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13073 5月11日 晴 良 （1京都3） 第7日 第1競走 ��1，400�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
1：21．7
1：20．3

重
不良

24 ナガラスワロー 牝3栗 54 古川 吉洋長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 グラストレーニ
ングセンター 406＋ 61：25．3 20．6�

816 パラーティウム 牝3黒鹿54 松田 大作 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：25．83 1．9�
713 ラ イ ワ ル ツ 牝3鹿 54 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 460＋ 21：26．22� 7．6�
714 ホームアゲイン 牝3鹿 54 松若 風馬飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 426＋ 21：27．26 11．8�
48 ミルメルシー 牝3鹿 54 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 462－ 8 〃 ハナ 6．3	
510 ボナパルティズム 牝3栗 54 藤井勘一郎ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 61：27．3� 45．3

47 メイショウクサブエ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 486＋201：27．4� 76．4�
11 マラスキーノ 牝3鹿 54 B．アヴドゥラ 吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：27．93 14．9�

（豪）

59 トウケイストーム 牝3栗 54 太宰 啓介木村 信彦氏 池添 兼雄 新冠 村上牧場 440－ 81：28．0� 87．9
612 ビップナディア 牝3鹿 54 国分 優作鈴木 邦英氏 牧浦 充徳 平取 坂東牧場 418＋ 41：28．42� 104．6�
36 メイショウハクト 牝3鹿 54 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 508＋ 21：28．61� 211．9�
12 エ ラ ー ブ ル 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心大塚 亮一氏 小崎 憲 浦河 ディアレスト
クラブ 454＋ 21：28．7� 21．2�

815 エイシンホープ 牝3栗 54 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 442＋121：28．8� 9．3�
23 エスシーヴァローナ 牝3鹿 54 岩崎 翼工藤 圭司氏 西橋 豊治 新ひだか 沼田 照秋 484－ 61：29．11� 432．1�
611 アイカリトマナカ 牝3鹿 54 高倉 稜村田 能光氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 454－ 41：29．73� 262．9�
35 メルヘンステージ 牝3栗 54 藤岡 康太�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 486＋ 61：31．4大差 35．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，392，700円 複勝： 32，887，500円 枠連： 10，202，800円
馬連： 38，918，100円 馬単： 21，115，400円 ワイド： 31，458，800円
3連複： 63，120，000円 3連単： 75，525，400円 計： 292，620，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 270円 � 110円 � 160円 枠 連（2－8） 1，560円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，510円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 36，020円

票 数

単勝票数 計 193927 的中 � 7506（7番人気）
複勝票数 計 328875 的中 � 17999（6番人気）� 135134（1番人気）� 41558（2番人気）
枠連票数 計 102028 的中 （2－8） 5066（7番人気）
馬連票数 計 389181 的中 �� 15988（8番人気）
馬単票数 計 211154 的中 �� 2627（17番人気）
ワイド票数 計 314588 的中 �� 12298（7番人気）�� 4880（17番人気）�� 25333（2番人気）
3連複票数 計 631200 的中 ��� 14208（12番人気）
3連単票数 計 755254 的中 ��� 1520（117番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．8―12．2―12．2―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．9―47．1―59．3―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．2
3 16－（4，5）9（13，7，15）14（10，8）1－3，12（2，11）－6 4 16－4－13，9（7，15）（5，14，8）10，1－12，3－2，11，6

勝馬の
紹 介

ナガラスワロー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．12．16 阪神7着

2016．4．11生 牝3栗 母 アンティール 母母 キューバリブレ 6戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイカリトマナカ号・メルヘンステージ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

6月11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〕 エスシーヴァローナ号・アイカリトマナカ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月11日ま

で平地競走に出走できない。
※アイカリトマナカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13074 5月11日 晴 良 （1京都3） 第7日 第2競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

