―1：11．8―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジューンスクスク �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．12．3 中京6着

2015．4．12生 牝3鹿 母 プルーフオブラヴ 母母 ページプルーフ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔出走取消〕 ダカーポ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※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 アリディブリラーレ号・ピースフルウィーク号

13054 5月5日 晴 良 （30京都3）第5日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時55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

88 ジュンドリーム 牝3鹿 54 松若 風馬河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 476＋ 61：22．5 8．4�
11 ノーブルアース 牝3黒鹿54 M．デムーロ吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 460－ 21：22．71� 2．2�
33 シゲルホウレンソウ 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 488＋ 41：22．91� 4．8�
77 ライトオンキュー 牡3鹿 56 四位 洋文ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－101：23．11� 2．5�
66 ジョリプリュネル 牝3栗 54 和田 竜二井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 米田牧場 426± 01：23．41	 81．0�
55 ダイシンステルラ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 440－ 41：23．61� 43．5�

22 セイウンデルレイ 牡3鹿 56
53 ▲西村 淳也西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 藤巻 則弘 502＋ 41：24．13 23．3	

44 ハルキストン 牡3鹿 56 白浜 雄造若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 B434－ 2 〃 アタマ 61．3

（8頭）

売 得 金
単勝： 25，518，700円 複勝： 29，261，800円 枠連： 発売なし
馬連： 44，476，900円 馬単： 29，508，200円 ワイド： 22，831，800円
3連複： 50，233，000円 3連単： 142，230，700円 計： 344，061，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 190円 � 110円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 310円 �� 380円 �� 150円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 8，440円

票 数

単勝票数 計 255187 的中 � 24283（4番人気）
複勝票数 計 292618 的中 � 25896（4番人気）� 114143（1番人気）� 36700（3番人気）
馬連票数 計 444769 的中 �� 37532（4番人気）
馬単票数 計 295082 的中 �� 7838（9番人気）
ワイド票数 計 228318 的中 �� 16665（5番人気）�� 12644（6番人気）�� 47888（1番人気）
3連複票数 計 502330 的中 ��� 43495（3番人気）
3連単票数 計1422307 的中 ��� 12216（24番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．0―12．0―11．6―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．4―36．4―48．4―1：00．0―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュンドリーム �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2017．6．24 阪神3着

2015．5．26生 牝3鹿 母 ディアコトミ 母母 セカンドチャンス 11戦2勝 賞金 18，600，000円
［他本会外：1戦0勝］



13055 5月5日 晴 良 （30京都3）第5日 第7競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

611 ウォーターレスター 牡5黒鹿57 M．デムーロ山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 532± 01：59．3 7．9�
712 サマーサプライズ 牡4鹿 57 浜中 俊吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 476－ 21：59．4� 3．9�
713 ジャストコーズ 	5青鹿57 藤岡 康太 �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± 01：59．72 10．8�
34 フ ラ ン ド ル 	5鹿 57 岩田 康誠寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490＋102：00．02 4．0�
46 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 468－ 22：00．1クビ 48．0�
59 ネクストムーブ 牡5栗 57 H．ボウマン 林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 508± 02：01．27 5．1	

（豪）

23 クリスタルバブルス 牡4黒鹿 57
56 ☆荻野 極 Him Rock Racing

ホールディングス
 加用 正 日高 タバタファーム 456± 02：01．3
 180．1�
814 グレイスニコ 牝4栗 55 藤岡 佑介島川 �哉氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 474＋102：01．51 17．5
610 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 472± 02：01．6� 21．5�
11 メイショウアケボノ 牝5鹿 55 国分 恭介松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 522＋ 6 〃 アタマ 298．1�
35 トウカイエクレール 牡5鹿 57

54 ▲西村 淳也内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 482＋ 22：02．13 15．6�
58 ブルベアラクーン 牡4栗 57 酒井 学 
ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 B550＋242：03．37 24．3�
47 � モンドバーグ 牡4鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 82：03．61
 12．2�
815 マテラレックス 牡4鹿 57 松若 風馬大野 剛嗣氏 森 秀行 浦河 高村牧場 482＋282：04．87 73．5�

（14頭）
22 � アイアンエフケイ 牡4鹿 57 岩崎 翼池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか グローリーファーム 504＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，486，500円 複勝： 51，605，400円 枠連： 18，526，400円
馬連： 70，359，200円 馬単： 29，547，900円 ワイド： 47，094，200円
3連複： 95，347，500円 3連単： 111，578，300円 計： 454，545，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 250円 � 150円 � 250円 枠 連（6－7） 850円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，730円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 24，580円

票 数

単勝票数 差引計 304865（返還計 508） 的中 � 30734（4番人気）
複勝票数 差引計 516054（返還計 1003） 的中 � 46712（5番人気）� 108531（1番人気）� 46736（4番人気）
枠連票数 差引計 185264（返還計 92） 的中 （6－7） 16830（3番人気）
馬連票数 差引計 703592（返還計 3499） 的中 �� 29099（6番人気）
馬単票数 差引計 295479（返還計 1530） 的中 �� 5848（12番人気）
ワイド票数 差引計 470942（返還計 2685） 的中 �� 16040（6番人気）�� 6624（22番人気）�� 22212（4番人気）
3連複票数 差引計 953475（返還計 8405） 的中 ��� 16091（12番人気）
3連単票数 差引計1115783（返還計 8978） 的中 ��� 3290（67番人気）

ハロンタイム 7．2―10．7―11．3―12．7―12．7―12．7―12．9―12．8―13．1―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―17．9―29．2―41．9―54．6―1：07．3―1：20．2―1：33．0―1：46．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォーターレスター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．7．2 中京4着

2013．3．7生 牡5黒鹿 母 グラールホーリー 母母 オオシマダリア 12戦2勝 賞金 20，195，000円
〔競走除外〕 アイアンエフケイ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マテラレックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月5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。

13056 5月5日 晴 良 （30京都3）第5日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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
1：09．1
1：08．7

重
重

510 タ テ ヤ マ 牡4栗 57 松山 弘平小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 462＋ 21：12．6 2．8�
611 ロングベスト 牡4鹿 57 古川 吉洋中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 508－ 2 〃 クビ 11．7�
612 ワイルドフォックス 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 武 幸四郎 浦河 鳥井 征士 520＋ 61：12．7� 6．4�
713 コンテンポラリー 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 B450－ 61：13．33� 35．7�
23 クリノサンレオ 牡5栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 460＋121：13．51� 47．5�
11 アドマイヤムテキ 牡5黒鹿57 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 洞�湖 レイクヴィラファーム 506－ 41：13．6クビ 11．2�
48 ラタンドレス 牝5鹿 55 岩田 康誠 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 4 〃 クビ 10．5

35 ドンボラーレ 牡5栗 57 小牧 太山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 444－121：13．7� 134．5�
59 	 リッカクロフネ 牡6芦 57 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 486－ 61：13．8� 22．1�
12 カ イ マ ノ ア 牡6栗 57

54 ▲三津谷隼人山口功一郎氏 安田 翔伍 浦河 小林 仁 490± 0 〃 ハナ 332．5
714 ボ ナ パ ル ト 牡4鹿 57 M．デムーロ幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム B506＋ 2 〃 ハナ 3．2�
815	 メイショウアワジ 牡4鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 462± 0 〃 アタマ 193．0�
36 エスペランサリュウ 牡5鹿 57 松若 風馬江上 幸�氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 486－ 41：13．9� 36．7�
47 ウェディングラン 牝6鹿 55 岩崎 翼小島 將之氏 沖 芳夫 日高 山田 政宏 B464＋ 1 〃 クビ 276．5�
24 メイショウフレイヤ 牝5栗 55 
島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 468＋ 81：14．11� 294．3�
816 ブ キ ス 牡4鹿 57 北村 友一杉澤 光雄氏 斉藤 崇史 新ひだか 前谷 武志 538＋401：15．05 52．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，047，800円 複勝： 45，728，100円 枠連： 18，172，600円
馬連： 79，046，100円 馬単： 35，245，400円 ワイド： 48，921，100円
3連複： 101，177，300円 3連単： 129，383，500円 計： 489，721，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 280円 � 210円 枠 連（5－6） 600円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 570円 �� 460円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 12，300円

