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13085 5月18日 晴 良 （26京都3）第8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

56 レッドメイヴ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456＋ 81：54．4 1．7�
55 ナムラキッス 牝3黒鹿54 古川 吉洋奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 464± 01：55．03� 3．9�
67 アイディアバイオ 牝3鹿 54 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 458－ 61：55．21� 16．7�
811 ウインクルミラクル 牝3鹿 54 池添 謙一塚本 能交氏 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 474＋141：55．94 10．3�
79 スズカシャーマン 牝3芦 54 花田 大昂永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 450＋ 4 〃 アタマ 33．6�
11 ル ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 396± 01：56．22 66．6	
812 クレスコポッケ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 408－141：56．3� 269．9

44 ネ ビ ュ ラ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 61：56．4� 56．5�
33 トーホウメビウス 牝3鹿 54 北村 友一東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 468＋ 61：56．93 12．6�
22 タガノラプランセス 牝3鹿 54 幸 英明八木 良司氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 2 〃 クビ 10．6
710 ファーマティアラ 牝3鹿 54 太宰 啓介中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 436± 01：58．7大差 316．4�
68 アスカリジイ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真梶原 重雄氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 444＋121：59．01� 253．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，022，500円 複勝： 28，801，500円 枠連： 6，978，200円
馬連： 30，699，500円 馬単： 23，960，900円 ワイド： 15，303，500円
3連複： 47，059，600円 3連単： 94，060，700円 計： 263，886，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 240円 枠 連（5－5） 310円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 190円 �� 430円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 2，610円

票 数

単勝票数 計 170225 的中 � 80709（1番人気）
複勝票数 計 288015 的中 � 115420（1番人気）� 58290（2番人気）� 17568（6番人気）
枠連票数 計 69782 的中 （5－5） 16938（1番人気）
馬連票数 計 306995 的中 �� 62099（1番人気）
馬単票数 計 239609 的中 �� 31776（1番人気）
ワイド票数 計 153035 的中 �� 24625（1番人気）�� 7967（8番人気）�� 6187（9番人気）
3連複票数 計 470596 的中 ��� 34098（4番人気）
3連単票数 計 940607 的中 ��� 26671（4番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドメイヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2013．8．4 新潟3着

2011．4．10生 牝3鹿 母 シ ン デ ィ 母母 Dance Design 6戦1勝 賞金 14，100，000円
※トーホウメビウス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13086 5月18日 晴 良 （26京都3）第8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

48 エミネントレコード 牡3鹿 56 幸 英明�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 494＋121：25．1 4．6�
59 リ ノ リ オ 牡3黒鹿56 小牧 太�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 486± 01：25．63 1．4�
24 イージスコンゴウ 牡3栗 56 北村 友一眞﨑 修氏 作田 誠二 浦河 中神牧場 512＋ 21：26．02� 37．2�
23 ダンツトーラス 牡3栗 56 藤岡 佑介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 504＋ 41：26．1� 22．0�
611 オンワードアーサー 牡3芦 56 藤田 伸二樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 480＋ 41：26．2� 40．2�
11 キングズガード 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼	日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 438 ― 〃 ハナ 107．2

714 カフジホーク 牡3栗 56 国分 優作加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム 420＋ 41：26．3� 26．9�
36 オーミシャンクス 牡3黒鹿56 �島 良太岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 496± 01：26．61� 129．3�
47 ヌーヴェルミシオン 牡3鹿 56 太宰 啓介水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 454± 01：27．02� 71．2
12 トライアンフシチー 牡3鹿 56 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 416－101：27．53 259．3�
35 ピンクプリンセス 牝3芦 54 大下 智木村 久子氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 B514＋ 61：28．03 42．9�
713 ナムラアンバー 牡3黒鹿56 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 530＋ 2 〃 クビ 29．6�
815 ゴーナミノリ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真稻井田安史氏 森 秀行 日高 メイプルファーム 434± 01：28．74 15．5�
816 シゲルネムロ 牡3青鹿56 松山 弘平森中 蕃氏 高橋 康之 新冠 奥山 博 442－ 21：31．2大差 52．4�
612 メイショウキセキ 牡3鹿 56 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 458± 01：31．3� 291．7�
510 バ イ カ ル コ 牡3鹿 56 畑端 省吾本間 茂氏 �島 一歩 新冠 小泉牧場 464 ―1：31．83 354．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，058，500円 複勝： 80，746，700円 枠連： 10，318，000円
馬連： 36，665，500円 馬単： 31，929，700円 ワイド： 20，798，200円
3連複： 54，846，900円 3連単： 109，134，800円 計： 365，498，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 100円 � 510円 枠 連（4－5） 230円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 140円 �� 1，120円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 8，320円

