
13133 5月26日 晴 良 （1京都3） 第12日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

59 ワンダーエカルテ 牝3芦 54 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 508＋121：26．2 116．4�
714 ナムラシェパード 牡3鹿 56 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 470－ 21：26．3� 2．2�
815 グランドビクトリー 牡3栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 486－ 6 〃 クビ 4．2�
611 マサノバルサー 牝3黒鹿54 川島 信二猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 464＋ 81：26．51 18．0�
36 エスシーバスター 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治工藤 圭司氏 牧田 和弥 日高 クリアファーム 480＋101：26．71� 5．5�
11 ストームガスト 牡3黒鹿56 松岡 正海�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 470 ―1：26．8� 29．7	
12 ダイシンリカール 牡3鹿 56 柴山 雄一大八木信行氏 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 B494＋ 21：26．9� 35．2

713 マイネルメーア 牡3栗 56 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 洞�湖 レイクヴィラファーム 498－ 4 〃 クビ 39．3�
48 ワンダーヘイルネス �3鹿 56

55 ☆富田 暁山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 466＋ 41：27．11 43．5�
35 アールグランツ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介前原 敏行氏 藤岡 健一 登別 ユートピア牧場 464－ 4 〃 ハナ 7．6
23 トウケイピン �3青 56 黒岩 悠木村 信彦氏 湯窪 幸雄 新冠 川上牧場 486＋12 〃 ハナ 390．8�
612 ダミアンバローズ 牡3黒鹿56 菱田 裕二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 492－ 61：27．2� 81．7�
24 タイヨウノコマチ 牝3鹿 54 太宰 啓介吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 442＋ 81：27．3� 81．0�
47 メイショウシンシン 牡3青鹿56 幸 英明松本 好雄氏 松下 武士 浦河 本巣 敦 440－ 21：27．51 105．9�
816 ハートビートダンス 牝3黒鹿 54

52 △西村 淳也 �グリーンファーム音無 秀孝 平取 坂東牧場 450－ 41：28．45 27．6�
510 チョウビックリ 牡3鹿 56 岩崎 翼丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 江谷牧場 422＋ 21：29．14 286．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，026，200円 複勝： 59，338，300円 枠連： 17，936，300円
馬連： 74，464，300円 馬単： 33，722，100円 ワイド： 48，673，500円
3連複： 106，804，100円 3連単： 129，814，300円 計： 505，779，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，640円 複 勝 � 1，610円 � 120円 � 130円 枠 連（5－7） 12，210円

馬 連 �� 26，330円 馬 単 �� 71，240円

ワ イ ド �� 5，870円 �� 7，380円 �� 200円

3 連 複 ��� 18，250円 3 連 単 ��� 287，810円

票 数

単勝票数 計 350262 的中 � 2406（14番人気）
複勝票数 計 593383 的中 � 4693（14番人気）� 178891（1番人気）� 140205（2番人気）
枠連票数 計 179363 的中 （5－7） 1138（22番人気）
馬連票数 計 744643 的中 �� 2332（41番人気）
馬単票数 計 337221 的中 �� 355（102番人気）
ワイド票数 計 486735 的中 �� 1798（45番人気）�� 1427（54番人気）�� 80069（1番人気）
3連複票数 計1068041 的中 ��� 4388（47番人気）
3連単票数 計1298143 的中 ��� 327（529番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―12．3―12．5―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．2―47．5―1：00．0―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーエカルテ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2018．11．4 京都10着

2016．4．6生 牝3芦 母 ワンダープリンセス 母母 ワンダールージュ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 トウケイピン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7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） 1頭 カーディストリー号
（非抽選馬） 1頭 ゴールデンラン号

13134 5月26日 晴 良 （1京都3） 第12日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

714 コパノケネディー 牡3青鹿56 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B526－ 61：47．7 106．5�
35 アメリカンウェイク 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492－181：48．23 15．0�
713 カフジローズ 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 500－ 21：48．41� 20．0�
12 プレイリードリーム 牡3鹿 56 国分 恭介田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 462± 0 〃 クビ 9．6�
11 タマモケトル 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 444＋101：48．5� 31．9	
23 レッドジェニファー 牝3栗 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 420－ 2 〃 アタマ 12．2

24 ダンディズム 牡3黒鹿56 小崎 綾也 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 474＋ 41：48．6� 1．7�
47 ジュベルハフィート 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 アタマ 6．0�
815 シックザール 牡3栗 56 柴山 雄一前田 幸治氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 488＋ 81：49．02� 21．7
816 ディープエターナル 牡3鹿 56

54 △西村 淳也深見 敏男氏 本田 優 日高 浦新 徳司 484＋ 61：49．32 304．8�
48 ヴィルデフラウ 牝3黒鹿54 藤井勘一郎�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 476 ―1：49．4� 22．3�
59 トモノヘイヘイ 牝3黒鹿54 中井 裕二共田 義夫氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 438－ 41：49．5� 191．1�
817 モ イ 牝3黒鹿54 四位 洋文 Him Rock Racing

ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 388± 01：49．71 37．2�
612 ナムラテンゲル 牝3栗 54 松若 風馬奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 474－ 41：50．23 165．4�
36 テイエムメデタシ 牝3青鹿 54

53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 日高テイエム
牧場株式会社 430－ 2 〃 ハナ 242．5�

510 ウインフォワード 牡3黒鹿56 柴田 未崎�ウイン 梅田 智之 新ひだか 広田牧場 428 ― 〃 ハナ 253．7�
611 モダスオペランディ 牡3鹿 56 幸 英明ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 538 ―1：51．47 27．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 39，169，100円 複勝： 68，005，300円 枠連： 16，962，000円
馬連： 72，036，800円 馬単： 38，878，900円 ワイド： 53，218，100円
3連複： 96，571，100円 3連単： 130，720，900円 計： 515，562，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，650円 複 勝 � 2，880円 � 570円 � 620円 枠 連（3－7） 8，390円

馬 連 �� 77，670円 馬 単 �� 205，340円

ワ イ ド �� 11，730円 �� 14，360円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 232，880円 3 連 単 ��� 2，561，420円

票 数

単勝票数 計 391691 的中 � 2942（12番人気）
複勝票数 計 680053 的中 � 5805（12番人気）� 32650（5番人気）� 30080（6番人気）
枠連票数 計 169620 的中 （3－7） 1566（21番人気）
馬連票数 計 720368 的中 �� 765（70番人気）
馬単票数 計 388789 的中 �� 142（157番人気）
ワイド票数 計 532181 的中 �� 1164（65番人気）�� 950（69番人気）�� 4808（29番人気）
3連複票数 計 965711 的中 ��� 311（252番人気）
3連単票数 計1307209 的中 ��� 37（1818番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―11．4―12．2―12．3―12．0―12．2―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．8―34．2―46．4―58．7―1：10．7―1：22．9―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．0
3 14－15，13（1，5）（9，12，16）17，8（4，3）2（6，11）10，7 4 14＝15（13，5）1，16（9，12，17）（4，8）3，2（6，7）10－11

勝馬の
紹 介

コパノケネディー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．8 中京10着

2016．4．6生 牡3青鹿 母 グッデーコパ 母母 ウェディングオーク 6戦1勝 賞金 5，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 テイエムメデタシ号・ディープエターナル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月26日

まで平地競走に出走できない。

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26日 晴 良 （1京都3） 第12日 第3競走 ��
��2，400�3歳未勝利

発走10時55分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

34 ゴットフルール 牝3鹿 54 四位 洋文後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 478－ 62：27．0 4．4�
711 ブラックハーデス 牡3青 56 藤岡 佑介 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 438＋ 82：27．31� 8．1�

58 メロディーレーン 牝3鹿 54
51 ▲斎藤 新岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 336－ 22：27．62 63．3�

610 アテンポラル 牡3栗 56 和田 竜二�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510＋ 42：27．7クビ 1．9�

69 レッドレイル 牡3黒鹿56 北村 友一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454－ 42：27．91� 5．7�
814 リリーエンデヴァー 牡3鹿 56 城戸 義政 	サンデーレーシング 荒川 義之 安平 追分ファーム 456－ 2 〃 クビ 48．2

57 メ ル テ ー ル 牝3芦 54 高倉 稜中辻 明氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 482－ 22：28．0	 28．9�
22 ネルソンタッチ 牡3芦 56

54 △西村 淳也谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 480－142：28．32 22．2�
33 エイシンボールディ 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 436± 02：28．51	 47．0
712 グレイトアプローズ 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成ゴドルフィン 西浦 勝一 愛 Godolphin 462－ 62：28．6� 82．2�
46 ツールドフォース 牡3黒鹿56 幸 英明長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 512－ 42：29．34 26．1�
813 スズカシビル 牝3鹿 54 藤井勘一郎永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 460± 02：29．72	 119．9�
45 セイウンカイドウ 牡3青鹿56 中井 裕二西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 490－122：30．01� 174．0�
11 テイエムムーンダン 牡3黒鹿56 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム B478＋182：32．5大差 131．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，754，700円 複勝： 88，102，300円 枠連： 17，318，300円
馬連： 70，511，200円 馬単： 42，438，200円 ワイド： 54，350，000円
3連複： 96，746，100円 3連単： 169，096，200円 計： 585，317，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 240円 � 330円 � 1，590円 枠 連（3－7） 1，360円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 600円 �� 2，930円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 19，440円 3 連 単 ��� 70，700円

票 数

単勝票数 計 467547 的中 � 83236（2番人気）
複勝票数 計 881023 的中 � 112839（2番人気）� 71972（4番人気）� 12067（10番人気）
枠連票数 計 173183 的中 （3－7） 9844（5番人気）
馬連票数 計 705112 的中 �� 35132（5番人気）
馬単票数 計 424382 的中 �� 12898（6番人気）
ワイド票数 計 543500 的中 �� 25157（5番人気）�� 4620（26番人気）�� 3363（34番人気）
3連複票数 計 967461 的中 ��� 3732（50番人気）
3連単票数 計1690962 的中 ��� 1734（190番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―10．9―12．8―13．2―13．7―13．7―12．5―11．7―11．7―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．4―34．3―47．1―1：00．3―1：14．0―1：27．7―1：40．2―1：51．9―2：03．6―2：15．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴットフルール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．28 阪神3着

