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13085 5月13日 雨 良 （30京都3）第8日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9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
1：09．1
1：08．7

重
重

34 メイショウバルコラ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 502± 01：13．6 5．6�
814 ルールダーマ 牡3栗 56 丹内 祐次儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 462＋ 21：13．81� 12．5�
59 リメンブランス 牡3栗 56 藤懸 貴志�錦岡牧場 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 404± 01：13．9� 40．9�
815 ヒ ザ ク リ ゲ 牝3栗 54 浜中 俊手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 428－ 4 〃 アタマ 3．4�
713 レ ノ カ ズ マ 牡3鹿 56 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 464± 01：14．11� 6．5�
35 ウォーターシドモア 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 464＋ 2 〃 クビ 9．6	
11 ブルベアオクラ 牝3鹿 54 松若 風馬 �ブルアンドベア 沖 芳夫 浦河 酒井牧場 438± 01：14．73� 5．5

23 ワンダーヴーハーン 牡3鹿 56 荻野 琢真山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか フクダファーム 468－ 21：14．8� 20．6�
46 アイアンナッツ 牝3栗 54 酒井 学池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか 原口牧場 402－ 41：15．22� 193．8�
712 ゼットアレース 牡3青 56

55 ☆加藤 祥太フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 476± 01：15．41� 7．0�
610 ダ ッ チ ェ ス 牝3芦 54 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新冠 坂元 芳春 454＋361：16．03� 112．1�
611 クリノユナチャン 牝3鹿 54 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 飛渡牧場 450± 01：16．32 104．5�
22 ミネコガンバロウネ 牝3栗 54 岩部 純二栗山 道郎氏 伊藤 正徳 茨城 栗山 道郎 454－ 51：16．83 249．9�
58 タ ン ロ ン 牡3芦 56 松田 大作中辻 明氏 武 幸四郎 白老 習志野牧場 474－ 21：16．9� 70．6�
47 ザマウントトップ 牝3鹿 54 田中 健 三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 448 ―1：28．2大差 161．3�
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売 得 金
単勝： 15，653，900円 複勝： 24，952，200円 枠連： 10，417，900円
馬連： 39，705，400円 馬単： 17，595，600円 ワイド： 23，249，300円
3連複： 53，207，900円 3連単： 63，812，900円 計： 248，595，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 380円 � 1，040円 枠 連（3－8） 450円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 920円 �� 2，540円 �� 5，610円

3 連 複 ��� 38，810円 3 連 単 ��� 171，980円

票 数

単勝票数 計 156539 的中 � 22136（3番人気）
複勝票数 計 249522 的中 � 41255（2番人気）� 16229（7番人気）� 5143（9番人気）
枠連票数 計 104179 的中 （3－8） 17844（1番人気）
馬連票数 計 397054 的中 �� 11399（14番人気）
馬単票数 計 175956 的中 �� 2653（26番人気）
ワイド票数 計 232493 的中 �� 6746（14番人気）�� 2330（27番人気）�� 1037（35番人気）
3連複票数 計 532079 的中 ��� 1028（74番人気）
3連単票数 計 638129 的中 ��� 269（376番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―12．0―13．1―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．6―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F39．0
3 ・（1，15）－（5，12）11（10，13）14－6，4－3，9－8－2＝7 4 15，1－5，12－（14，13）－（11，6，4）10（3，9）＝8－2＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウバルコラ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．11．25 京都5着

2015．5．8生 牡3鹿 母 ディープセーマ 母母 リアフォーモサ 9戦1勝 賞金 11，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ザマウントトップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月13日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ドストライク号（疾病〔右前挫跖〕のため）

13086 5月13日 雨 良 （30京都3）第8日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時20分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

59 ショウナンマリブ 牡3芦 56 酒井 学国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 472＋ 81：54．6 6．5�
22 シンハラージャ 牡3栗 56 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 440－ 41：54．7� 3．3�
47 ダノンインパルス 牡3鹿 56 田中 健�ダノックス 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：54．91� 58．9�
11 ヴィーヴァバッカス 牡3栗 56 岡田 祥嗣芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド B456－ 61：55．53� 195．3�
712 ヴィンセント 牡3黒鹿56 松若 風馬�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B438＋ 21：55．7� 4．0	
35 セ イ ゲ イ ル 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人金田 成基氏 安田 翔伍 白老 習志野牧場 476－101：55．91	 252．7

713 スリースプリング 牡3青鹿56 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 452± 01：56．0クビ 38．5�
815 スマートレイブン 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太大川 徹氏 池江 泰寿 新ひだか 静内山田牧場 470＋ 41：56．21� 26．1�
23 ビップフェリックス 牡3栗 56 古川 吉洋鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 466－ 61：56．73 5．2
610 サトノガバナー 牡3青鹿56 国分 恭介 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 チャンピオン