票 数

単勝票数 計 210585 的中 � 36789（2番人気）
複勝票数 計 807467 的中 � 74007（2番人気）� 600354（1番人気）� 10177（8番人気）
枠連票数 計 103180 的中 （4－5） 33165（1番人気）
馬連票数 計 366655 的中 �� 116203（1番人気）
馬単票数 計 319297 的中 �� 30546（2番人気）
ワイド票数 計 207982 的中 �� 55933（1番人気）�� 3394（14番人気）�� 5362（10番人気）
3連複票数 計 548469 的中 ��� 24680（5番人気）
3連単票数 計1091348 的中 ��� 9690（17番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―12．1―12．5―12．4―12．4―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エミネントレコード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．9．17 阪神7着

2011．3．3生 牡3鹿 母 エミネントピークス 母母 グレイエミネンス 6戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルネムロ号・メイショウキセキ号・バイカルコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年6月18日まで平地競走に出走できない。

第３回 京都競馬 第８日



13087 5月18日 晴 良 （26京都3）第8日 第3競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

59 エイシンイースト 牡3黒鹿56 国分 優作�栄進堂 沖 芳夫 浦河 三嶋牧場 480± 01：55．6 4．8�
35 ス プ ル ス �3栗 56 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 452± 01：55．81� 2．7�
815 ワイレアタヤス 牡3鹿 56 幸 英明横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 512± 01：56．11� 6．8�
34 ウォータージェイク 牡3栗 56 藤岡 佑介山岡 良一氏 中内田充正 浦河 伏木田牧場 540－101：56．2� 16．6�
23 パープルセブン 牡3鹿 56 �島 良太中野 銀十氏 境 直行 日高 ヤナガワ牧場 450－ 21：56．41� 273．6�
58 シャッツクヴェレ 牡3青鹿56 藤岡 康太青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム 476＋ 21：56．5� 11．1	
712 ナムラウエモン 牡3黒鹿56 国分 恭介奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 496 ―1：56．6クビ 13．5

11 ジョウイチロウ 牡3鹿 56 松山 弘平泉 一郎氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 524＋ 61：57．02� 8．7�
47 カツラッシュ 牡3黒鹿56 北村 友一北側 雅勝氏 �島 一歩 新ひだか グランド牧場 496－ 61：57．31� 10．1�
46 サンレイレッカー 牡3栗 56 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 464－ 41：58．04 111．9
814 マジェスティシップ 牡3黒鹿56 小牧 太 �キャロットファーム 森田 直行 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B458－ 21：58．21 135．6�
713 トウショウワイルド 牡3鹿 56 古川 吉洋トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 426－ 81：58．52 32．6�
611 スペシャリテ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼新木 鈴子氏 高橋 亮 日高 ナカノファーム 418± 01：58．6� 405．0�
22 サンマルネオ 牡3鹿 56 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 460－102：00．3大差 98．7�
610 クリノシチフクジン 牡3黒鹿56 太宰 啓介栗本 博晴氏 橋口弘次郎 日高 下河辺牧場 498＋ 2 （競走中止） 31．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，966，100円 複勝： 35，142，900円 枠連： 11，942，000円
馬連： 38，633，200円 馬単： 24，750，800円 ワイド： 20，587，300円
3連複： 53，571，600円 3連単： 82，462，200円 計： 288，056，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 130円 � 190円 枠 連（3－5） 440円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 300円 �� 560円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 209661 的中 � 35125（2番人気）
複勝票数 計 351429 的中 � 63948（2番人気）� 89253（1番人気）� 38848（4番人気）
枠連票数 計 119420 的中 （3－5） 20412（1番人気）
馬連票数 計 386332 的中 �� 41643（1番人気）
馬単票数 計 247508 的中 �� 12924（2番人気）
ワイド票数 計 205873 的中 �� 18299（1番人気）�� 8485（5番人気）�� 14618（2番人気）
3連複票数 計 535716 的中 ��� 30756（1番人気）
3連単票数 計 824622 的中 ��� 9425（3番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―13．6―12．7―12．7―12．5―12．8―13．1―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―38．0―50．7―1：03．4―1：15．9―1：28．7―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンイースト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Mi Cielo デビュー 2014．1．6 京都6着

2011．5．2生 牡3黒鹿 母 バーモントガール 母母 Raging Apalachee 2戦1勝 賞金 5，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 クリノシチフクジン号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。