2016．4．26生 牝3鹿 母 ダノンフローラ 母母 フ ァ ン ジ カ 4戦1勝 賞金 9，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムムーンダン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月26日まで平

地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 グレイトアプローズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月26日まで平地競走に出走

できない。
※メロディーレーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13136 5月26日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1京都3） 第12日 第4競走 ��2，910�障害4歳以上未勝利

発走11時25分 （芝・ダート）

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

22 サウスオブボーダー 牡6鹿 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 456－ 63：17．6 4．5�
33 ヒロシゲセブン 牡4鹿 59 高田 潤�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 514＋ 43：17．81 2．0�
811 ワイドリーザワン 牡7黒鹿60 大江原 圭坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－103：17．9� 106．8�
68 � カポラヴォーロ 牡4栗 59 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 490－ 23：18．22 15．5�

79 マインシャッツ 牡6栗 60 難波 剛健吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 486－ 63：19．05 10．4	
44 メイショウグンパイ 牡6黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 490－ 43：20．06 12．8

56 � ワンダープレジール 牡7黒鹿60 植野 貴也山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか フクダファーム 476＋103：20．74 6．0�
812 テイエムリボー 牡4青鹿59 黒岩 悠竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 488－123：20．8	 98．3�
55 ダイチョウセブン 牡4青鹿59 小坂 忠士長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 478＋103：21．65 102．3
67 � トッコディルーチェ 
6鹿 60 西谷 誠加藤 誠氏 中竹 和也 米

Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

506＋103：22．23� 60．6�
11 レッドクライム 
5栗 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 田中 博康 新冠 新冠橋本牧場 456－143：22．3� 58．4�
710 タニノミステリー 牡4黒鹿59 熊沢 重文谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 448＋ 6 （競走中止） 14．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，336，100円 複勝： 31，699，900円 枠連： 12，905，500円
馬連： 48，371，100円 馬単： 28，562，200円 ワイド： 33，278，300円
3連複： 72，325，600円 3連単： 120，496，200円 計： 374，974，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 120円 � 1，620円 枠 連（2－3） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 210円 �� 6，470円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 14，990円 3 連 単 ��� 54，700円

票 数

単勝票数 計 273361 的中 � 47817（2番人気）
複勝票数 計 316999 的中 � 49906（3番人気）� 100862（1番人気）� 2826（11番人気）
枠連票数 計 129055 的中 （2－3） 26066（1番人気）
馬連票数 計 483711 的中 �� 97086（1番人気）
馬単票数 計 285622 的中 �� 20280（3番人気）
ワイド票数 計 332783 的中 �� 50953（1番人気）�� 1125（38番人気）�� 1898（27番人気）
3連複票数 計 723256 的中 ��� 3617（39番人気）
3連単票数 計1204962 的中 ��� 1597（149番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．2－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウスオブボーダー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．29 京都5着

2013．3．27生 牡6鹿 母 パールシャドウ 母母 ピュアティー 障害：6戦1勝 賞金 14，880，000円
〔競走中止〕 タニノミステリー号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



13137 5月26日 晴 良 （1京都3） 第12日 第5競走 ��
��1，400�3歳500万円以下

発走12時25分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

816 チュウワフライヤー 牝3栗 54 和田 竜二中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502－ 41：24．5 4．1�
612 カルロスミノル 牡3栗 56 松岡 正海吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B468± 01：25．24 18．4�
611 アイメイドイット 牝3栗 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 414＋10 〃 クビ 18．3�
35 � ドウドウキリシマ 牡3栗 56 小崎 綾也西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B464－321：25．41 119．1�
12 ゴッドバンブルビー 牝3栗 54 川島 信二中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 460－ 61：25．5� 15．8�
47 タイガーアチーヴ 牡3鹿 56 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 	川 啓一 446－101：25．6クビ 57．0	
815 マノアフォールズ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B458－ 41：26．02
 26．0

714 コパノマーティン 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 488－ 2 〃 アタマ 10．2�
510 ア カ ネ サ ス 牝3鹿 54 津村 明秀林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 484－ 61：26．1クビ 2．4�
36 ハクユウフライヤー 牡3芦 56 藤井勘一郎 �H.Iコーポレーション 村山 明 新冠 オリエント牧場 B438± 0 〃 クビ 201．7
24 コウエイバンビーノ 牡3黒鹿56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 野坂牧場 494－ 41：26．41
 113．3�
48 タ ゴ ム 牡3黒鹿56 藤懸 貴志杉澤 光雄氏 武 英智 新冠 小泉牧場 482＋ 21：26．5
 92．6�
11 サンマルベスト 牡3栗 56 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 470± 0 〃 ハナ 32．0�
23 アオイツヤヒメ 牝3鹿 54 藤岡 佑介鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 村上 欽哉 460＋ 41：26．81� 4．9�
713 タマモクレマチス 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 440－ 8 〃 ハナ 301．6�
59 ボランテレオ 牡3鹿 56 岩崎 翼近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 504＋ 41：28．410 252．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，521，400円 複勝： 60，587，800円 枠連： 21，939，900円
馬連： 89，753，700円 馬単： 44，535，200円 ワイド： 69，054，800円
3連複： 131，857，300円 3連単： 163，137，000円 計： 637，387，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 350円 � 380円 枠 連（6－8） 1，280円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 860円 �� 980円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 10，570円 3 連 単 ��� 48，990円