ズファーム B470－ 21：57．01� 59．3�
611 マイネルサブリエ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 金舛 幸夫 466－ 2 〃 クビ 35．5�
34 グ ラ ウ ベ ン 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 442＋ 21：57．21� 5．2�

814 カワチノシャモ 牡3青鹿56 太宰 啓介木村 信彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 落合 一巳 438－101：57．51� 75．0�
58 マ エ ガ ミ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 418－ 21：57．6クビ 65．2�
46 メイショウマゴサン 牡3栗 56 岩崎 翼松本 好雄氏 大橋 勇樹 新冠 スカイビーチステーブル 460＋ 21：59．9大差 213．0�
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売 得 金
単勝： 15，258，900円 複勝： 21，508，700円 枠連： 7，970，300円
馬連： 33，864，000円 馬単： 17，075，700円 ワイド： 19，818，200円
3連複： 48，241，000円 3連単： 64，105，900円 計： 227，842，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 240円 � 200円 � 1，450円 枠 連（2－5） 850円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 620円 �� 6，510円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 31，100円 3 連 単 ��� 151，880円

票 数

単勝票数 計 152589 的中 � 18512（5番人気）
複勝票数 計 215087 的中 � 25201（5番人気）� 33096（4番人気）� 2985（11番人気）
枠連票数 計 79703 的中 （2－5） 7221（4番人気）
馬連票数 計 338640 的中 �� 16354（9番人気）
馬単票数 計 170757 的中 �� 3133（20番人気）
ワイド票数 計 198182 的中 �� 8773（9番人気）�� 751（45番人気）�� 1455（29番人気）
3連複票数 計 482410 的中 ��� 1163（75番人気）
3連単票数 計 641059 的中 ��� 306（361番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．2―49．1―1：02．6―1：15．5―1：28．4―1：41．5

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンマリブ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．8．12 新潟5着

2015．3．24生 牡3芦 母 レースドール 母母 ビスクドール 10戦1勝 賞金 13，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウマゴサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月13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13日 雨 稍重 （30京都3）第8日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時50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
1：19．9
1：19．0

良
良

817 メジェールスー 牝3鹿 54 岡田 祥嗣太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 456＋ 61：23．3 3．9�
47 メイショウタオヤカ 牝3鹿 54 田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 492＋ 81：23．4� 71．1�
48 プリメラビスタ 牝3栗 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 434＋121：23．82� 5．6�
11 ピースフルウィーク 牝3栗 54 国分 恭介小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 414－ 41：24．43� 128．3�
35 メイショウサンアイ 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 488＋ 81：24．5� 7．3�
36 ローズマリア 牝3黒鹿54 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 440－ 2 〃 アタマ 94．0	
611 ブライテストリング 牝3鹿 54 国分 優作飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 456± 01：24．82 17．2

12 ブルベアアスパラ 牝3栗 54 小牧 太 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新冠 大林ファーム 424＋ 21：25．01� 121．4�
24 アリディブリラーレ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也 �シルクレーシング 橋口 慎介 浦河 宮内牧場 B416－ 41：25．1� 51．2
59 エルカラファテ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極吉田 照哉氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 446± 01：25．2� 2．6�
23 モ ー ラ 牝3青鹿54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 友田牧場 420－ 41：25．3クビ 13．0�
715 フラッシュイメル 牝3栗 54 藤懸 貴志杉澤 真吾氏 藤沢 則雄 日高 メイプルファーム 404＋20 〃 クビ 332．3�
612 スズカカトレア 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 416 ―1：25．4クビ 44．3�
818 ヴィヴィアナガール 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 472＋ 6 〃 クビ 153．1�
510 ホウオウサンドラ 牝3栗 54 古川 吉洋小笹 芳央氏 宮 徹 日高 森永牧場 464＋ 41：25．61� 65．4�
816 ア オ ラ ニ 牝3栗 54 松田 大作山住 勲氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 456＋ 81：25．91� 33．2�
714 ヤマニンディアリー 牝3鹿 54 太宰 啓介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 412＋ 21：27．17 44．2�
713 アートコンプリート 牝3鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 438 ―1：27．52� 59．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，142，600円 複勝： 32，685，100円 枠連： 12，632，100円
馬連： 50，120，800円 馬単： 23，895，100円 ワイド： 32，979，800円
3連複： 70，063，800円 3連単： 81，706，000円 計： 327，225，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 1，330円 � 200円 枠 連（4－8） 990円

