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13073 5月12日 晴 良 （30京都3）第7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

33 カンパニュラ 牝3鹿 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 中村 雅明 470＋ 41：55．2 1．9�
44 タイセイプリマ 牝3黒鹿54 松若 風馬田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 千代田牧場 450＋ 41：56．05 11．3�
710 ヴォーティブ 牝3栗 54 幸 英明佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 508± 01：56．1� 7．6�
812 デュアルウィールド 牝3栗 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 484＋101：56．2� 24．4�
79 シャンテューズ 牝3芦 54 秋山真一郎吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 438± 01：56．51� 9．3�
67 ニホンピロカラス 牝3栗 54 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 424± 01：56．71� 150．4	
22 マ ツ リ カ 牝3黒鹿54 古川 吉洋�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 61：57．12� 52．9

811 グッジョブハニー 牝3鹿 54 岩崎 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 496－ 41：57．2� 56．5�
11 タ ー コ イ ズ 牝3栗 54 酒井 学ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 21：57．62� 3．4�
56 エメラルキセキ 牝3青鹿54 国分 恭介高橋 勉氏 服部 利之 むかわ 上水牧場 416± 01：57．81� 232．3
68 ウォーターキラキラ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 442＋ 61：57．9� 63．4�
55 マイアモーレ 牝3青鹿 54

51 ▲西村 淳也平川 浩之氏 坂口 正則 新ひだか 高橋フアーム 432－ 62：00．0大差 212．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 14，027，300円 複勝： 25，459，100円 枠連： 8，217，100円
馬連： 28，590，800円 馬単： 17，717，700円 ワイド： 18，419，400円
3連複： 43，668，600円 3連単： 73，207，700円 計： 229，307，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 160円 枠 連（3－4） 1，110円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 370円 �� 280円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 5，510円

票 数

単勝票数 計 140273 的中 � 58817（1番人気）
複勝票数 計 254591 的中 � 124256（1番人気）� 20555（4番人気）� 26897（3番人気）
枠連票数 計 82171 的中 （3－4） 5694（4番人気）
馬連票数 計 285908 的中 �� 23020（4番人気）
馬単票数 計 177177 的中 �� 10230（4番人気）
ワイド票数 計 184194 的中 �� 12997（3番人気）�� 18218（2番人気）�� 5459（10番人気）
3連複票数 計 436686 的中 ��� 19623（6番人気）
3連単票数 計 732077 的中 ��� 9626（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．7―51．2―1：04．7―1：17．7―1：30．1―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カンパニュラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Galileo デビュー 2018．1．14 京都8着

2015．3．16生 牝3鹿 母 ヒシヴァリアント 母母 ア ニ マ Ⅱ 4戦1勝 賞金 7，600，000円

13074 5月12日 晴 良 （30京都3）第7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

611 エイシンネメシス 牝3青鹿54 岩田 康誠�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 478＋ 21：26．2 2．4�
713 チャーチタウン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 500－ 21：26．41� 32．2�
814 ダイメイギンガ 牝3栗 54 M．デムーロ宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 460＋121：26．5� 2．5�
712 メイショウヤシチ 牡3黒鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 新冠 柏木 一則 472± 01：26．92� 57．3�
46 リンクスナナ 牝3栗 54 小牧 太目谷 一幸氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 444＋ 41：27．11� 10．7�
610 ダ ー リ ン グ 牝3青鹿54 岩崎 翼小林竜太郎氏 佐々木晶三 新冠 スカイビーチステーブル 482＋ 81：27．95 45．0	
11 アンシャンテシチー 牡3栗 56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 日高 田端牧場 500＋ 61：28．11� 64．3

35 ライブリテックス 牡3青鹿56 幸 英明加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 492＋ 4 〃 ハナ 44．6�
47 レ イ デ マ ー 牡3黒鹿56 和田 竜二戸佐 眞弓氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 472－ 41：28．31 6．9�
815 メイショウヤダマ 牡3芦 56 藤岡 康太松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 464－ 2 〃 クビ 135．7
34 クリノヘプバーン 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 北俣 牧夫 484－ 21：28．61� 376．3�
59 メイショウコウソク 牡3栗 56 高倉 稜松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 高岸 順一 462－ 21：28．7クビ 321．3�
23 シゲルゴボウ 牡3黒鹿56 酒井 学森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 大滝 康晴 446＋14 〃 アタマ 263．3�
22 ジ ャ ミ ン 牝3青鹿54 古川 吉洋山住 勲氏 千田 輝彦 新ひだか 三石川上牧場 494＋ 41：29．02 187．7�
58 ナ リ ッ シ ュ 牝3栗 54 藤懸 貴志�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 508＋ 2 （競走中止） 12．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，578，300円 複勝： 44，532，300円 枠連： 11，966，800円
馬連： 42，563，600円 馬単： 23，232，700円 ワイド： 30，744，100円
3連複： 60，237，100円 3連単： 93，533，000円 計： 329，387，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 470円 � 110円 枠 連（6－7） 2，700円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 120円 �� 950円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 13，490円