13088 5月18日 晴 良 （26京都3）第8日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時25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
2：10．0
2：10．0

良
良

712 エリタージュゲラン 牡3鹿 56 秋山真一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 442－ 62：14．4 9．4�

814 マイネルプレッジ 牡3鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 432＋ 62：14．61� 1．4�

22 ウィステリアメジロ 牝3黒鹿54 松山 弘平大迫 基弘氏 佐々木晶三 洞�湖 レイクヴィラファーム 486－ 4 〃 ハナ 8．1�
33 トウケイアロー 牡3鹿 56 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 増本牧場 B470－ 2 〃 アタマ 38．5�
69 マルカブレイク 牡3栗 56 森 一馬河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム 462－122：14．81 37．3�
57 スヴァラッシー 牝3青鹿54 藤岡 佑介吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 444± 02：15．01� 12．9	
610 シゲルヒダカ 牡3黒鹿56 藤田 伸二森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 504＋ 22：15．1	 19．0

46 マルクナッテ 牝3栗 54 小牧 太小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 400＋10 〃 クビ 38．7�
813 テイエムスラッガー 牡3栗 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 448± 02：15．31� 202．5�
45 キ ン メ ダ ル 牝3鹿 54 太宰 啓介 �ミキハウスHKサービス 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 470± 0 〃 クビ 195．9
34 アドミッション 
3鹿 56 �島 良太有限会社シルク飯田 雄三 日高 滝本 健二 548＋ 42：15．4クビ 22．8�
11 テイエムスピリタス 牝3栗 54

51 ▲義 英真竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 436－ 22：15．93 234．3�
58 マ ホ ン 牝3栗 54 幸 英明重松 國建氏 加藤 敬二 日高 春木 昭雄 482± 0 〃 クビ 132．7�
711 カ ミ ワ ザ 牡3鹿 56 古川 吉洋安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 528 ―2：19．1大差 65．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，885，900円 複勝： 72，548，500円 枠連： 9，875，000円
馬連： 36，960，400円 馬単： 30，344，600円 ワイド： 18，915，000円
3連複： 50，774，000円 3連単： 108，697，700円 計： 351，001，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 200円 � 110円 � 170円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 270円 �� 600円 �� 230円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 7，830円

票 数

単勝票数 計 228859 的中 � 19271（3番人気）
複勝票数 計 725485 的中 � 36506（3番人気）� 516788（1番人気）� 48854（2番人気）
枠連票数 計 98750 的中 （7－8） 15238（2番人気）
馬連票数 計 369604 的中 �� 46710（2番人気）
馬単票数 計 303446 的中 �� 11437（8番人気）
ワイド票数 計 189150 的中 �� 18401（2番人気）�� 6698（7番人気）�� 22819（1番人気）
3連複票数 計 507740 的中 ��� 43233（1番人気）
3連単票数 計1086977 的中 ��� 10247（17番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．0―12．6―12．2―12．2―12．4―12．2―11．8―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．1―37．1―49．7―1：01．9―1：14．1―1：26．5―1：38．7―1：50．5―2：02．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリタージュゲラン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2013．9．15 阪神7着

2011．3．29生 牡3鹿 母 オドゥールゲラン 母母 ヒダカゲラン 4戦1勝 賞金 5，000，000円



13089 5月18日 晴 良 （26京都3）第8日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：09．1
1：08．7

重
重

56 � エイシンゴージャス 牝3鹿 54 松山 弘平�栄進堂 大久保龍志 米 Robert A. Adams
& Sheilah Adams 522＋ 41：12．5 1．4�

57 サンレイクウッド 牡3鹿 56 太宰 啓介加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 506± 01：12．92� 28．6�
813 キョウワランサー 牡3栗 56 池添 謙一�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 454－ 4 〃 クビ 37．2�
44 トウケイタイガー 牡3黒鹿56 藤田 伸二木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 下村 繁正 456＋ 2 〃 アタマ 6．9�
812 シゲルミマサカ 牝3青鹿54 秋山真一郎森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 426± 01：13．0	 71．3	
68 
 レディカリビアン 牝3芦 54 国分 優作山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 B436± 01：13．21 34．0

69 ケンブリッジギルド 牡3栗 56 藤岡 康太中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 474＋ 41：13．51	 11．8�
710� メンカウラー 牡3黒鹿56 和田 竜二前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B482－ 8 〃 クビ 6．7�
45 
 ス タ ー キ ー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真北前孔一郎氏 柴田 光陽 新ひだか マークリ牧場 476－101：14．03 162．2
11 テイエムロカビリー 牡3芦 56