馬 連 �� 20，480円 馬 単 �� 32，460円

ワ イ ド �� 5，630円 �� 600円 �� 5，770円

3 連 複 ��� 45，330円 3 連 単 ��� 310，140円

票 数

単勝票数 計 231426 的中 � 46827（2番人気）
複勝票数 計 326851 的中 � 66769（2番人気）� 4487（13番人気）� 44051（3番人気）
枠連票数 計 126321 的中 （4－8） 9826（4番人気）
馬連票数 計 501208 的中 �� 1896（44番人気）
馬単票数 計 238951 的中 �� 552（71番人気）
ワイド票数 計 329798 的中 �� 1450（49番人気）�� 15190（4番人気）�� 1413（51番人気）
3連複票数 計 700638 的中 ��� 1159（106番人気）
3連単票数 計 817060 的中 ��� 191（662番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―36．2―48．3―59．8―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 ・（7，17）18（6，8，10）（1，2，4）（9，14）5，12（3，16）（15，11）－13 4 ・（7，17）（6，8）（1，2，18，10）4，9（5，14）（3，12）（15，16）11－13

勝馬の
紹 介

メジェールスー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．29 札幌3着

2015．3．14生 牝3鹿 母 エイジアンウインズ 母母 サクラサクⅡ 5戦1勝 賞金 9，350，000円
〔制裁〕 メイショウサンアイ号の騎手酒井学は，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：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アートコンプリート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月13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 エウプロシュネ号・タガノラヴリー号・ベルダニューブ号・マーガレットステラ号・マーティンルナ号・

ラポートトーク号

13088 5月13日 雨 稍重 （30京都3）第8日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時20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
1：43．9
1：43．9

良
良

24 ブルービューティ 牝3黒鹿54 荻野 琢真桜井 欣吾氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 466＋141：50．7 10．8�
715 サツマノクロジョカ 牡3黒鹿56 国分 恭介山下 良子氏 作田 誠二 新冠 ヤマタケ牧場 462＋ 81：51．12� 62．8�
48 ア ス ト ル ム 牡3栗 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 468± 01：51．41� 3．0�
817 マイアミブルー 牝3鹿 54 太宰 啓介西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 462± 0 〃 アタマ 59．7�
59 アリイタヤス 牡3鹿 56 松若 風馬横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 486－ 61：51．5� 9．7�
714 ランパートエース 牡3栗 56 丹内 祐次村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 出口牧場 478－ 81：51．6� 16．4	
713 テイエムボンバー 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 480＋ 41：51．92 214．5

12 カズグレゴリオ 牡3栗 56 国分 優作合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 462－ 21：52．0クビ 46．7�
11 シゲルダイコン 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 北光牧場 470＋ 41：52．32 143．9�
47 コマノジャスパ 牡3黒鹿56 秋山真一郎長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 436＋121：52．51 3．3
35 ブルレジーナ 牝3栗 54 浜中 俊髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 438－ 41：52．6� 8．3�
23 ディアローグ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 502 ―1：52．81� 13．9�
510 ジューンナイト 牡3青鹿56 高田 潤吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 422－10 〃 クビ 28．8�
818 アルマトップエンド 牡3栗 56

55 ☆荻野 極コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 492± 01：53．01� 23．1�
611 リーゼントアイリス 牝3黒鹿54 高倉 稜三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 406± 01：53．1クビ 118．0�
816 メイショウカラタチ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 468＋ 61：53．31� 120．7�
612 キラーチューン 牡3栗 56 古川 吉洋�ノースヒルズ 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 430＋ 21：53．72� 127．0�
36 タガノフレッサ 牝3鹿 54 岩崎 翼八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 404＋ 81：53．8� 78．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，746，700円 複勝： 32，877，800円 枠連： 15，564，700円
馬連： 48，817，000円 馬単： 23，107，800円 ワイド： 35，260，700円
3連複： 68，290，600円 3連単： 80，375，700円 計： 327，041，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 370円 � 940円 � 150円 枠 連（2－7） 3，810円

馬 連 �� 69，160円 馬 単 �� 77，710円

ワ イ ド �� 14，200円 �� 850円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 52，200円 3 連 単 ��� 466，170円

票 数

単勝票数 計 227467 的中 � 16791（5番人気）
複勝票数 計 328778 的中 � 20466（5番人気）� 6887（12番人気）� 77285（1番人気）
枠連票数 計 155647 的中 （2－7） 3159（12番人気）
馬連票数 計 488170 的中 �� 547（88番人気）
馬単票数 計 231078 的中 �� 223（134番人気）
ワイド票数 計 352607 的中 �� 617（89番人気）�� 11149（6番人気）�� 3336（25番人気）
3連複票数 計 682906 的中 ��� 981（127番人気）
3連単票数 計 803757 的中 ��� 125（986番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．0―49．0―1：01．7―1：14．1―1：26．3―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．6
3 4，15，17（1，8，14）（2，5，13，11，18）－（9，10，6）7，12（3，16） 4 4，15，17（1，8，14）2（5，18）（9，13，11）（10，6）7－（3，12）16

勝馬の
紹 介

ブルービューティ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Touch Gold デビュー 2018．3．10 阪神13着