票 数

単勝票数 計 565214 的中 � 109388（2番人気）
複勝票数 計 605878 的中 � 118738（2番人気）� 39246（6番人気）� 36195（7番人気）
枠連票数 計 219399 的中 （6－8） 13242（5番人気）
馬連票数 計 897537 的中 �� 24176（10番人気）
馬単票数 計 445352 的中 �� 6659（15番人気）
ワイド票数 計 690548 的中 �� 21035（6番人気）�� 18289（10番人気）�� 6129（28番人気）
3連複票数 計1318573 的中 ��� 9354（33番人気）
3連単票数 計1631370 的中 ��� 2414（141番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．0―12．1―12．2―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．6―47．7―59．9―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チュウワフライヤー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．6．16 阪神1着

2016．4．20生 牝3栗 母 ヴィヴィッドカラー 母母 アドマイヤライト 8戦2勝 賞金 31，044，000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） 9頭 エイシンポジション号・ケプラー号・タイキデセーオ号・ダイメイコスモス号・トップウイナー号・

ナムラオッケー号・ノンライセンス号・ハッピーゴラッキー号・ヨハン号

13138 5月26日 晴 良 （1京都3） 第12日 第6競走 ��
��1，200�3歳500万円以下

発走12時55分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

815 シャンデリアムーン 牝3鹿 54 丸山 元気鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 466＋ 21：08．4 8．4�
35 � トップソリスト 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 454＋ 41：08．61� 19．1�
12 ナ リ ス 牝3鹿 54 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 468± 0 〃 クビ 2．5�
59 ブルベアオーロ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 450－ 21：08．91	 7．5�
23 
 ハーキーステップ 牡3青鹿56 永島 太郎宮田美恵子氏 高本 友芳 浦河 金成吉田牧場 470－ 71：09．0	 124．4�

（兵庫） （兵庫）

36 ウインスピリタス 牡3鹿 56 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新ひだか 神垣 道弘 472－ 41：09．21� 5．8	
11 ホッコーシェルビー 牡3黒鹿 56

53 ▲団野 大成北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 490－ 41：09．3� 42．6

510 ウォーターエデン 牝3鹿 54 吉田 隼人山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 474＋ 21：09．51� 8．8�
816 ア レ ス 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 464＋ 61：09．71 30．7�
713 タガノジェロディ 牡3栗 56

53 ▲岩田 望来八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 460－ 81：09．8� 38．6
24 テンモントム 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B438－ 8 〃 クビ 163．4�
47 グレースアンバー 牝3栗 54 北村 友一吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 424± 01：10．01� 31．9�
612� ショウナンアリアナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 408－ 61：10．1� 18．8�
48 � マイネルエイブ 牡3鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 米 Robert B.
Trussell Jr. 494± 01：10．2	 129．4�

611 ミッドナイトラヴ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �社台レースホース松永 幹夫 安平 追分ファーム 458＋ 4 〃 クビ 34．7�
714 ア ス カ リ 牡3栗 56

54 △西村 淳也吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 498－ 21：10．94 20．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，973，000円 複勝： 62，710，000円 枠連： 23，997，000円
馬連： 95，057，400円 馬単： 39，430，500円 ワイド： 67，069，000円
3連複： 129，059，600円 3連単： 144，493，200円 計： 606，789，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 240円 � 410円 � 130円 枠 連（3－8） 1，410円

馬 連 �� 11，080円 馬 単 �� 16，010円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 590円 �� 930円

3 連 複 ��� 6，910円 3 連 単 ��� 70，110円

票 数

単勝票数 計 449730 的中 � 42389（4番人気）
複勝票数 計 627100 的中 � 59473（4番人気）� 29450（7番人気）� 167142（1番人気）
枠連票数 計 239970 的中 （3－8） 13122（6番人気）
馬連票数 計 950574 的中 �� 7074（31番人気）
馬単票数 計 394305 的中 �� 1846（53番人気）
ワイド票数 計 670690 的中 �� 5739（32番人気）�� 30608（3番人気）�� 18605（8番人気）
3連複票数 計1290596 的中 ��� 13991（18番人気）
3連単票数 計1444932 的中 ��� 1494（212番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．2―11．1―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―34．6―45．7―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．8
3 5，15（1，16）6（2，4）（3，14）（7，8，12）（9，11，13）10 4 ・（5，15）（1，16）6（2，4）3，9（14，12）（7，8，13）（11，10）