53 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 468－ 21：14．21 159．3�
22 タイセイパラゴン 牡3鹿 56 幸 英明田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 石川 栄一 494＋ 81：14．62� 110．7�
711 マダムリシェス 牝3栗 54 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 432－ 61：15．23� 39．6�

（12頭）
33 ヒ ナ ア ラ レ 牝3栗 54 小牧 太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 474＋12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，307，200円 複勝： 83，893，700円 枠連： 9，257，300円
馬連： 39，546，600円 馬単： 31，204，600円 ワイド： 20，640，600円
3連複： 47，169，200円 3連単： 104，763，400円 計： 363，782，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 470円 � 520円 枠 連（5－5） 1，130円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 520円 �� 750円 �� 4，840円

3 連 複 ��� 8，500円 3 連 単 ��� 25，260円

票 数

単勝票数 差引計 273072（返還計 11028） 的中 � 158221（1番人気）
複勝票数 差引計 838937（返還計 23653） 的中 � 569667（1番人気）� 18531（6番人気）� 16171（7番人気）
枠連票数 差引計 92573（返還計 14441） 的中 （5－5） 6074（4番人気）
馬連票数 差引計 395466（返還計 59230） 的中 �� 24395（4番人気）
馬単票数 差引計 312046（返還計 48665） 的中 �� 16081（5番人気）
ワイド票数 差引計 206406（返還計 34424） 的中 �� 10513（4番人気）�� 6868（9番人気）�� 971（34番人気）
3連複票数 差引計 471692（返還計155888） 的中 ��� 4097（24番人気）
3連単票数 差引計1047634（返還計347217） 的中 ��� 3061（75番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．2―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―36．3―48．5―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンゴージャス �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2014．3．8 阪神1着

2011．1．28生 牝3鹿 母 Hot Storm 母母 Forgotten Secret 3戦2勝 賞金 15，000，000円
〔競走除外〕 ヒナアラレ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※メンカウラー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13090 5月18日 晴 良 （26京都3）第8日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：43．9
1：43．9

良
良

55 エイシンヒカリ 牡3芦 56 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 488－ 41：45．5 1．2�
77 コウエイワンマン 牡3黒鹿56 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 528－ 21：46．03 6．9�
66 トウキョウタフガイ 牡3鹿 56 松山 弘平市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 462± 01：46．1� 7．8�
11 ナインテイルズ 牡3栗 56 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 472± 01：46．31� 24．2�
88 ファイアーシチー 牡3青鹿56 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 460＋ 41：46．61� 29．0�
33 	 シゲルタンバ 牝3芦 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 武田 博 新冠 隆栄牧場 432± 01：47．45 127．9	
44 	 キ ン コ バ ン 牡3栗 56 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 464± 01：47．5� 55．3

22 ヤマニンピエジェ 牡3鹿 56 大下 智土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 出羽牧場 526± 01：48．77 85．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，909，200円 複勝： 86，222，900円 枠連： 発売なし
馬連： 37，364，300円 馬単： 40，898，900円 ワイド： 20，948，200円
3連複： 49，415，100円 3連単： 200，365，700円 計： 471，124，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 130円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 140円 �� 130円 �� 190円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 640円

票 数

単勝票数 計 359092 的中 � 249063（1番人気）
複勝票数 計 862229 的中 � 643514（1番人気）� 65081（3番人気）� 78730（2番人気）
馬連票数 計 373643 的中 �� 97269（2番人気）
馬単票数 計 408989 的中 �� 88627（2番人気）
ワイド票数 計 209482 的中 �� 43073（2番人気）�� 45993（1番人気）�� 21370（3番人気）
3連複票数 計 494151 的中 ��� 165504（1番人気）
3連単票数 計2003657 的中 ��� 233424（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―34．5―46．9―59．2―1：11．0―1：22．7―1：34．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンヒカリ �

父 ディープインパクト �


母父 Storm Cat デビュー 2014．4．26 京都1着

2011．5．3生 牡3芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 2戦2勝 賞金 12，200，000円
〔制裁〕 ヤマニンピエジェ号の騎手大下智は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※ヤマニンピエジェ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



13091 5月18日 晴 良 （26京都3）第8日 第7競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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