2015．3．27生 牝3黒鹿 母 ゴールドプライシズライジング 母母 Indy Bold 2戦1勝 賞金 5，000，000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。
（非当選馬） 1頭 バトルハヤバセ号



13089 5月13日 雨 重 （30京都3）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時10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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 � ベストマイウェイ 牡3鹿 56
55 ☆荻野 極馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B526－ 61：51．3 24．0�
22 サンライズセナ 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 488＋ 21：51．51� 2．8�
810 トワイライトタイム 牡3青鹿56 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 462± 01：51．92	 2．0�
33 ベルフロレゾン 牝3栗 54 松山 弘平 �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418＋ 21：52．22 13．8�
77 タガノタイト 牡3鹿 56 
島 良太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460± 01：52．41� 18．3�
66 � ア ニ エ ー ゼ 牝3鹿 54 秋山真一郎	ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 456－ 21：53．14 17．1

89 アリュールベルン 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人四本 昭弘氏 
島 一歩 平取 北島牧場 484± 01：53．84 34．1�
44 クリノアスコット 牝3黒鹿54 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 418－ 4 〃 クビ 7．5�
55 ミ ズ カ ゼ 牡3栗 56 松田 大作村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか 前田牧場 478＋101：54．22	 50．1
78 グローバルビジネス 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 484－ 21：54．41 69．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，018，600円 複勝： 28，795，700円 枠連： 8，690，700円
馬連： 48，169，700円 馬単： 26，585，000円 ワイド： 30，631，000円
3連複： 67，558，900円 3連単： 113，163，400円 計： 350，613，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 290円 � 110円 � 120円 枠 連（1－2） 2，420円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 6，320円

ワ イ ド �� 550円 �� 550円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 19，180円

票 数

単勝票数 計 270186 的中 � 8969（7番人気）
複勝票数 計 287957 的中 � 14265（7番人気）� 83091（1番人気）� 74098（2番人気）
枠連票数 計 86907 的中 （1－2） 2781（9番人気）
馬連票数 計 481697 的中 �� 16679（8番人気）
馬単票数 計 265850 的中 �� 3150（22番人気）
ワイド票数 計 306310 的中 �� 12514（7番人気）�� 12500（8番人気）�� 52192（1番人気）
3連複票数 計 675589 的中 ��� 43775（4番人気）
3連単票数 計1131634 的中 ��� 4277（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．8―49．4―1：01．5―1：13．9―1：26．5―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ベストマイウェイ �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2017．10．14 京都6着

2015．3．7生 牡3鹿 母 Hug It Out 母母 Dazzling Contrast 7戦2勝 賞金 15，500，000円

13090 5月13日 雨 重 （30京都3）第8日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （芝・右）

牝，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
1：33．0
1：30．7

良
良

77 サウンドキアラ 牝3鹿 54 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 440＋ 81：37．2 3．4�
22 ダンツクレイオー 牝3鹿 54 岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 478＋ 41：37．62� 9．8�
66 アーデルワイゼ 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 440－ 21：37．92 4．2�
33 ナイトスプライト 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 458± 01：38．0� 24．1�
55 サ イ エ ン 牝3栗 54 古川 吉洋 �二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 420＋ 21：38．21� 33．9�
44 フェスタマドンナ 牝3鹿 54 浜中 俊服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 494± 01：38．3� 2．6	
88 プロディジー 牝3鹿 54 国分 恭介飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 450＋ 81：38．61� 27．1

11 ヤエノグラフ 牝3鹿 54 松若 風馬増田 和啓氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：39．23� 7．4�
89 ライクアスター 牝3栗 54 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 新冠 武田 寛治 434＋ 21：39．83� 185．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，218，100円 複勝： 28，867，900円 枠連： 7，139，500円
馬連： 43，884，000円 馬単： 24，959，400円 ワイド： 27，760，900円
3連複： 56，311，700円 3連単： 112，468，700円 計： 326，610，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 200円 � 140円 枠 連（2－7） 1，810円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 530円 �� 230円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 9，450円

票 数

単勝票数 計 252181 的中 � 57711（2番人気）
複勝票数 計 288679 的中 � 76219（1番人気）� 27829（5番人気）� 56411（3番人気）
枠連票数 計 71395 的中 （2－7） 3053（6番人気）
馬連票数 計 438840 的中 �� 19778（6番人気）
馬単票数 計 249594 的中 �� 7163（9番人気）
ワイド票数 計 277609 的中 �� 12353（6番人気）�� 36669（1番人気）�� 11582（7番人気）
3連複票数 計 563117 的中 ��� 23552（6番人気）
3連単票数 計1124687 的中 ��� 8627（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．8―49．3―1：01．7―1：13．2―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．5
3 ・（1，2）（3，6）（4，5，7）（9，8） 4 ・（1，2）6，3（5，7）4（9，8）