票 数

単勝票数 計 320478 的中 � 90439（1番人気）
複勝票数 計 457281 的中 � 102327（1番人気）� 34195（6番人気）� 54255（3番人気）
枠連票数 計 181726 的中 （5－6） 23246（2番人気）
馬連票数 計 790461 的中 �� 40883（5番人気）
馬単票数 計 352454 的中 �� 10626（8番人気）
ワイド票数 計 489211 的中 �� 22327（6番人気）�� 28327（3番人気）�� 9697（13番人気）
3連複票数 計1011773 的中 ��� 27721（5番人気）
3連単票数 計1293835 的中 ��� 7626（28番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．7―12．1―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―35．8―47．9―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ テ ヤ マ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．19 京都1着

2014．5．3生 牡4栗 母 サンフィールド 母母 ミスティダンサー 15戦2勝 賞金 27，600，000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。
（非抽選馬） 1頭 タイキレガトゥス号



13057 5月5日 晴 良 （30京都3）第5日 第9競走 ��
��2，000�

か も が わ

鴨 川 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，29．5．6以降30．4．29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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

33 ハギノアレス 牡4鹿 55 M．デムーロ安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 514－ 22：00．0 1．8�
55 タガノガジュマル 牡5黒鹿54 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 414± 02：00．42� 41．8�
77 ジャーミネイト 牡4鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 6 〃 アタマ 4．9�
78 	 スリーマキシマム 牡7鹿 54 浜中 俊永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 506＋ 2 〃 クビ 30．4�
44 レッドカイザー 
7黒鹿54 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 484－ 4 〃 ハナ 21．0	
810 マイネルアトゥー 牡5青鹿55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 42：00．5クビ 15．7

89 エーティーサンダー 牡5青鹿57 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 530＋ 42：00．82 4．6�
66 ト ル ス ト イ 牡8鹿 54 和田 竜二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502－ 42：00．9� 57．0�
22 ピッツバーグ 
5鹿 54 池添 謙一�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 B508＋ 42：01．0� 10．5
11 メイショウオオゼキ 
8鹿 53 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B496＋ 22：01．74 38．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，920，000円 複勝： 66，500，100円 枠連： 15，441，700円
馬連： 77，207，100円 馬単： 47，501，600円 ワイド： 45，712，800円
3連複： 102，125，200円 3連単： 204，063，500円 計： 592，472，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 510円 � 160円 枠 連（3－5） 2，870円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 230円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 14，070円

票 数

単勝票数 計 339200 的中 � 142991（1番人気）
複勝票数 計 665001 的中 � 377026（1番人気）� 12945（9番人気）� 66110（3番人気）
枠連票数 計 154417 的中 （3－5） 4162（8番人気）
馬連票数 計 772071 的中 �� 21376（10番人気）
馬単票数 計 475016 的中 �� 10931（12番人気）
ワイド票数 計 457128 的中 �� 10484（14番人気）�� 61831（2番人気）�� 6129（21番人気）
3連複票数 計1021252 的中 ��� 21503（11番人気）
3連単票数 計2040635 的中 ��� 10513（40番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．6―12．1―12．5―12．4―12．0―11．5―11．4―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―36．6―48．7―1：01．2―1：13．6―1：25．6―1：37．1―1：48．5

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノアレス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2016．12．24 阪神3着

2014．5．31生 牡4鹿 母 ハギノアーク 母母 ハギノスプレンダー 11戦3勝 賞金 36，015，000円

13058 5月5日 晴 良 （30京都3）第5日 第10競走 ��
��1，800�パールステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，55�

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

33 サンティール 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472－ 41：46．6 2．9�
55 テーオービクトリー 牝4鹿 55 M．デムーロ小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 470＋101：46．7� 2．4�
66 アンドリエッテ 牝6鹿 55 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 472＋ 21：47．01	 9．3�
11 ブラックスビーチ 牝4鹿 55 岩田 康誠山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 460＋ 81：47．1	 7．7�
88 カリビアンゴールド 牝4黒鹿55 藤岡 康太ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 4 〃 クビ 6．3�
22 ウインファビラス 牝5芦 55 池添 謙一�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 460－ 21：47．2	 30．7	
44 コパノマリーン 牝5鹿 55 和田 竜二小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 81：47．41� 36．6