811 メイショウビリーヴ �5黒鹿57 松山 弘平松本 和子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 446＋102：01．4 7．7�
812 コウユーアンドレ 牡4鹿 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 458＋ 2 〃 クビ 8．3�
710� ウインマルゲリータ 牝4黒鹿55 幸 英明�ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 416－ 62：01．61 5．2�
68 ハワイアンソルト 牡5芦 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋102：01．81	 4．5�
55 オーバーヘッド 牡6栗 57 太宰 啓介水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 494－ 62：01．9クビ 21．8�
56 イ ー グ ル 牡7栗 57 �島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム B494＋ 62：02．11	 82．6	
44 メイショウエジソン 牡4栗 57 秋山真一郎松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 474± 0 〃 クビ 13．2

67 スズカアドニス 牡4栗 57

54 ▲義 英真永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 482＋ 22：02．3
 4．1�
33 シェイクザバーレイ 牡4鹿 57 小牧 太 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 4 〃 アタマ 6．5
79 � スリーダッシュ 牡4黒鹿 57

54 ▲岩崎 翼永井商事� 加藤 敬二 浦河 村中牧場 458＋ 22：02．4� 34．6�
22 ジェットブリット 牡5黒鹿57 和田 竜二�G1レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 572＋122：02．61	 30．1�
11 サ チ ヒ メ 牝4青鹿55 水口 優也林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 444＋ 72：06．0大差 204．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，402，700円 複勝： 29，680，600円 枠連： 12，903，400円
馬連： 47，244，000円 馬単： 26，524，600円 ワイド： 21，975，900円
3連複： 67，291，500円 3連単： 110，807，700円 計： 331，830，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 270円 � 240円 � 200円 枠 連（8－8） 1，950円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 690円 �� 920円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 38，950円

票 数

単勝票数 計 154027 的中 � 15828（5番人気）
複勝票数 計 296806 的中 � 28166（6番人気）� 33132（5番人気）� 42235（3番人気）
枠連票数 計 129034 的中 （8－8） 4889（9番人気）
馬連票数 計 472440 的中 �� 15283（10番人気）
馬単票数 計 265246 的中 �� 4464（18番人気）
ワイド票数 計 219759 的中 �� 8137（9番人気）�� 5872（14番人気）�� 5087（16番人気）
3連複票数 計 672915 的中 ��� 8942（20番人気）
3連単票数 計1108077 的中 ��� 2100（146番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．2―13．4―13．3―12．8―12．5―12．3―13．0―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．2―30．4―43．8―57．1―1：09．9―1：22．4―1：34．7―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
7－（1，9）12－8，11，3，6，4，10，5－2
7（11，6）－（8，9，12）－（4，3）1，10，5，2

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

勝馬の
紹 介

メイショウビリーヴ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．8．14 札幌12着

2009．2．8生 �5黒鹿 母 レディテルライド 母母 Highland Crystal 18戦2勝 賞金 18，120，000円
〔制裁〕 ハワイアンソルト号の騎手藤岡康太は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について過怠金

50，000円。

13092 5月18日 晴 良 （26京都3）第8日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時45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
1：19．3
1：19．0

良
良

510 サチノリーダース 牡4青鹿57 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 458－ 61：20．9 4．8�
611� コズミックショア 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 468± 01：21．11	 5．1�
48 
 レーヴドプランス 牡4鹿 57 秋山真一郎岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 488＋101：21．2	 4．8�
12 スズカファイター 牡4鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B466－ 21：21．3� 12．9�
59 サンセットスカイ 牡4栗 57 小牧 太前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 61：21．4クビ 5．8�
35 
 ミキノティータイム 牝4栗 55 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 466± 0 〃 ハナ 19．4�
23 メイショウムロト 牡5鹿 57 藤田 伸二松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 476＋ 2 〃 クビ 74．7	
817 フィボナッチ 牡4鹿 57 藤岡 佑介水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 478＋101：21．61� 35．5

47 タイセイゼニス 牝4黒鹿55 古川 吉洋田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B472＋201：21．7� 184．8�
36 アウトシャイン 牝4黒鹿55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 2 〃 クビ 9．4
24 エイユーモモチャン 牝4黒鹿55 北村 友一笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 496± 01：21．8クビ 71．1�
713 デンコウスカイ 牝4鹿 55 島 良太田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 478＋ 21：21．9� 137．1�
714 タガノレオーネ 牝4鹿 55 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 41：22．0クビ 11．9�
816 ディザイラブル 牝5黒鹿55 国分 恭介�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 434＋ 61：22．1� 47．5�
818 アクアブルーバレー 牝4栗 55 大下 智佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466＋ 21：22．31	 257．5�
612
 ノ イ 牝4鹿 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：22．4	 30．8�
11 サマニトップレディ 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 444＋ 41：22．5� 86．7�
715
 マヴェリックブルー 牡4栗 57