勝馬の
紹 介

サウンドキアラ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．11．5 京都1着

2015．3．31生 牝3鹿 母 サウンドバリアー 母母 スリーピングインシアトル 5戦2勝 賞金 19，357，000円



13091 5月13日 雨 不良 （30京都3）第8日 第7競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

48 メイショウヴォルガ 牡4鹿 57
56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 498＋181：24．2 7．2�

611 ア タ ミ 牡4黒鹿 57
54 ▲西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 472＋ 41：24．51� 5．1�

23 ハトマークエース 牡6黒鹿57 小牧 太山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 484± 01：24．82 19．8�
36 ホイールバーニング 牡5栗 57

56 ☆荻野 極市川義美ホール
ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 530－101：24．9	 13．0�

815 サンライズチャージ 牡4鹿 57 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 506＋ 61：25．11
 15．3�
714 アオテンジョウ 牡4栗 57 岩部 純二北所 直人氏 沖 芳夫 登別 ユートピア牧場 500＋101：25．2� 207．7	
24 ラ レ ー タ 牡4栗 57 秋山真一郎�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 81：25．3クビ 3．2

59 � キングライオン 牡5栗 57 松若 風馬ライオンレースホース� 杉山 晴紀 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

500＋ 41：25．4	 6．0�
510� ケアリイカイ 牝4鹿 55 国分 恭介守内ひろ子氏 服部 利之 新冠 高瀬牧場 438－ 2 〃 ハナ 174．9�
11 � レジスタンス 4鹿 57 松山 弘平前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450± 0 〃 アタマ 20．0
612 キスミーワンス 牝4黒鹿55 浜中 俊吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 444＋101：25．82	 9．0�
713 ウォーターミリオン 牡5栗 57 岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 440± 01：25．9	 107．7�
47 オースミベリル 牡4栗 57 太宰 啓介�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 488＋ 61：26．0� 25．7�
12 ダノングランツ 牡5青 57 古川 吉洋�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 460± 01：26．1	 163．0�
35 オースミハナチャン 牝5栗 55 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 506＋ 21：26．2	 57．1�
816 フォーチュンキセキ 牝4鹿 55 酒井 学山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 452－ 41：26．41
 91．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，691，300円 複勝： 40，985，800円 枠連： 16，240，400円
馬連： 67，283，400円 馬単： 26，355，200円 ワイド： 42，546，000円
3連複： 86，126，700円 3連単： 102，464，900円 計： 410，693，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 330円 � 190円 � 610円 枠 連（4－6） 1，190円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 3，550円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 17，010円 3 連 単 ��� 82，080円

票 数

単勝票数 計 286913 的中 � 31872（4番人気）
複勝票数 計 409858 的中 � 31121（6番人気）� 69933（2番人気）� 14587（9番人気）
枠連票数 計 162404 的中 （4－6） 10573（5番人気）
馬連票数 計 672834 的中 �� 20210（9番人気）
馬単票数 計 263552 的中 �� 3860（18番人気）
ワイド票数 計 425460 的中 �� 10686（10番人気）�� 3018（35番人気）�� 5777（23番人気）
3連複票数 計 861267 的中 ��� 3796（56番人気）
3連単票数 計1024649 的中 ��� 905（274番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．2―47．3―59．1―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．9
3 ・（8，15）16（7，11）（1，6）9，4，12（10，3）－14，5，2－13 4 ・（8，15）11，16（7，1，6）9，4（10，3，12）－14－（5，2）－13

勝馬の
紹 介

メイショウヴォルガ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2017．4．23 京都5着

2014．4．25生 牡4鹿 母 マイラッキー 母母 エレクションスター 7戦2勝 賞金 15，400，000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 アイファーショコラ号

13092 5月13日 雨 不良 （30京都3）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

711 マイネルブロッケン 牡4青鹿57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B432＋ 21：51．4 2．0�

69 キングサムソン 牡6鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 482± 01：52．25 3．6�
712� マイアフェクション 牡4鹿 57 岩崎 翼五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 464± 01：52．51� 5．4�
33 � ウインプルミエ 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B450＋ 41：52．6� 22．7�
610 ライブリシュナイト 牡5鹿 57 高田 潤加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 490＋12 〃 クビ 132．3�
11 � コ エ レ 牡4黒鹿57 松山 弘平守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 468＋121：52．7クビ 23．6	
813 スズカチャレンジ 牡4鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 484＋ 8 〃 アタマ 43．1

58 � ワンダープレジール 牡6黒鹿57 松若 風馬山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか フクダファーム 456＋ 21：53．23 16．2�
45 アースシンフォニー 	6鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 480± 01：53．83� 19．8�
814 ラハトケレブ 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 486－101：54．33 24．7
57 � ニホンピロハニー 牝4栗 55 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 450＋ 21：54．51� 182．1�
46 トウカイクルーク 牝4黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人内村 正則氏 安田 翔伍 新冠 長浜牧場 444＋ 4 〃 ハナ 80．8�
22 クリノダイコクテン 牡7栃栗57 藤懸 貴志栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 484＋121：55．77 117．2�
34 � クリノアルハンブラ 牝5栗 55