勝馬の
紹 介

シャンデリアムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．11．10 東京7着

2016．4．3生 牝3鹿 母 ケイアイカミーリア 母母 ワンダーキャット 6戦2勝 賞金 12，920，000円
〔制裁〕 テンモントム号の騎手斎藤新は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14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。
（非当選馬） 2頭 グッドレイズ号・ジゴロ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



13139 5月26日 晴 良 （1京都3） 第12日 第7競走 ��
��1，800�4歳以上500万円以下

発走13時25分 （ダート・右）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

45 キンショーヘニー 牡4芦 57 幸 英明礒野日出夫氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 516＋ 61：53．6 3．6�
22 プエルタデルソル 牡5栗 57 国分 恭介前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 21：53．81� 2．8�
711 トモノコテツ 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 474＋ 4 〃 クビ 7．8�
11 サウンドテーブル 牡5黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 504－ 21：53．9クビ 11．3�
33 オンワードハンター 牡8鹿 57 和田 竜二樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 476－ 4 〃 クビ 15．2�
710 キングレイスター 牡5鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 B492－ 41：54．0クビ 28．8�
68 マースゴールド 牡4栗 57 藤井勘一郎キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 464± 01：54．42	 10．6	
69 メイショウカクウン 牡4青鹿57 松田 大作松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 456＋ 61：54．5
 53．0

813 ブルベアジュラフ 牡5鹿 57 丸山 元気 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 530－ 41：54．6	 23．4�
57 ブルベアジネンジョ 牡4栗 57 荻野 極 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B460－ 21：54．7クビ 33．4
812 リ ッ キ ー 牡4芦 57

56 ☆川又 賢治市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 新ひだか フジワラフアーム 520＋ 41：55．12	 15．0�

56 � ヘ キ ギ ョ ク 牡4鹿 57
56 ☆森 裕太朗ライオンレースホース� 石坂 公一 新ひだか 高橋 修 B534－ 61：55．2
 22．8�

44 ホ ノ ル ア 牡5黒鹿57 岩崎 翼守内ひろ子氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 484－ 21：55．51
 68．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，923，200円 複勝： 52，377，100円 枠連： 18，324，100円
馬連： 88，595，900円 馬単： 37，264，800円 ワイド： 59，035，500円
3連複： 116，978，700円 3連単： 147，032，600円 計： 559，531，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 130円 � 190円 枠 連（2－4） 580円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 250円 �� 570円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 5，610円

票 数

単勝票数 計 399232 的中 � 88484（2番人気）
複勝票数 計 523771 的中 � 104724（2番人気）� 125305（1番人気）� 56117（3番人気）
枠連票数 計 183241 的中 （2－4） 24342（1番人気）
馬連票数 計 885959 的中 �� 123004（1番人気）
馬単票数 計 372648 的中 �� 27080（1番人気）
ワイド票数 計 590355 的中 �� 68626（1番人気）�� 24283（6番人気）�� 32087（2番人気）
3連複票数 計1169787 的中 ��� 65660（1番人気）
3連単票数 計1470326 的中 ��� 18995（3番人気）

ハロンタイム 12．1―11．5―13．3―12．6―12．9―12．5―12．4―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．6―36．9―49．5―1：02．4―1：14．9―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

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4芦 母 ビーチフラッグ 母母 First Flag 8戦2勝 賞金 19，950，000円

13140 5月26日 晴 良 （1京都3） 第12日 第8競走 ��
��1，400�4歳以上1000万円以下

発走13時55分 （ダート・右）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

58 グローリーグローリ 牡4黒鹿57 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 496－ 21：24．2 4．7�
11 ロイヤルバローズ 牡4鹿 57 藤岡 康太猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 462－ 21：24．41 2．1�
59 スズカフェスタ 牡4栗 57 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 510＋ 21：25．03� 5．6�
35 タガノリアン 牝5鹿 55 吉田 隼人八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 4 〃 クビ 18．5�
34 スズカモナミ 牝5鹿 55 松若 風馬永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 430＋121：25．1� 77．5�
712 タガノアニード 牝5黒鹿55 	島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B488＋14 〃 アタマ 79．2�
23 メイショウラビエ 牝4鹿 55 小牧 太松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 482＋101：25．31
 25．0	
713 アグネスエーデル 牡7鹿 57 小崎 綾也渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 512－ 21：25．61� 61．0

610 バシレウスライオン �6鹿 57 和田 竜二ライオンレースホース� 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 16．6�
46 クリムズンフラッグ 牡4黒鹿57 宮崎 北斗加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 524－ 41：25．7クビ 27．8
22 フィルムフランセ 牝5鹿 55