票 数

単勝票数 計 225783 的中 � 74436（1番人気）
複勝票数 計 445323 的中 � 180759（1番人気）� 10022（6番人気）� 106853（2番人気）
枠連票数 計 119668 的中 （6－7） 3431（8番人気）
馬連票数 計 425636 的中 �� 7264（12番人気）
馬単票数 計 232327 的中 �� 2955（15番人気）
ワイド票数 計 307441 的中 �� 4938（13番人気）�� 99101（1番人気）�� 5845（10番人気）
3連複票数 計 602371 的中 ��� 22953（4番人気）
3連単票数 計 935330 的中 ��� 5026（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．1―47．5―1：00．0―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンネメシス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．3．4 阪神2着

2015．2．14生 牝3青鹿 母 エーシングリフォン 母母 Wind Flow 4戦1勝 賞金 11，400，000円
〔競走中止〕 ナリッシュ号は，競走中に疾病〔左第1指節種子骨複骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出走取消馬 ヒルノオークランド号（疾病〔感冒〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジャックビーンズ号
（非抽選馬） 1頭 ダンツコンフォート号

第３回 京都競馬 第７日



13075 5月12日 晴 良 （30京都3）第7日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時55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
1：56．8
1：56．1

良
良

79 ミッドサマーコモン 牝3鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436＋ 22：02．0 2．9�

11 ホワイトフォース 牝3芦 54 国分 恭介 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 日高 日高大洋牧場 420 ― 〃 ハナ 47．6�
56 ダノンキャンディ 牝3青鹿54 松若 風馬�ダノックス 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 466＋ 82：02．63� 25．9�
68 サンマルベラータ 牝3鹿 54 �島 良太相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 426＋ 4 〃 クビ 96．3�
33 ナイトミュージアム 牝3鹿 54 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 390－ 42：02．81� 9．2	
811 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 470－ 62：03．01� 408．6

812 レーヌルネサンス 牝3栗 54 和田 竜二 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 402－ 22：03．1アタマ 4．9�
22 シ エ ラ 牝3栗 54 M．デムーロ�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－122：03．2� 3．4�
44 ウインルチル 牝3栗 54 池添 謙一�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 82：03．41� 5．4
710 ル リ ー 牝3栗 54 古川 吉洋サン 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 422＋122：03．71� 61．4�
55 バレンタインジェム 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 400＋142：04．33� 24．3�
67 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 424－ 22：05．25 481．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，320，300円 複勝： 34，208，500円 枠連： 7，405，900円
馬連： 45，565，200円 馬単： 21，785，800円 ワイド： 27，571，800円
3連複： 57，648，700円 3連単： 83，639，400円 計： 300，145，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 1，240円 � 660円 枠 連（1－7） 6，410円

馬 連 �� 7，690円 馬 単 �� 10，150円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 1，090円 �� 7，670円

3 連 複 ��� 33，560円 3 連 単 ��� 115，720円

票 数

単勝票数 計 223203 的中 � 59822（1番人気）
複勝票数 計 342085 的中 � 77772（1番人気）� 5654（10番人気）� 11312（7番人気）
枠連票数 計 74059 的中 （1－7） 895（18番人気）
馬連票数 計 455652 的中 �� 4590（20番人気）
馬単票数 計 217858 的中 �� 1609（28番人気）
ワイド票数 計 275718 的中 �� 3158（21番人気）�� 6698（11番人気）�� 901（37番人気）
3連複票数 計 576487 的中 ��� 1288（64番人気）
3連単票数 計 836394 的中 ��� 524（271番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―12．9―12．6―12．3―12．8―12．2―11．6―11．7―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．6―37．5―50．1―1：02．4―1：15．2―1：27．4―1：39．0―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミッドサマーコモン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2017．11．12 京都5着

2015．5．1生 牝3鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 ウインルチル号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：5番）