52 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 谷 潔 青森 イズモリファーム 458＋ 21：58．9大差 166．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，023，100円 複勝： 44，378，200円 枠連： 14，987，700円
馬連： 60，552，400円 馬単： 34，855，000円 ワイド： 34，339，100円
3連複： 85，722，900円 3連単： 145，456，000円 計： 445，314，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（6－7） 270円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 170円 �� 200円 �� 300円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 1，030円

票 数

単勝票数 計 250231 的中 � 98615（1番人気）
複勝票数 計 443782 的中 � 220307（1番人気）� 63923（2番人気）� 57501（3番人気）
枠連票数 計 149877 的中 （6－7） 42777（1番人気）
馬連票数 計 605524 的中 �� 153619（1番人気）
馬単票数 計 348550 的中 �� 60704（1番人気）
ワイド票数 計 343391 的中 �� 57090（1番人気）�� 43156（2番人気）�� 24641（3番人気）
3連複票数 計 857229 的中 ��� 184578（1番人気）
3連単票数 計1454560 的中 ��� 102022（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．8―49．2―1：01．9―1：14．2―1：26．4―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．2
1
3

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

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

マイネルブロッケン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2016．6．19 阪神3着

2014．3．27生 牡4青鹿 母 マイネレーツェル 母母 ケイアイベール 23戦2勝 賞金 43，000，000円
〔その他〕 クリノアルハンブラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 クリノアルハンブラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年6月13日まで出走できない。



13093 5月13日 雨 不良 （30京都3）第8日 第9競走 ��
��2，400�

し ら か わ

白 川 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

78 グローブシアター 牡4黒鹿57 浜中 俊 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444＋ 82：36．9 4．5�
33 ヴ ィ ッ セ ン 牡7鹿 57 古川 吉洋 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋162：37．43 20．0�
11 ローデルバーン 牡5黒鹿57 水口 優也佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 B468－ 22：37．72 160．7�
89 メイショウカミシマ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 464＋122：37．8クビ 13．4�
66 シャインブライト 牡5芦 57 国分 優作了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 480± 02：38．22	 17．3	
55 プ レ ゼ ン ス 牡4黒鹿57 秋山真一郎 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－102：38．52 55．9

22 サトノシャーク 牡4鹿 57 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 524＋ 62：38．92	 13．4�
810
 スティルウォーター 牝5黒鹿55 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 418＋ 4 〃 クビ 6．1�
77 インヴィクタ 牡4黒鹿57 酒井 学佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480± 02：39．0	 3．4
44 サトノリュウガ 牡4鹿 57 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－ 6 （競走中止） 3．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，851，000円 複勝： 39，859，600円 枠連： 16，473，500円
馬連： 86，095，100円 馬単： 40，442，300円 ワイド： 44，150，500円
3連複： 106，928，500円 3連単： 176，403，200円 計： 547，203，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 500円 � 3，200円 枠 連（3－7） 2，320円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 6，870円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 10，130円 �� 20，210円

3 連 複 ��� 138，740円 3 連 単 ��� 541，910円

票 数

単勝票数 計 368510 的中 � 64641（3番人気）
複勝票数 計 398596 的中 � 60997（3番人気）� 19982（8番人気）� 2686（10番人気）
枠連票数 計 164735 的中 （3－7） 5481（8番人気）
馬連票数 計 860951 的中 �� 16150（18番人気）
馬単票数 計 404423 的中 �� 4415（30番人気）
ワイド票数 計 441505 的中 �� 7910（22番人気）�� 1109（38番人気）�� 554（43番人気）
3連複票数 計1069285 的中 ��� 578（102番人気）
3連単票数 計1764032 的中 ��� 236（503番人気）

ハロンタイム 12．9―12．5―12．9―14．0―13．8―13．5―14．2―13．4―12．7―12．7―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―25．4―38．3―52．3―1：06．1―1：19．6―1：33．8―1：47．2―1：59．9―2：12．6―2：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．0
1
3
・（8，9）（3，6，7）（1，4）5（2，10）・（8，9）7（3，6）2（1，5）4，10

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

勝馬の
紹 介

グローブシアター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．11．13 京都1着

2014．2．14生 牡4黒鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 9戦3勝 賞金 56，727，000円
〔競走中止〕 サトノリュウガ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

13094 5月13日 雨 不良 （30京都3）第8日 第10競走 ��
��1，600�

にしき

錦 ス テ ー ク ス
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，29．5．13以降30．5．6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 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
1：31．3
1：30．7