52 ▲斎藤 新吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 490＋ 61：25．91� 52．1�
814 バ レ ー ロ �5黒鹿57 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480－161：26．11� 9．5�
815 クリノキング �5栗 57 荻野 極栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B476＋ 41：26．73� 36．1�
47 ウォーターピオニー 牝6鹿 55 岡田 祥嗣山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 458＋181：26．8クビ 189．9�
611 リリーウイナー 牡7鹿 57 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 520－ 81：27．01
 113．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，897，800円 複勝： 64，412，400円 枠連： 28，350，900円
馬連： 107，817，000円 馬単： 47，021，300円 ワイド： 69，241，200円
3連複： 139，707，400円 3連単： 194，228，200円 計： 700，676，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 120円 � 160円 枠 連（1－5） 280円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 250円 �� 380円 �� 300円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 5，460円

票 数

単勝票数 計 498978 的中 � 84166（2番人気）
複勝票数 計 644124 的中 � 119927（2番人気）� 154914（1番人気）� 89407（3番人気）
枠連票数 計 283509 的中 （1－5） 77012（1番人気）
馬連票数 計1078170 的中 �� 145047（1番人気）
馬単票数 計 470213 的中 �� 22577（3番人気）
ワイド票数 計 692412 的中 �� 75750（1番人気）�� 43853（3番人気）�� 58261（2番人気）
3連複票数 計1397074 的中 ��� 115111（1番人気）
3連単票数 計1942282 的中 ��� 25765（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―34．9―47．0―59．4―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローリーグローリ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．8．27 小倉9着

2015．2．26生 牡4黒鹿 母 チャームピクチャー 母母 サンドピクチャー 17戦3勝 賞金 49，288，000円
※出走取消馬 ラホーヤノキセキ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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） 4頭 エングローサー号・ケルティックソード号・ララパルーザ号・ルミナリースピン号
（非抽選馬） 2頭 サンビショップ号・マッカートニー号



13141 5月26日 晴 良 （1京都3） 第12日 第9競走 ��
��1，200�

お い け

御 池 特 別
発走14時30分 （芝・右）
4歳以上，1000万円以下，30．5．26以降1．5．19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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

713 ダイシンバルカン 牡7鹿 54 松若 風馬大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 508－ 21：08．0 28．0�

612 タイセイアベニール 牡4鹿 56 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 480－ 41：08．21� 2．7�
35 ア ル モ ニ カ 牝4黒鹿53 丸山 元気 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：08．3クビ 13．5�
47 ア ー ヒ ラ 牝4芦 53 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 440－ 21：08．51� 73．2�
23 メイショウシャチ 牡6鹿 54 吉田 隼人松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 486＋ 4 〃 クビ 10．1�
11 カワキタピリカ 牡6鹿 53 津村 明秀川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B512± 01：08．6クビ 84．7	
24 マ リ エ ラ 牡6鹿 54 菱田 裕二栗山 良子氏 	島 一歩 日高 新井 昭二 524－10 〃 クビ 15．8

59 メジェールスー 牝4鹿 52 岩田 望来太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 468＋ 61：08．7クビ 8．4�
36 ワールドフォーラブ 牝5黒鹿53 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 462＋ 41：08．8
 3．6�
12 リュニヴェール 牝4黒鹿52 川又 賢治杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B462± 0 〃 アタマ 17．2
714 キラービューティ 牝5栗 54 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464－ 41：09．01� 21．7�
48 スマートシャヒーン 牡5芦 55 中井 裕二大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 474－ 41：09．31� 29．3�
510 タガノカレン 牝4黒鹿52 森 裕太朗八木 良司氏 石坂 公一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440－ 21：09．51� 85．1�
611� スーパーモリオン 牡5青鹿56 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 510± 01：09．6
 77．8�
816 ペ ス カ ネ ラ 牝5黒鹿53 中谷 雄太山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 438－ 41：09．7
 50．7�
815 ギ ン ゴ ー 牡6鹿 53 松岡 正海�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B490＋ 21：11．5大差 76．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，647，800円 複勝： 66，868，300円 枠連： 29，127，000円
馬連： 145，616，400円 馬単： 64，729，600円 ワイド： 87，839，800円
3連複： 194，907，200円 3連単： 261，272，300円 計： 903，008，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 460円 � 140円 � 450円 枠 連（6－7） 1，210円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 10，790円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 5，940円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 19，880円 3 連 単 ��� 195，680円

票 数

単勝票数 計 526478 的中 � 15040（9番人気）
複勝票数 計 668683 的中 � 30484（8番人気）� 171851（1番人気）� 30983（6番人気）
枠連票数 計 291270 的中 （6－7） 18601（5番人気）
馬連票数 計1456164 的中 �� 32027（12番人気）
馬単票数 計 647296 的中 �� 4498（34番人気）
ワイド票数 計 878398 的中 �� 18785（11番人気）�� 3676（55番人気）�� 21334（7番人気）
3連複票数 計1949072 的中 ��� 7352（61番人気）
3連単票数 計2612723 的中 ��� 968（533番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―10．9―11．1―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．4―45．5―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．5―3F33．6
3 13（7，9，11）15（5，12）（3，16）（2，8）10（1，14）4，6 4 13－9，7，5（2，3，11，12）（1，8，10，15，16）4，14，6