13076 5月12日 晴 良 （30京都3）第7日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

816 シーサイドロマンス 牝3鹿 54 高倉 稜吉田 千津氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 21：09．4 9．1�

47 ラペールノアール 牝3青 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 394＋ 2 〃 ハナ 19．3�

713 ダイメイスズ 牝3鹿 54 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 436＋ 61：09．5� 2．9�
23 キンショーウタヒメ 牝3栗 54 �島 良太礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 458－ 2 〃 クビ 37．0�
510 リュウドカズマ 牡3鹿 56 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456－ 41：09．6クビ 3．4�
59 グランドフサイチ 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人田畑 利彦氏 武 幸四郎 浦河 浦河日成牧場 456＋ 21：09．7� 105．5	
611 テイケイドルチェ 牝3鹿 54 城戸 義政兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 416＋ 21：09．91	 212．8

24 メイショウリボベジ 牝3鹿 54 岩崎 翼松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 岡部牧場 428＋ 4 〃 ハナ 13．4�
36 アインツェルカンプ 牡3鹿 56 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 61：10．11	 8．2�
11 シセイケナゲ 牝3鹿 54 田中 健猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 434＋ 2 〃 アタマ 247．1
35 ラ フ ァ イ エ 牝3鹿 54 酒井 学寺田 寿男氏 角田 晃一 日高 田端牧場 478＋ 6 〃 アタマ 23．6�
12 メルジェリーナ 牝3鹿 54 池添 謙一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 442＋ 21：10．31	 14．2�
48 キ ノ カ ワ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也浜井 弘至氏 森 秀行 浦河 ガーベラパー
クスタツド 448 ―1：10．51	 160．3�

714 アカネコントレイル 牡3鹿 56 国分 恭介ライオンレースホース� 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 B454－ 21：10．6クビ 42．1�
815 セイギハカツ 牝3鹿 54 小牧 太 �キャピタル・システム 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－ 2 〃 クビ 74．9�
612 ク ッ カ 牝3栗 54 松若 風馬飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 454＋ 61：10．7
 16．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，531，600円 複勝： 34，048，800円 枠連： 11，304，000円
馬連： 46，349，900円 馬単： 21，555，900円 ワイド： 30，646，200円
3連複： 58，014，700円 3連単： 71，128，100円 計： 297，579，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 220円 � 340円 � 140円 枠 連（4－8） 4，390円

馬 連 �� 5，630円 馬 単 �� 11，500円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 450円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 28，300円

票 数

単勝票数 計 245316 的中 � 21377（4番人気）
複勝票数 計 340488 的中 � 37176（3番人気）� 19967（8番人気）� 83058（1番人気）
枠連票数 計 113040 的中 （4－8） 1993（19番人気）
馬連票数 計 463499 的中 �� 6375（19番人気）
馬単票数 計 215559 的中 �� 1405（35番人気）
ワイド票数 計 306462 的中 �� 5230（15番人気）�� 18794（2番人気）�� 10974（6番人気）
3連複票数 計 580147 的中 ��� 13176（7番人気）
3連単票数 計 711281 的中 ��� 1822（68番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―11．2―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．6―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーサイドロマンス �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2018．1．21 京都12着

2015．5．6生 牝3鹿 母 シースプレイ 母母 シ ー リ ン グ 4戦1勝 賞金 6，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノルーベンス号・ヘヴンリーブライド号
（非抽選馬） 3頭 サワヤカタイド号・マイラティーシャ号・ロンドンシーズン号



13077 5月12日 晴 良 （30京都3）第7日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時15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
2：09．9

良
良

22 メイケイゴールド 牡3芦 56 古川 吉洋名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 480－ 22：14．7 1．9�
56 アスタービーナス 牝3鹿 54 福永 祐一加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 404＋10 〃 アタマ 4．8�
44 パ ス テ ィ ス 牡3青 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：14．8� 45．1�
710 ダノンアポロン 牡3鹿 56 和田 竜二�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 488－ 22：15．01� 37．9�
33 タガノヒルクライム 牡3栗 56 M．デムーロ八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 446－ 42：15．1	 3．5�
45 オークヒルロッジ 牡3青鹿56 岩田 康誠宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 512－ 22：15．63 13．3	
68 ロイヤルディクリー 牡3鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528 ― 〃 クビ 47．4