77 ダンツペンダント 牝5黒鹿55 岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 516＋ 41：48．14 26．8�
89 アロンザモナ 牝4鹿 55 幸 英明ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 478＋ 81：48．63 69．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，805，600円 複勝： 53，381，900円 枠連： 16，091，100円
馬連： 107，621，700円 馬単： 56，239，100円 ワイド： 55，764，300円
3連複： 126，360，800円 3連単： 272，403，800円 計： 736，668，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（3－5） 300円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 160円 �� 390円 �� 320円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，480円

票 数

単勝票数 計 488056 的中 � 130804（2番人気）
複勝票数 計 533819 的中 � 131391（2番人気）� 166546（1番人気）� 56926（4番人気）
枠連票数 計 160911 的中 （3－5） 40437（1番人気）
馬連票数 計1076217 的中 �� 263835（1番人気）
馬単票数 計 562391 的中 �� 61803（2番人気）
ワイド票数 計 557643 的中 �� 113008（1番人気）�� 30254（7番人気）�� 39751（4番人気）
3連複票数 計1263608 的中 ��� 129394（3番人気）
3連単票数 計2724038 的中 ��� 79337（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―34．7―46．5―58．6―1：10．7―1：23．1―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンティール 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．17 中山3着

2014．3．29生 牝4鹿 母 サンヴィクトワール 母母 ヴィクトリーバンク 11戦4勝 賞金 60，111，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13059 5月5日 晴 良 （30京都3）第5日 第11競走 ��
��2，200�第66回京 都 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走15時35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

京都新聞杯（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，232，000円 352，000円 176，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

713 ステイフーリッシュ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 454＋162：11．0 12．8�
48 アドマイヤアルバ 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464－ 42：11．31� 26．3�
815 シャルドネゴールド 牡3栗 56 H．ボウマン 青芝商事� 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム 440－ 4 〃 ハナ 10．2�
（豪）

12 グローリーヴェイズ 牡3黒鹿56 浜中 俊 �シルクレーシング 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 448＋ 42：11．4� 6．5�
36 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 B494＋ 6 〃 クビ 30．4	
612 ユーキャンスマイル 牡3鹿 56 荻野 琢真金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 ハナ 34．8

611 アルムフォルツァ 牡3黒鹿56 池添 謙一﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 22：11．5	 14．2�
817 インターセクション 牡3栗 56 荻野 極ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 82：11．81� 290．1�
47 ケイティクレバー 牡3鹿 56 四位 洋文瀧本 和義氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 440－ 42：11．9	 11．3
11 フ ラ ン ツ 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 428－ 62：12．0� 3．3�
510 レイエスプランドル 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492－ 42：12．21
 12．7�
24 リシュブール 牡3鹿 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 ハナ 23．2�
714 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± 0 〃 クビ 72．6�
23 レノヴァール 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506－ 42：12．41	 15．8�
816� ダブルシャープ 牡3鹿 56 和田 竜二天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 466± 02：12．5	 65．0�
59 ロードアクシス 牡3黒鹿56 酒井 学 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 454＋ 42：12．6クビ 121．3�
35 � タニノフランケル 牡3青鹿56 幸 英明谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 524－ 2 〃 クビ 7．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 170，557，500円 複勝： 253，855，700円 枠連： 127，097，600円
馬連： 582，282，400円 馬単： 198，266，600円 ワイド： 312，418，200円
3連複： 924，187，300円 3連単： 1，119，093，600円 計： 3，687，758，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 390円 � 670円 � 370円 枠 連（4－7） 3，910円

馬 連 �� 15，710円 馬 単 �� 26，970円

ワ イ ド �� 4，410円 �� 2，050円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 42，640円 3 連 単 ��� 269，100円

票 数

単勝票数 計1705575 的中 � 106050（7番人気）
複勝票数 計2538557 的中 � 173483（6番人気）� 92977（12番人気）� 191097（4番人気）
枠連票数 計1270976 的中 （4－7） 25133（18番人気）
馬連票数 計5822824 的中 �� 30570（58番人気）
馬単票数 計1982666 的中 �� 5513（105番人気）
ワイド票数 計3124182 的中 �� 18139（61番人気）�� 39766（24番人気）�� 21206（54番人気）
3連複票数 計9241873 的中 ��� 16254（161番人気）
3連単票数 計11190936 的中 ��� 3015（942番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．7―11．7―12．1―13．2―12．6―12．1―11．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．0―34．7―46．4―58．5―1：11．7―1：24．3―1：36．4―1：47．7―1：59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．6
1
3