勝馬の
紹 介

ダイシンバルカン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2014．10．26 福島6着

2012．2．20生 牡7鹿 母 ダイシンモード 母母 ダイシンシルビア 38戦3勝 賞金 62，206，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギンゴー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 コウエイダリア号・ディアボレット号・ニシノラディアント号・モンテヴェルデ号・モンファロン号・

ラニカイサンデー号

13142 5月26日 晴 良 （1京都3） 第12日 第10競走 ��
��1，400�

あづちじょう

安土城ステークス（Ｌ）
発走15時15分 （芝・右・外）
4歳以上，30．5．26以降1．5．19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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

57 ダイアトニック 牡4鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 476＋ 21：19．6 2．5�
56 リバティハイツ 牝4鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 クビ 16．3�
33 リライアブルエース 牡6黒鹿54 中谷 雄太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 61：19．91� 13．7�
813 ラヴィングアンサー 牡5鹿 54 津村 明秀江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 502± 01：20．11� 7．0�
69 カルヴァリオ �6鹿 54 吉田 隼人 �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 468＋ 61：20．2クビ 22．1	
711 ツーエムマイスター 牡7黒鹿52 荻野 極水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 460－ 81：20．62� 116．1

44 サフランハート 牡6鹿 54 松岡 正海海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 458＋ 21：21．02� 100．3�
68 カラクレナイ 牝5栗 54 和田 竜二吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 500－ 41：21．1� 13．3�
710 コウエイタケル 牡8鹿 54 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 502－ 2 〃 クビ 74．6
45 グランドボヌール 牡5鹿 54 城戸 義政田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 488＋ 41：21．52� 26．1�
812 アドマイヤリアル 牡6青鹿53 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 490－ 81：21．6クビ 58．9�
22 トウショウピスト 牡7鹿 54 国分 恭介トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480－ 21：22．02� 130．9�
11 トゥザクラウン 牡5鹿 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B524＋ 81：22．21 2．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 92，590，000円 複勝： 102，121，400円 枠連： 38，164，300円
馬連： 245，360，300円 馬単： 102，018，000円 ワイド： 122，374，800円
3連複： 304，545，800円 3連単： 502，727，200円 計： 1，509，901，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 310円 � 280円 枠 連（5－5） 1，800円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 630円 �� 550円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 17，700円

票 数

単勝票数 計 925900 的中 � 286717（1番人気）
複勝票数 計1021214 的中 � 280103（1番人気）� 66815（6番人気）� 78844（5番人気）
枠連票数 計 381643 的中 （5－5） 16423（8番人気）
馬連票数 計2453603 的中 �� 110520（5番人気）
馬単票数 計1020180 的中 �� 30712（9番人気）
ワイド票数 計1223748 的中 �� 51004（5番人気）�� 58746（4番人気）�� 17628（18番人気）
3連複票数 計3045458 的中 ��� 46520（14番人気）
3連単票数 計5027272 的中 ��� 20590（53番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．4―11．5―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．9―45．3―56．8―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．3
3 11（1，2）5（4，8，12）－（3，7）9，6，10，13 4 11（1，2）（4，8，5）（3，7，12）9（6，10）13
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4鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 10戦5勝 賞金 96，177，000円

２レース目 ４レース目



13143 5月26日 晴 良 （1京都3） 第12日 第11競走 ��
��1，800�

し ら ゆ り

白百合ステークス（Ｌ）
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，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000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
1：43．9
1：43．9

良
良

33 レッドアネモス 牝3鹿 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 470± 01：47．6 7．4�
77 モ ズ ベ ッ ロ 牡3鹿 56 松岡 正海 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 478－ 41：47．7	 20．6�
66 メイケイハリアー 牡3芦 56 幸 英明名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 468＋ 2 〃 クビ 25．9�
22 ヒルノダカール 牡3青鹿56 亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 510－ 21：47．91
 11．0�
78 サヴォワールエメ 牝3栗 54 藤岡 康太平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 444－10 〃 ハナ 5．0�
810 グラディーヴァ 牝3鹿 54 和田 竜二近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 アタマ 2．7	
55 アーデントリー 牡3鹿 56 丸山 元気巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 440± 01：48．0	 39．3

11 アイリスフィール 牝3鹿 54 津村 明秀�杵臼牧場 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 430－ 21：48．21
 4．9�
44 � ヒーリングマインド 牡3鹿 56 藤岡 佑介ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 478＋ 21：48．41	 6．8
89 カシノティーダ 牝3青鹿54 高倉 稜柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 492＋ 81：53．9大差 180．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 86，710，200円 複勝： 86，166，400円 枠連： 29，512，300円
馬連： 200，921，300円 馬単： 83，827，500円 ワイド： 94，460，200円
3連複： 224，254，500円 3連単： 396，200，800円 計： 1，202，053，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 500円 � 540円 枠 連（3－7） 1，440円

馬 連 �� 6，560円 馬 単 �� 10，800円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 2，060円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 32，280円 3 連 単 ��� 179，300円