711 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 426－102：16．13 78．5�
812 クラウンローチ 牝3栗 54 秋山真一郎河原 義宏氏 森田 直行 浦河 小島牧場 450＋ 62：16．73� 360．1�
69 ヒロノタイリク 牡3栗 56 高倉 稜高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 488－ 22：16．91� 365．2
813 アヴィドウィナー 牡3栗 56 酒井 学北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 480－ 62：18．49 173．5�
11 バトルハヤバセ 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也宮川 秋信氏 本田 優 浦河 笹地牧場 490－102：20．8大差 539．4�
57 アベンチュリン 牡3芦 56 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 洞
湖 レイクヴィラファーム 496－ 82：21．54 13．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，263，900円 複勝： 56，160，700円 枠連： 12，256，300円
馬連： 50，666，000円 馬単： 28，728，400円 ワイド： 30，338，400円
3連複： 68，299，900円 3連単： 113，030，500円 計： 388，744，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 490円 枠 連（2－5） 330円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，350円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 12，790円

票 数

単勝票数 計 292639 的中 � 120052（1番人気）
複勝票数 計 561607 的中 � 323654（1番人気）� 62585（3番人気）� 10516（7番人気）
枠連票数 計 122563 的中 （2－5） 28693（2番人気）
馬連票数 計 506660 的中 �� 89222（2番人気）
馬単票数 計 287284 的中 �� 36505（2番人気）
ワイド票数 計 303384 的中 �� 42477（2番人気）�� 5102（12番人気）�� 3065（20番人気）
3連複票数 計 682999 的中 ��� 10072（14番人気）
3連単票数 計1130305 的中 ��� 6407（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．6―36．2―48．9―1：01．7―1：15．2―1：28．4―1：40．6―1：52．2―2：03．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．1
1
3
5，6－8，2，7－（1，10）（4，9）－12，11－13，3
5，6（8，2）（10，3）（4，7）9，12，13（1，11）

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

勝馬の
紹 介

メイケイゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2017．10．21 東京10着

2015．4．12生 牡3芦 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 6戦1勝 賞金 10，250，000円
〔その他〕 アベンチュリン号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルハヤバセ号・アベンチュリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月

12日まで平地競走に出走できない。
※バトルハヤバセ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13078 5月12日 晴 良 （30京都3）第7日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

48 ヤマニンレジスタ 牡3栗 56 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 482－121：11．4 21．3�
23 バーニングペスカ 牡3鹿 56 藤岡 康太山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 460＋ 61：12．25 5．3�
11 ミッキーマインド 牡3鹿 56 四位 洋文野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 B454－ 81：12．3� 73．9�
47 スリーヘリオス 牡3黒鹿56 国分 恭介永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 478－ 6 〃 クビ 15．8�
612 ロンリーハート 牝3青鹿54 岩田 康誠薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 464＋ 21：12．4� 38．4�
611 セパヌイール 牝3栗 54 松若 風馬レキップモンターニュ 松元 茂樹 新ひだか 藤巻 則弘 438－ 2 〃 クビ 7．8	
59 マコトモンジョワ 牝3栗 54 和田 竜二�ディアマント 高橋 義忠 新冠 カミイスタット B450＋ 41：12．82� 6．5

35 コウエイアンカ �3鹿 56

53 ▲西村 淳也伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 462＋ 21：13．12 59．6�
36 エナジーピエトラ 牝3栗 54 幸 英明 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 宮内牧場 448± 0 〃 ハナ 23．6�
714 デンコウケンジャ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介田中 康弘氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 486－ 21：13．2� 4．0
815 クォーターバック 牡3黒鹿56 福永 祐一新井 康司氏 安田 隆行 新冠 ヤマタケ牧場 450± 01：13．41 22．0�
816 クーファエラン 牝3鹿 54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 448＋ 81：13．71� 213．9�
510 パワーアッシュ 牡3栗 56 酒井 学�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 456－ 61：13．8クビ 63．7�
713 ペ ガ ッ ソ 牡3黒鹿56 秋山真一郎栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 津島 優治 470± 0 〃 クビ 119．8�
24 ゴールドタンバリン 牝3栗 54 池添 謙一吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 414－10 〃 アタマ 42．4�
12 スマートアルタイル 牡3栗 56 M．デムーロ大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 456＋ 61：13．9アタマ 4．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，302，300円 複勝： 47，466，500円 枠連： 13，403，500円
馬連： 64，412，900円 馬単： 26，766，500円 ワイド： 45，294，400円
3連複： 83，702，600円 3連単： 91，066，700円 計： 402，415，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 600円 � 190円 � 1，490円 枠 連（2－4） 1，930円