良
良

78 ワンダープチュック 牡4黒鹿54 岩崎 翼山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 502＋ 41：38．3 7．1�
44 ソーグリッタリング 牡4鹿 55 太宰 啓介 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 484＋ 8 〃 アタマ 5．0�
66 モ ア ナ 牝4青鹿53 荻野 琢真吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：38．83 11．1�
11 ブランドベルグ �6青鹿54 秋山真一郎 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 478＋ 41：39．01� 7．8�
33 	 セ セ リ 牡7栗 52 丹内 祐次冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 504－ 61：39．42� 80．8	
22 サ ロ ニ カ 牝4黒鹿53 松若 風馬吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438± 01：40．25 21．8

77 メイショウオワラ 牝4鹿 53 小牧 太松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 458＋141：41．58 6．8�
89 デンコウリキ 牡8黒鹿54 酒井 学田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 522＋101：43．9大差 32．4�
55 インビジブルレイズ 牡4鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 472－ 61：44．85 5．4
810 レ オ ナ ル ド 牡5鹿 55 松山 弘平ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 81：45．43� 3．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 42，388，000円 複勝： 55，447，400円 枠連： 18，442，700円
馬連： 112，411，400円 馬単： 46，723，500円 ワイド： 55，160，000円
3連複： 133，904，700円 3連単： 205，532，800円 計： 670，010，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 200円 � 180円 � 290円 枠 連（4－7） 820円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，180円 �� 780円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 30，530円

票 数

単勝票数 計 423880 的中 � 47204（5番人気）
複勝票数 計 554474 的中 � 72851（4番人気）� 90211（2番人気）� 43863（7番人気）
枠連票数 計 184427 的中 （4－7） 17423（2番人気）
馬連票数 計1124114 的中 �� 50029（7番人気）
馬単票数 計 467235 的中 �� 8777（18番人気）
ワイド票数 計 551600 的中 �� 21871（7番人気）�� 11610（20番人気）�� 18233（10番人気）
3連複票数 計1339047 的中 ��� 19993（26番人気）
3連単票数 計2055328 的中 ��� 4880（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―36．0―48．3―1：00．5―1：12．8―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 1，6（4，7）（5，8，9）10－3，2 4 1，6（4，7）（5，8）－3（2，9）－10

勝馬の
紹 介

ワンダープチュック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．9．18 阪神1着

2014．4．12生 牡4黒鹿 母 ウイングドキャット 母母 Winglet 16戦4勝 賞金 74，920，000円
〔制裁〕 ワンダープチュック号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デンコウリキ号・インビジブルレイズ号・レオナルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成30年6月13日まで平地競走に出走できない。

１レース目



13095 5月13日 雨 不良 （30京都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，29．5．13以降30．5．6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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

36 ウインムート 牡5青鹿56 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 504－ 21：22．7 7．7�
612 ブラゾンドゥリス 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 B504－16 〃 クビ 12．5�
12 キタサンサジン 牡6栗 56 太宰 啓介�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 538＋ 81：23．12� 35．2�
59 ゴーインググレート 牡8栗 53 高倉 稜田畑 利彦氏 北出 成人 新ひだか 片岡 博 490＋ 8 〃 クビ 101．6�
611 マッチレスヒーロー 牡7栗 55 荻野 極�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B486＋ 41：23．3� 10．8	
11 ワンミリオンス 牝5鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476＋ 1 〃 クビ 5．7

47 タガノエスプレッソ 牡6鹿 56 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋ 41：23．4� 14．6�
713 プレスティージオ 牡5栗 54 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 478± 01：23．5クビ 16．1�
48 ファッショニスタ 牝4鹿 53 松若 風馬ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 61：23．71	 2．8
815
 メイショウボンロク 牡7栗 54 岩崎 翼松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 506＋ 2 〃 ハナ 17．4�
816 エ ポ ッ ク 牡5黒鹿54 酒井 学吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 510＋ 6 〃 ハナ 8．8�
510 キクノストーム 牡9鹿 56 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 500－ 21：23．8� 27．0�
714 サクラエール 牡7黒鹿53 国分 優作�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 486－14 〃 クビ 203．6�
24 レーザーバレット 牡10鹿 57．5 秋山真一郎前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 486± 01：23．9クビ 76．4�
35 バ ン ズ ー ム 牡7鹿 55 �島 良太 �いとはんホール

ディングス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 アタマ 52．4�
23 トラキチシャチョウ 牡7鹿 54 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新冠 村上 欽哉 500－ 41：24．96 146．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，105，200円 複勝： 75，420，200円 枠連： 52，129，100円
馬連： 236，978，500円 馬単： 103，251，700円 ワイド： 105，792，900円
3連複： 337，250，200円 3連単： 473，635，600円 計： 1，442，563，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 370円 � 440円 � 890円 枠 連（3－6） 2，190円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 8，150円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 3，210円 �� 5，330円