54 ▲義 英真 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 浦河 馬道 繁樹 424－301：24．110 60．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，677，800円 複勝： 42，497，500円 枠連： 20，616，200円
馬連： 61，081，800円 馬単： 32，925，800円 ワイド： 27，655，500円
3連複： 86，814，800円 3連単： 123，406，300円 計： 417，675，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 200円 � 160円 枠 連（5－6） 840円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 650円 �� 600円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 19，310円

票 数

単勝票数 計 226778 的中 � 37632（2番人気）
複勝票数 計 424975 的中 � 51228（4番人気）� 54012（3番人気）� 83316（1番人気）
枠連票数 計 206162 的中 （5－6） 18211（2番人気）
馬連票数 計 610818 的中 �� 27984（5番人気）
馬単票数 計 329258 的中 �� 6941（11番人気）
ワイド票数 計 276555 的中 �� 10197（4番人気）�� 11204（3番人気）�� 16774（1番人気）
3連複票数 計 868148 的中 ��� 23989（3番人気）
3連単票数 計1234063 的中 ��� 4717（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．3―45．5―57．2―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サチノリーダース �
�
父 ザ ー ル �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．11．10 京都6着

2010．4．29生 牡4青鹿 母 バクシンオージョ 母母 ファゼンデイロ 14戦2勝 賞金 21，050，000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 プリンシペアスール号
（非抽選馬） 1頭 アンシャックルド号



13093 5月18日 晴 良 （26京都3）第8日 第9競走 ��
��1，800�パールステークス

発走14時15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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

810 トーセンソレイユ 牝4鹿 55 小牧 太島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：44．9 5．9�
79 ディアデラマドレ 牝4鹿 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 アタマ 3．1�
66 リメインサイレント 牝4鹿 55 幸 英明 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 486－ 21：45．21� 8．6�
78 ブリッジクライム 牝5鹿 55 秋山真一郎吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 アタマ 13．6�
55 カ ノ ン 牝4鹿 55 義 英真 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 468－ 21：45．3� 19．1

33 トーセンアルニカ 牝4鹿 55 池添 謙一島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 446＋ 21：45．4クビ 3．9�
11 ウイングドウィール 牝5黒鹿55 北村 友一 	グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 486＋ 81：45．5� 40．2�
44 フロアクラフト 牝4黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 502± 01：45．71	 7．1
811 アイムヒアー 牝6鹿 55 国分 恭介 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 472－ 41：45．91	 87．5�
22 セレブリティモデル 牝4黒鹿55 藤岡 佑介 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 492＋101：46．43 75．6�
67 フィロパトール 牝5鹿 55 藤田 伸二高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 468± 0 〃 アタマ 13．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，808，000円 複勝： 64，871，900円 枠連： 17，996，000円
馬連： 98，136，800円 馬単： 50，935，400円 ワイド： 35，349，900円
3連複： 116，603，700円 3連単： 215，866，100円 計： 636，567，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 170円 � 220円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 440円 �� 660円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 15，570円

票 数

単勝票数 計 368080 的中 � 49360（3番人気）
複勝票数 計 648719 的中 � 91740（3番人気）� 116021（2番人気）� 74053（5番人気）
枠連票数 計 179960 的中 （7－8） 19243（2番人気）
馬連票数 計 981368 的中 �� 75266（2番人気）
馬単票数 計 509354 的中 �� 14446（10番人気）
ワイド票数 計 353499 的中 �� 20702（3番人気）�� 12968（10番人気）�� 15318（7番人気）
3連複票数 計1166037 的中 ��� 29263（9番人気）
3連単票数 計2158661 的中 ��� 10233（45番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―12．1―12．1―12．1―11．9―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―34．2―46．3―58．4―1：10．5―1：22．4―1：33．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンソレイユ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Alzao デビュー 2013．1．13 京都1着

2010．1．20生 牝4鹿 母 ウインドインハーヘア 母母 Burghclere 10戦3勝 賞金 49，769，000円

13094 5月18日 晴 良 （26京都3）第8日 第10競走 ��
��1，200�

あおい

葵 ス テ ー ク ス
発走14時50分 （芝・右）
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1，150万円毎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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

33 リアルヴィーナス 牝3鹿 54 藤岡 康太山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 448＋ 41：07．5 17．8�
68 シ ゲ ル カ ガ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 486－ 61：07．71� 9．9�
67 エルカミーノレアル 牡3鹿 57 藤岡 佑介広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 474＋ 21：08．01	 25．3�
22 ラインスピリット 牡3黒鹿56 古川 吉洋大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 422± 01：08．21� 3．1�
11 エイシンオルドス 牝3栗 54 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 486－ 2 〃 クビ 11．5�
56 テイエムチュラッコ 牝3栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 432＋ 61：08．3クビ 86．6	
811 ダ ウ ト レ ス 牡3鹿 56 国分 優作�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－ 8 〃 ハナ 71．8