馬 連 �� 6，800円 馬 単 �� 15，340円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 17，330円 �� 5，760円

3 連 複 ��� 104，620円 3 連 単 ��� 458，490円

票 数

単勝票数 計 303023 的中 � 11332（7番人気）
複勝票数 計 474665 的中 � 18344（7番人気）� 86713（1番人気）� 6853（14番人気）
枠連票数 計 134035 的中 （2－4） 5357（11番人気）
馬連票数 計 644129 的中 �� 7333（22番人気）
馬単票数 計 267665 的中 �� 1308（54番人気）
ワイド票数 計 452944 的中 �� 4756（28番人気）�� 667（89番人気）�� 2022（54番人気）
3連複票数 計 837026 的中 ��� 600（226番人気）
3連単票数 計 910667 的中 ��� 144（1057番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．7―11．6―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．4―47．0―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 8，3（4，6）11－12，14（5，15，7）1－10，2，13－（9，16） 4 8，3（4，6）11－12，7，14，5（1，15）－2－10，9－（13，16）

勝馬の
紹 介

ヤマニンレジスタ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ヤマニンセラフィム デビュー 2017．7．30 小倉5着

2015．3．23生 牡3栗 母 ヤマニンラレーヌ 母母 ヤマニンジュエリー 7戦2勝 賞金 16，300，000円



13079 5月12日 晴 良 （30京都3）第7日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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
1：31．3
1：30．7

良
良

22 ルタンデュボヌール 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B482－ 21：35．0 5．6�
44 � ディープスピリッツ 牡4鹿 57 酒井 学菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 466－ 21：35．53 16．0�
56 ナンヨーマーズ 牡4鹿 57 四位 洋文中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 41：35．71	 15．5�
57 マテラアリオン 牡5黒鹿57 幸 英明大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 484＋ 2 〃 クビ 34．8�
45 ドラゴンマジック 
6栗 57 高倉 稜窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 506－ 8 〃 ハナ 64．9�
33 コロナシオン 牝4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 470＋121：35．8クビ 9．4	
813� ゴールドハット 牡4黒鹿57 岩田 康誠合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 410－ 2 〃 クビ 4．3


69 ラ グ ナ グ 牝5栗 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 5．9�
711 グランノーブル 牡5鹿 57 浜中 俊三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 496＋ 61：36．11� 12．1�
11 ブライトメジャー 牝4栗 55

54 ☆荻野 極谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋ 61：36．31 164．7
710 エポックメーカー 牡4鹿 57 松若 風馬林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 500－ 61：36．61� 108．3�
68 � トリリオネア 牡4鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 武 幸四郎 英 Darley 462＋ 61：37．34 3．3�
812� アイファーショコラ 牝4栗 55

52 ▲三津谷隼人中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 420＋ 61：37．72 557．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，984，200円 複勝： 47，590，200円 枠連： 14，677，100円
馬連： 65，922，100円 馬単： 29，812，800円 ワイド： 39，586，200円
3連複： 77，392，400円 3連単： 95，197，600円 計： 404，162，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 390円 � 310円 枠 連（2－4） 3，220円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 6，580円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，160円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 10，630円 3 連 単 ��� 51，930円

票 数

単勝票数 計 339842 的中 � 48092（3番人気）
複勝票数 計 475902 的中 � 62113（4番人気）� 29546（8番人気）� 39257（5番人気）
枠連票数 計 146771 的中 （2－4） 3530（15番人気）
馬連票数 計 659221 的中 �� 13564（21番人気）
馬単票数 計 298128 的中 �� 3396（33番人気）
ワイド票数 計 395862 的中 �� 7530（21番人気）�� 8846（19番人気）�� 5711（24番人気）
3連複票数 計 773924 的中 ��� 5457（44番人気）
3連単票数 計 951976 的中 ��� 1329（208番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．4―12．6―12．3―11．6―10．8―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．5―49．1―1：01．4―1：13．0―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルタンデュボヌール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．7．16 中京10着

2014．2．2生 牡4黒鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル 7戦2勝 賞金 15，750，000円
※アイファーショコラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

13080 5月12日 晴 良 （30京都3）第7日 第8競走 ��3，930�第20回京都ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード4：21．6良

33 アスターサムソン �5鹿 60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 24：33．8 4．3�

55 ルペールノエル 牡8黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 520＋ 84：34．75 1．8�

11 テイエムオペラドン 牡9鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 506＋10 〃 ハナ 6．8�
77 マイネルフィエスタ 牡8芦 60 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 512＋ 24：35．33� 6．5�
66 タガノアーバニティ 牡5栗 60 熊沢 重文八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 44：36．79 24．7�
44 トーセンメリッサ 牝6青 58 大江原 圭島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 24：37．44 91．4

22 ヨ カ グ ラ �5栗 60 西谷 誠 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 484－ 24：40．1大差 9．9�
88 サムライフォンテン 牡5黒鹿60 石神 深一吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 470－ 84：42．8大差 43．2

（8頭）

売 得 金
単勝： 29，800，500円 複勝： 43，322，000円 枠連： 発売なし
馬連： 53，952，200円 馬単： 36，444，400円 ワイド： 26，961，300円
3連複： 68，335，400円 3連単： 182，613，100円 計： 441，428，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 180円 �� 390円 �� 240円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 3，630円

票 数

単勝票数 計 298005 的中 � 55046（2番人気）
複勝票数 計 433220 的中 � 51679（2番人気）� 242710（1番人気）� 40976（4番人気）
馬連票数 計 539522 的中 �� 117141（1番人気）
馬単票数 計 364444 的中 �� 29595（4番人気）
ワイド票数 計 269613 的中 �� 43375（1番人気）�� 14898（6番人気）�� 28339（3番人気）
3連複票数 計 683354 的中 ��� 70875（2番人気）
3連単票数 計1826131 的中 ��� 36409（10番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 51．3－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスターサムソン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．3．5 阪神11着

2013．1．27生 �5鹿 母 アドマイヤマダム 母母 ファームキャット 障害：5戦3勝 賞金 66，577，000円

追 加 記 事（第 3回京都競馬第 5日第 3競走）
〔その他〕　　メイショウルネ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



13081 5月12日 晴 良 （30京都3）第7日 第9競走 ��
��1，200�あ や め 賞

発走14時25分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

78 ニシノキントウン 牡3黒鹿56 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 450－ 21：08．7 5．0�
44 ト ン ボ イ 牝3栗 54 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 426＋10 〃 クビ 30．8�
66 タイキサターン 牡3黒鹿56 福永 祐一�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482－ 4 〃 ハナ 9．4�
22 マイネルエメ 牡3鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B464＋ 41：08．91� 8．2�
11 クインズチャパラ 牝3鹿 54 松若 風馬亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 448± 01：09．11� 1．9	
33 サンライズカナロア 牡3黒鹿56 古川 吉洋松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 454－ 61：09．31� 22．7

77 ステラローザ 牝3鹿 54 藤岡 康太ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B444± 01：09．51� 7．5�
810 スノーガーデン 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 460± 01：09．71� 26．3�
89 ラ ン ス マ ン 	3鹿 56 浜中 俊吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 552－ 2 〃 ハナ 27．1
55 ロ ン ス 牝3芦 54 秋山真一郎熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 444－101：09．91� 43．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，095，700円 複勝： 57，787，400円 枠連： 16，341，700円
馬連： 79，020，000円 馬単： 53，929，500円 ワイド： 42，667，900円
3連複： 94，182，000円 3連単： 189，616，800円 計： 575，641，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 250円 � 970円 � 400円 枠 連（4－7） 4，900円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 9，020円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 690円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 12，510円 3 連 単 ��� 76，580円

票 数

単勝票数 計 420957 的中 � 66156（2番人気）
複勝票数 計 577874 的中 � 69544（2番人気）� 13639（9番人気）� 37649（5番人気）
枠連票数 計 163417 的中 （4－7） 2584（16番人気）
馬連票数 計 790200 的中 �� 12261（16番人気）
馬単票数 計 539295 的中 �� 4482（28番人気）
ワイド票数 計 426679 的中 �� 6440（20番人気）�� 16748（8番人気）�� 4253（29番人気）
3連複票数 計 941820 的中 ��� 5643（45番人気）
3連単票数 計1896168 的中 ��� 1795（231番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．1―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．8―45．9―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノキントウン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．10．15 京都3着

2015．3．27生 牡3黒鹿 母 ニシノモレッタ 母母 ミストラスト 9戦2勝 賞金 20，659，000円
〔制裁〕 ニシノキントウン号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・10