3 連 複 ��� 46，820円 3 連 単 ��� 186，820円

票 数

単勝票数 計 581052 的中 � 59858（3番人気）
複勝票数 計 754202 的中 � 56914（5番人気）� 46670（7番人気）� 20561（11番人気）
枠連票数 計 521291 的中 （3－6） 18388（11番人気）
馬連票数 計2369785 的中 �� 40009（15番人気）
馬単票数 計1032517 的中 �� 9493（25番人気）
ワイド票数 計1057929 的中 �� 16550（18番人気）�� 8457（41番人気）�� 5049（57番人気）
3連複票数 計3372502 的中 ��� 5402（138番人気）
3連単票数 計4736356 的中 ��� 1838（549番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．9―46．8―58．7―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．9
3 2（6，12）（1，15）16（9，11，14）（7，13）（4，5）10，8，3 4 2（6，12）（1，16）（15，11，14）9（5，7，13）（4，10）（8，3）

勝馬の
紹 介

ウインムート �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．8．22 札幌1着

2013．3．21生 牡5青鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 23戦7勝 賞金 127，557，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 エポック号の騎手酒井学は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サングラス号
（非抽選馬） 2頭 トラスト号・マイネルバールマン号

13096 5月13日 雨 不良 （30京都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 10，500，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

22 クラウンルシフェル 牡7栗 57 酒井 学�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B486＋ 41：12．2 21．2�
11 キッズライトオン 牡6栗 57

54 ▲西村 淳也瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436＋ 81：12．51� 11．9�

69 トシストロング 牡7鹿 57 秋山真一郎上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 474－ 2 〃 ハナ 17．5�
34 ナムラアッパー 牡7鹿 57 松山 弘平奈村 信重氏 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B420－ 81：12．71	 36．1�
45 
 スペードクイーン 牝5栗 55 国分 恭介吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 470± 01：13．01� 5．5	
711 シルヴァーコード 牝6芦 55 丹内 祐次田上 雅春氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 480－ 41：13．21� 104．8

57 アグネスユーリヤ 牡6鹿 57 浜中 俊畑佐 博氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 ハナ 12．1�
712 グロワールシチー 牡4鹿 57 小牧 太 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 466＋ 2 〃 クビ 6．1�
46 クラウンアゲン 牝5青鹿55 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 444＋ 41：13．51� 15．9
814 ゲンパチケンシン 牡4芦 57

56 ☆荻野 極平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 476＋ 41：14．13� 9．7�
33 � シゲルノマオイ 牡6栗 57 古川 吉洋森中 蕃氏 武 英智 浦河 中村 雅明 492－ 6 〃 ハナ 47．9�
58 ユアスイスイ 牝4栗 55 松若 風馬ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484± 01：14．95 2．8�
813 シエルブラン 牝4栗 55 岩崎 翼金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 450＋ 41：15．21� 35．9�
610 ピ ナ ク ル ズ 5黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 B506＋ 41：15．73 27．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，295，700円 複勝： 67，092，200円 枠連： 34，574，000円
馬連： 145，348，800円 馬単： 59，506，300円 ワイド： 78，972，900円
3連複： 193，426，900円 3連単： 273，560，900円 計： 903，777，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 610円 � 340円 � 430円 枠 連（1－2） 13，840円

馬 連 �� 13，100円 馬 単 �� 28，370円

ワ イ ド �� 3，700円 �� 6，070円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 72，280円 3 連 単 ��� 483，730円

票 数

単勝票数 計 512957 的中 � 19270（9番人気）
複勝票数 計 670922 的中 � 27498（9番人気）� 54332（5番人気）� 40971（8番人気）
枠連票数 計 345740 的中 （1－2） 1935（31番人気）
馬連票数 計1453488 的中 �� 8598（44番人気）
馬単票数 計 595063 的中 �� 1573（89番人気）
ワイド票数 計 789729 的中 �� 5510（45番人気）�� 3327（60番人気）�� 7995（30番人気）
3連複票数 計1934269 的中 ��� 2007（185番人気）
3連単票数 計2735609 的中 ��� 410（1142番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．5―11．5―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．4―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンルシフェル �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2013．10．26 東京7着

2011．4．8生 牡7栗 母 サ ザ ン ベ ル 母母 タケノスピカ 23戦4勝 賞金 43，658，000円
〔その他〕 ピナクルズ号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

４レース目



（30京都3）第8日 5月13日（日曜日） 雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後重後不良
良後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 165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

219，110，000円
7，710，000円
17，140，000円
1，120，000円
23，090，000円
66，550，500円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
371，393，100円
492，870，800円
215，262，600円
973，230，500円
444，352，600円
530，661，300円
1，307，033，800円
1，892，686，000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 6，227，490，700円

総入場人員 15，728名 （有料入場人員 14，863名）
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