55 ネ ロ 牡3栗 57 藤田 伸二西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 456－141：08．51 5．3�
710 モズハツコイ 牝3芦 54 松山 弘平北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 450± 01：08．71 5．6�
79 ニホンピロアンバー 牝3青鹿55 北村 友一小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 432－ 61：08．8
 13．8
44 アスコルティ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：09．22
 7．6�
812 ノボリレジェンド 牝3鹿 54 小牧 太原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 430＋ 81：09．62
 17．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，069，700円 複勝： 70，242，800円 枠連： 21，461，400円
馬連： 121，297，300円 馬単： 64，259，800円 ワイド： 44，384，200円
3連複： 152，186，700円 3連単： 249，500，300円 計： 764，402，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 650円 � 300円 � 770円 枠 連（3－6） 4，950円

馬 連 �� 9，200円 馬 単 �� 19，100円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 2，980円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 66，780円 3 連 単 ��� 440，510円

票 数

単勝票数 計 410697 的中 � 18250（9番人気）
複勝票数 計 702428 的中 � 27305（9番人気）� 70981（5番人気）� 22314（10番人気）
枠連票数 計 214614 的中 （3－6） 3206（21番人気）
馬連票数 計1212973 的中 �� 9736（35番人気）
馬単票数 計 642598 的中 �� 2484（71番人気）
ワイド票数 計 443842 的中 �� 4605（34番人気）�� 3664（38番人気）�� 3272（41番人気）
3連複票数 計1521867 的中 ��� 1682（141番人気）
3連単票数 計2495003 的中 ��� 418（830番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．9―11．1―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．4―44．5―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアルヴィーナス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2013．9．7 阪神1着

2011．3．19生 牝3鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 7戦3勝 賞金 41，353，000円

１レース目



13095 5月18日 晴 良 （26京都3）第8日 第11競走 ��
��1，400�

りっとう

栗東ステークス
発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，25．5．11以降26．5．11まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

栗東市長賞（1着）
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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

47 キョウワダッフィー 牡6鹿 57 竹之下智昭�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 472± 01：23．1 3．5�
36 ウォータールルド 牡6黒鹿57 北村 友一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 484＋ 41：23．2� 17．9�
713 エーシンビートロン 牡8黒鹿55 藤岡 康太�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 490± 01：23．41� 18．8�
35 グレイスフルリープ 牡4栗 56 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544＋ 2 〃 ハナ 6．1�
23 フィールドシャイン 牡7栗 53 国分 恭介地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 486± 01：23．5� 124．5	
611 ナリタスーパーワン 牡5鹿 56 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 61：23．6クビ 5．7

12 エ ア ウ ル フ 牡7栗 56 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B486－ 6 〃 ハナ 8．7�
59 トウショウカズン 牡7鹿 56 小牧 太トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 528＋ 21：23．7� 38．7�
48 	 ダノンレジェンド 牡4黒鹿54 和田 竜二�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck

Stables, LLC 452＋ 21：23．8クビ 7．7
24 メイショウノーベル 牡5栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 500－ 21：24．01
 21．5�
612 エンジョイタイム 牡6鹿 53 国分 優作前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 478－ 21：24．1� 48．5�
815 インペリアルマーチ 牡7黒鹿55 幸 英明 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 558－ 4 〃 ハナ 23．1�
714 ドレッドノート �6栗 54 水口 優也�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 470＋ 41：24．2� 20．7�
11 ハーロンベイ 牝4黒鹿52 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 81：24．3� 14．6�
510 アイファーソング 牡6青鹿54 松山 弘平中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 500＋ 81：24．61� 93．3�
816 メイショウツチヤマ 牡7鹿 53 小林 徹弥松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 480－101：24．7� 168．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，909，100円 複勝： 101，988，000円 枠連： 50，861，600円
馬連： 230，090，100円 馬単： 104，254，100円 ワイド： 76，179，500円
3連複： 303，936，100円 3連単： 508，167，300円 計： 1，428，385，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 490円 � 390円 枠 連（3－4） 640円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 810円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 9，160円 3 連 単 ��� 35，650円