番）

13082 5月12日 晴 良 （30京都3）第7日 第10競走 ��
��1，900�

け あ げ

蹴 上 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

44 タマモアタック 牡6鹿 57 藤岡 佑介タマモ� 武 英智 新ひだか 岡田牧場 488＋ 61：59．0 12．0�
11 カフジキング 牡5鹿 57 松若 風馬加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 464＋ 61：59．1� 3．3�
67 コスモバーダン 牡6鹿 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 514－ 4 〃 クビ 200．0�
33 ルドルフィーナ 牡5青鹿57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 B488＋ 41：59．2クビ 3．8�
810 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 528＋ 21：59．62� 10．6	
79 フォースライン 牡4黒鹿57 福永 祐一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500－ 21：59．7� 7．0

22 	 トウシンダイヤ 牡5栗 57 岩崎 翼�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 534± 0 〃 ハナ 272．5�
55 	 サハラファイター 牡5鹿 57 和田 竜二本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 514－ 61：59．91
 12．9�
811 メイショウカマクラ 牡5青鹿57 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 530＋ 42：00．43 22．5
66 タスクフォース 牡4鹿 57 M．デムーロ窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 560＋102：00．71� 4．1�
78 セイカエドミザカ 牡5栗 57 岩田 康誠久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 486＋ 42：00．8� 158．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，356，600円 複勝： 53，265，800円 枠連： 18，888，200円
馬連： 102，250，400円 馬単： 47，025，900円 ワイド： 52，199，800円
3連複： 126，341，800円 3連単： 201，345，900円 計： 639，674，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 330円 � 160円 � 2，260円 枠 連（1－4） 1，990円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 680円 �� 14，350円 �� 6，730円

3 連 複 ��� 75，920円 3 連 単 ��� 431，880円

票 数

単勝票数 計 383566 的中 � 25542（6番人気）
複勝票数 計 532658 的中 � 38435（7番人気）� 121674（1番人気）� 4488（9番人気）
枠連票数 計 188882 的中 （1－4） 7352（10番人気）
馬連票数 計1022504 的中 �� 37923（11番人気）
馬単票数 計 470259 的中 �� 7981（21番人気）
ワイド票数 計 521998 的中 �� 21133（8番人気）�� 901（39番人気）�� 1933（32番人気）
3連複票数 計1263418 的中 ��� 1248（74番人気）
3連単票数 計2013459 的中 ��� 338（428番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．2―30．2―43．2―56．2―1：09．1―1：21．5―1：33．5―1：45．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモアタック �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．1．17 京都15着

2012．4．1生 牡6鹿 母 チャームウィーク 母母 アイアムクロス 27戦4勝 賞金 70，515，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



13083 5月12日 晴 良 （30京都3）第7日 第11競走 ��
��1，800�

みやこおおじ

都大路ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

22 サンマルティン 	6栗 57 池添 謙一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：44．6 7．3�
11 エアアンセム 牡7黒鹿56 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 506＋101：44．91
 11．6�
34 グァンチャーレ 牡6青鹿56 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 472＋ 21：45．11� 5．1�
610 マサハヤドリーム 牡6鹿 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 クビ 48．0�
711 キ ョ ウ ヘ イ 牡4鹿 56 高倉 稜瀬谷 	雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 432－ 61：45．2� 23．1

58 アメリカズカップ 牡4黒鹿58 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 446－ 81：45．41 25．5�
69 ヴ ォ ー ジ ュ 牡5青鹿56 M．デムーロ杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 514＋ 41：45．5� 6．0�
712 トーセンデューク 牡7鹿 56 四位 洋文島川 	哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 クビ 28．4
814 ストロングタイタン 牡5鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 522＋141：45．6クビ 5．9�
46 レトロロック 牡6鹿 56 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 482＋ 41：45．81� 19．7�
45 ラ ン グ レ ー 牡7鹿 57 国分 恭介 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B494＋121：46．12 198．0�
33 アルマワイオリ 牡6黒鹿56 幸 英明コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 488± 01：46．84 216．9�
813 テイエムイナズマ 牡8黒鹿58 酒井 学竹園 正繼氏 武 英智 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 514± 01：47．75 159．9�
57 プラチナムバレット 牡4芦 57 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 484－ 21：48．02 3．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 70，001，600円 複勝： 98，180，300円 枠連： 42，480，600円
馬連： 248，873，400円 馬単： 89，731，300円 ワイド： 112，010，600円
3連複： 328，494，300円 3連単： 441，785，100円 計： 1，431，557，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 260円 � 340円 � 170円 枠 連（1－2） 5，990円

馬 連 �� 5，280円 馬 単 �� 9，520円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 740円 �� 800円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 44，710円