票 数

単勝票数 計 867102 的中 � 93440（5番人気）
複勝票数 計 861664 的中 � 91215（5番人気）� 43020（7番人気）� 39284（8番人気）
枠連票数 計 295123 的中 （3－7） 15876（7番人気）
馬連票数 計2009213 的中 �� 25220（22番人気）
馬単票数 計 838275 的中 �� 5819（42番人気）
ワイド票数 計 944602 的中 �� 13917（23番人気）�� 11860（25番人気）�� 8186（31番人気）
3連複票数 計2242545 的中 ��� 5210（75番人気）
3連単票数 計3962008 的中 ��� 1602（413番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．1―13．0―12．5―12．0―11．6―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．3―49．3―1：01．8―1：13．8―1：25．4―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアネモス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．8．25 新潟1着

2016．5．6生 牝3鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 7戦3勝 賞金 43，476，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノティーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月26日まで平地競

走に出走できない。
※カシノティーダ号は，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26日 晴 良 （1京都3） 第12日 第12競走 ��
��1，800�

ひがしおおじ

東大路ステークス
発走16時40分 （ダート・右）
4歳以上，1600万円以下；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 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

612 レッドアトゥ 牝5栗 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 458＋ 21：51．3 4．8�
24 カ レ ン カ カ 牡5芦 57 津村 明秀鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 500－ 41：51．72� 6．5�
48 エルリストン 	6黒鹿57 丸山 元気�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 462－ 21：51．8� 2．3�
714 ストーミーバローズ 牡4栗 57 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 クビ 13．5�
815 フォーハンドレッド 牡5黒鹿57 藤井勘一郎窪田 康志氏 田中 博康 日高 下河辺牧場 480± 01：52．01� 30．9�
816 メイショウマトイ 牡5鹿 57 西村 淳也松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 486＋ 41：52．32 97．0	
59 ビッグアイランド 牡5鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 B530－ 61：52．4
 31．4

611 ビッグスモーキー 牡4鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 522－ 41：52．5� 32．4�
713 メイショウテムズ 牡5栗 57 幸 英明松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 490－ 41：52．6クビ 37．8
36 テイエムジョウネツ 牝7黒鹿55 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 470＋ 41：52．7
 142．2�
11 エンクエントロス 牡7鹿 57 松田 大作山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B504＋ 41：53．01� 50．1�
23 キーグラウンド 牡5鹿 57 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 490－ 6 〃 ハナ 92．6�
47 � コクスイセン 牡6黒鹿57 松岡 正海中辻 明氏 寺島 良 登別 ユートピア牧場 520＋161：53．63� 31．9�
510 メイショウワザシ 牡4栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 532－ 61：53．7
 6．5�
35 クラウンシャイン 牡7栗 57 菱田 裕二�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 478－ 61：54．23 234．0�
12 ミスズフリオーソ 牡4栗 57 川又 賢治永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 492± 01：54．62� 27．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 99，951，800円 複勝： 111，686，000円 枠連： 48，123，100円
馬連： 251，742，500円 馬単： 95，503，300円 ワイド： 139，639，900円
3連複： 347，110，300円 3連単： 495，491，100円 計： 1，589，248，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 170円 � 120円 枠 連（2－6） 1，430円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 440円 �� 270円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 8，400円

票 数

単勝票数 計 999518 的中 � 164554（2番人気）
複勝票数 計1116860 的中 � 179433（2番人気）� 145229（3番人気）� 292622（1番人気）
枠連票数 計 481231 的中 （2－6） 26075（6番人気）
馬連票数 計2517425 的中 �� 128975（4番人気）
馬単票数 計 955033 的中 �� 27340（8番人気）
ワイド票数 計1396399 的中 �� 76366（4番人気）�� 141542（1番人気）�� 99614（3番人気）
3連複票数 計3471103 的中 ��� 219358（1番人気）
3連単票数 計4954911 的中 ��� 42762（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．4―49．1―1：01．6―1：13．6―1：25．9―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドアトゥ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．10．22 京都4着

2014．4．5生 牝5栗 母 ブ レ ン ダ 母母 Fairy Ballade 17戦5勝 賞金 75，027，000円
〔発走状況〕 クラウンシャイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



（1京都3）第12日 5月26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 174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

255，040，000円
20，460，000円
1，760，000円
28，120，000円
71，941，000円
5，222，400円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
671，501，300円
854，075，200円
302，660，700円
1，490，247，900円
657，931，600円
898，235，100円
1，960，867，700円
2，854，710，000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 9，690，229，500円

総入場人員 28，744名 （有料入場人員 27，500名）



令和1年度 第3回京都競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 1，972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

3，132，320，000円
53，980，000円
248，370，000円
22，520，000円
358，430，000円
6，000，000円
811，716，500円
54，207，400円
18，931，200円

勝馬投票券売得金
7，687，119，200円
11，183，846，600円
3，568，479，100円
17，386，215，000円
8，257，007，700円
10，582，234，000円
25，056，473，600円
39，364，226，000円
1，127，135，000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
5 重 勝
計 124，212，736，200円

総入場延人員 320，332名 （有料入場延人員 301，374名）
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