6－13－（5，7）14（10，9）17（4，12）－（2，8）（3，15）（16，11）－1
6，13（5，7）（9，14）10，17，4（2，12，8）（3，15）（16，11）1

2
4

6－13－（5，7）14（10，9）（4，12，17）－（2，8）－（3，15）（16，11）－1・（6，13）－（5，7）（10，9，14，8）（4，2，17）（15，12）（3，11）（16，1）
勝馬の
紹 介

ステイフーリッシュ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．10 中京1着

2015．2．22生 牡3鹿 母 カウアイレーン 母母 シルバーレーン 4戦2勝 賞金 80，404，000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。

13060 5月5日 晴 良 （30京都3）第5日 第12競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

816 レッドウィズダム 牡5鹿 57 H．ボウマン �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 500＋ 81：53．0 5．9�
（豪）

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＋ 4 〃 ハナ 8．2�
36 アガスティア 牡7黒鹿57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 526± 01：53．1� 24．5�
12 	 タガノジーニアス 牡5鹿 57 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B508＋ 41：53．2
 5．1�
611 マンハッタンロック 牡4鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 61：53．52 6．5	
23 ダ ン カ ン 牡6鹿 57 幸 英明杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 464＋ 41：53．6クビ 143．7

24 テイエムジョウネツ 牝6黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 456＋ 6 〃 クビ 126．5�
713 ヒ ダ ロ マ ン 牝5黒鹿55 酒井 学日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 498＋ 21：53．7クビ 164．0�
510 サンライズレーヴ 牡7栗 57

54 ▲三津谷隼人松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 484＋ 41：54．01
 166．9

11 タ イ ユ ー ル 牡6芦 57 M．デムーロ前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B502± 01：54．31
 2．6�
35 ロバストミノル 牡5栗 57

54 ▲西村 淳也吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 492± 0 〃 クビ 57．8�
815 トゥールエッフェル 牝5芦 55 荻野 琢真 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 540＋ 21：54．72� 44．2�
612 イイコトバカリ 牝4鹿 55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 472－ 21：55．01
 84．8�
714 スランジバール 牡9鹿 57 北村 友一�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 478＋ 61：55．32 300．5�
59 ジ ェ ニ シ ス 牡4鹿 57 岩田 康誠 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B500± 01：55．72� 11．5�
48 メンターモード 牡4鹿 57 松山 弘平青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B502－ 21：55．8クビ 41．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，553，400円 複勝： 68，718，000円 枠連： 38，635，900円
馬連： 137，105，900円 馬単： 59，118，600円 ワイド： 78，117，400円
3連複： 182，780，200円 3連単： 264，420，300円 計： 881，449，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 240円 � 220円 � 560円 枠 連（4－8） 1，710円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，020円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 12，520円 3 連 単 ��� 56，930円

票 数

単勝票数 計 525534 的中 � 70556（3番人気）
複勝票数 計 687180 的中 � 80050（4番人気）� 89568（3番人気）� 27234（7番人気）
枠連票数 計 386359 的中 （4－8） 17412（6番人気）
馬連票数 計1371059 的中 �� 48691（10番人気）
馬単票数 計 591186 的中 �� 10588（16番人気）
ワイド票数 計 781174 的中 �� 28012（9番人気）�� 9749（20番人気）�� 9104（21番人気）
3連複票数 計1827802 的中 ��� 10948（35番人気）
3連単票数 計2644203 的中 ��� 3367（172番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―36．9―50．2―1：03．2―1：15．9―1：28．3―1：40．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

レッドウィズダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2015．9．20 阪神5着

2013．3．16生 牡5鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ 21戦4勝 賞金 50，452，000円
〔制裁〕 テイエムジョウネツ号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※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。



（30京都3）第5日 5月5日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

276，640，000円
7，750，000円
19，240，000円
2，420，000円
33，140，000円
69，548，000円
4，761，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
533，528，600円
785，456，000円
307，924，100円
1，389，448，000円
599，865，500円
804，986，700円
1，979，208，100円
2，735，766，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，136，183，000円

総入場人員 29，978名 （有料入場人員 29，023名）
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