票 数

単勝票数 計 700016 的中 � 76468（5番人気）
複勝票数 計 981803 的中 � 92464（5番人気）� 65633（6番人気）� 180141（2番人気）
枠連票数 計 424806 的中 （1－2） 5496（24番人気）
馬連票数 計2488734 的中 �� 36483（21番人気）
馬単票数 計 897313 的中 �� 7063（37番人気）
ワイド票数 計1120106 的中 �� 17237（22番人気）�� 39531（7番人気）�� 36488（9番人気）
3連複票数 計3284943 的中 ��� 41772（21番人気）
3連単票数 計4417851 的中 ��� 7163（147番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．0―11．9―11．5―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―34．8―46．8―58．7―1：10．2―1：21．7―1：33．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルティン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．31 新潟1着

2012．3．4生 	6栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 14戦6勝 賞金 98，944，000円
〔その他〕 プラチナムバレット号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症し，遅れて入線。

13084 5月12日 晴 良 （30京都3）第7日 第12競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

47 エメラルエナジー 牡6栗 57 藤岡 康太高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B498－ 41：24．7 27．5�
610 テーオーソルジャー 牡7栗 57 国分 恭介小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 6 〃 ハナ 5．3�
611 マイネルラック 牡5鹿 57 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 490± 01：25．02 7．3�
712 クリノシャンボール 牡5黒鹿 57

54 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 492－ 61：25．21� 45．2�
814 ヨドノビクトリー 牡4鹿 57 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 484＋ 21：25．3� 65．6�
59 ランドハイパワー 牡5鹿 57 和田 竜二木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 490± 0 〃 アタマ 15．4	
713 ア グ ネ ッ タ 牝5鹿 55 酒井 学菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B474± 01：25．5� 83．9

34 タイセイプレゼンス 牡5黒鹿 57

56 ☆荻野 極田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 488－ 4 〃 ハナ 181．7�
35 ミカエルシチー 牡6鹿 57 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 526－ 2 〃 クビ 4．6�
58 リアルプロジェクト 牡6鹿 57 国分 優作吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム B520－141：25．6クビ 25．9
22 ウォーターピオニー 牝5鹿 55 幸 英明山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 442＋ 81：25．91� 42．1�
815 スリーランディア 牝4鹿 55 岩崎 翼永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420＋161：26．22 11．2�
23 	 グランティエラ 牡4鹿 57 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 504＋ 21：26．41 6．1�
46 シゲルゴホウサイ 牝6鹿 55 秋山真一郎森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 466＋ 6 〃 ハナ 11．1�
11 ジュエアトゥー 
4栗 57

54 ▲三津谷隼人首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 502－10 〃 ハナ 6．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，708，000円 複勝： 64，544，800円 枠連： 30，031，600円
馬連： 118，788，400円 馬単： 45，231，300円 ワイド： 68，699，800円
3連複： 160，340，500円 3連単： 205，125，700円 計： 734，470，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，750円 複 勝 � 810円 � 210円 � 250円 枠 連（4－6） 910円

馬 連 �� 6，760円 馬 単 �� 16，280円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 2，770円 �� 700円

3 連 複 ��� 12，430円 3 連 単 ��� 96，000円

票 数

単勝票数 計 417080 的中 � 12109（10番人気）
複勝票数 計 645448 的中 � 16847（10番人気）� 94804（2番人気）� 70103（5番人気）
枠連票数 計 300316 的中 （4－6） 25461（2番人気）
馬連票数 計1187884 的中 �� 13616（26番人気）
馬単票数 計 452313 的中 �� 2083（66番人気）
ワイド票数 計 686998 的中 �� 8037（27番人気）�� 6182（34番人気）�� 26437（5番人気）
3連複票数 計1603405 的中 ��� 9668（39番人気）
3連単票数 計2051257 的中 ��� 1549（316番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エメラルエナジー �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．2．21 東京2着

2012．3．16生 牡6栗 母 セトウチソーラー 母母 サマーヴォヤージュ 25戦4勝 賞金 41，540，000円



（30京都3）第7日 5月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 155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

266，170，000円
2，590，000円
17，520，000円
1，600，000円
29，450，000円
64，335，500円
4，735，600円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
398，970，300円
606，566，400円
186，972，800円
946，954，900円
441，962，200円
525，139，900円
1，226，658，000円
1，841，289，600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 6，174，514，100円

総入場人員 17，423名 （有料入場人員 16，531名）
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