票 数

単勝票数 計 529091 的中 � 122460（1番人気）
複勝票数 計1019880 的中 � 264574（1番人気）� 43442（8番人気）� 57437（6番人気）
枠連票数 計 508616 的中 （3－4） 58770（2番人気）
馬連票数 計2300901 的中 �� 67867（8番人気）
馬単票数 計1042541 的中 �� 18570（11番人気）
ワイド票数 計 761795 的中 �� 18333（9番人気）�� 23912（6番人気）�� 6168（41番人気）
3連複票数 計3039361 的中 ��� 24502（31番人気）
3連単票数 計5081673 的中 ��� 10521（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．0―34．7―46．4―58．4―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワダッフィー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2010．11．28 京都2着

2008．4．10生 牡6鹿 母 アサカプティット 母母 プティットイル 18戦7勝 賞金 126，504，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カネトシイナーシャ号・ネオザウイナー号
（非抽選馬）12頭 ウインプリメーラ号・クリーンエコロジー号・サクラシャイニー号・シゲルソウサイ号・シセイオウジ号・

セイカプリコーン号・トウショウクラウン号・トウショウブリッツ号・ブラボースキー号・ムーンリットレイク号・
モンテエン号・レーザーバレット号

13096 5月18日 晴 良 （26京都3）第8日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

611 ニ ザ エ モ ン 牡6黒鹿 57
54 ▲岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 464＋ 21：08．1 8．9�

12 シンジュボシ 牝4栗 55 太宰 啓介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 490－ 41：08．52� 3．1�

24 スターマイン 牡5青 57 小牧 太�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 476＋ 2 〃 クビ 14．4�
47 ビットスターダム 牡6芦 57 幸 英明馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 466± 01：08．71 35．8�
510 メイショウヒデタダ 牡5黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 468－10 〃 クビ 20．6�
612 エランドール 牝6鹿 55

52 ▲義 英真	辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 446－ 2 〃 ハナ 33．4

48 カシノエルフ 牡5栗 57 国分 恭介柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 490± 01：08．8� 55．7�
59 ケイアイユニコーン 牡5栗 57 藤岡 康太亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 478－ 2 〃 ハナ 3．9�
35 マイティースコール 牡6栗 57 	島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 4 〃 クビ 98．5
714 モオプナツヨシ 牡4黒鹿57 松山 弘平横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 476－101：08．9クビ 21．1�
36 ジンセイハオマツリ 牡4黒鹿57 和田 竜二小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 486± 0 〃 クビ 6．3�
815 カシノランナウェイ 
4栗 57 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 482－ 81：09．11� 58．9�
816 キネオリュウセイ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 468＋101：09．2クビ 22．4�
11 � アグネスピンキー 牝6鹿 55 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 436－ 4 〃 クビ 58．5�
713 ブルーピアス 牝5栗 55 秋山真一郎田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 454－121：09．51 15．2�
23 キークッキー 牝4鹿 55 小林 徹弥北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 468－ 81：09．6� 74．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，223，500円 複勝： 58，535，400円 枠連： 34，342，200円
馬連： 124，745，200円 馬単： 64，204，600円 ワイド： 51，060，600円
3連複： 168，554，400円 3連単： 290，453，500円 計： 832，119，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 350円 � 150円 � 430円 枠 連（1－6） 1，410円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，930円 �� 940円

3 連 複 ��� 10，210円 3 連 単 ��� 60，940円

票 数

単勝票数 計 402235 的中 � 35945（4番人気）
複勝票数 計 585354 的中 � 38367（4番人気）� 138020（1番人気）� 29623（6番人気）
枠連票数 計 343422 的中 （1－6） 17984（6番人気）
馬連票数 計1247452 的中 �� 48370（4番人気）
馬単票数 計 642046 的中 �� 9561（14番人気）
ワイド票数 計 510606 的中 �� 17691（4番人気）�� 4106（33番人気）�� 13532（5番人気）
3連複票数 計1685544 的中 ��� 12186（28番人気）
3連単票数 計2904535 的中 ��� 3518（155番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．1―11．2―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．3―45．5―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニ ザ エ モ ン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ス タ ー マ ン デビュー 2011．5．22 新潟3着

2008．4．11生 牡6黒鹿 母 ナ ゾ 母母 シベルレディー 14戦3勝 賞金 26，120，000円

４レース目



（26京都3）第8日 5月18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 162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 手 当

221，850，000円
5，360，000円
1，350，000円
20，370，000円
63，495，000円
4，212，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
354，240，200円
755，172，400円
206，551，300円
902，464，700円
526，193，800円
373，798，400円
1，198，223，600円
2，197，685，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，514，330，100円

総入場人員 23，265名 （有料入場人員 20，931名）
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