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＋ 21：12．6 8．0�

816 テイエムイブシギン 牡3芦 56 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 日高 佐々木 康治 B512＋ 2 （降着） 2．2�
12 メイショウロサン 牡3黒鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 472－ 21：13．23� 9．4�
59 スズカシニック 牡3鹿 56 川島 信二永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 真壁 信一 464－ 61：13．52 14．5�
611 ニホンピロコレール 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B468＋ 21：13．71� 14．1�
510 ワンダークラッシー 牡3鹿 56 川須 栄彦山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 454－ 6 〃 アタマ 6．0�
36 メイショウドウダン 牡3黒鹿56 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 438＋ 61：13．91� 98．5	
23 ブルベアヴェルデ 牡3黒鹿56 義 英真 
ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 谷口牧場 B460－ 41：14．0� 97．4�
714 ウ フ フ 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心内田 玄祥氏 牧田 和弥 新ひだか 藤沢牧場 486± 01：14．42� 27．6�
815 スズカビステー 牡3鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 伏木田牧場 438－ 61：14．93 41．8
48 オグリクロノス 牡3芦 56 森 一馬 DMMドリームクラブ
 松永 昌博 新冠 ヤマタケ牧場 448＋ 41：15．0� 69．5�
47 アンブシュール 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 422＋121：15．21� 146．3�
24 メモリーバリケード 牝3青鹿54 古川 吉洋
シンザンクラブ 斉藤 崇史 日高 下河辺牧場 388－ 81：15．41� 14．6�
612 ク レ イ ヴ 牡3黒鹿56 和田 竜二水上 行雄氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 81：15．61� 22．5�
35 ハトマークタイガー 牡3鹿 56 小坂 忠士山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 486 ―1：16．13 35．3�
713 モズソノママ 牡3鹿 56 藤井勘一郎 
キャピタル・システム 音無 秀孝 浦河 高昭牧場 506＋24 〃 クビ 26．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，056，400円 複勝： 33，742，000円 枠連： 12，959，900円
馬連： 43，672，800円 馬単： 22，106，800円 ワイド： 34，883，900円
3連複： 63，955，000円 3連単： 72，612，300円 計： 304，989，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 150円 � 120円 � 200円 枠 連（1－8） 490円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 340円 �� 640円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 13，680円

票 数

単勝票数 計 210564 的中 � 20838（3番人気）
複勝票数 計 337420 的中 � 54423（2番人気）� 90241（1番人気）� 34775（4番人気）
枠連票数 計 129599 的中 （1－8） 20363（1番人気）
馬連票数 計 436728 的中 �� 32236（3番人気）
馬単票数 計 221068 的中 �� 5601（8番人気）
ワイド票数 計 348839 的中 �� 27316（2番人気）�� 13073（5番人気）�� 20861（3番人気）
3連複票数 計 639550 的中 ��� 22092（3番人気）
3連単票数 計 726123 的中 ��� 3846（20番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．5―47．5―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．1
3 16（1，10，14）（2，4，13）11（3，8）（6，9，15）（5，7，12） 4 ・（16，1）14，10，2（4，13）（3，11）（8，15）（6，9）（5，7，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンマルベスト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．12．28 中山2着

2016．4．2生 牡3栗 母 ジョウノオーロラ 母母 ミヤビサクラコ 4戦1勝 賞金 8，550，000円
〔降着〕 テイエムイブシギン号は，1位〔タイム1分12秒6，2位との着差クビ〕に入線したが，決勝線手前で外側に斜行して

「サンマルベスト」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため2着に降着。
〔制裁〕 テイエムイブシギン号の騎手田中健は，決勝線手前で外側に斜行したたことについて令和元年5月18日から令和元年5月

26日まで騎乗停止。（被害馬：1番）
〔3走成績による出走制限〕 スズカビステー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月11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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アイカリトマナカ号・サウンドサムデイ号・サンライズグラン号

第３回 京都競馬 第７日



13075 5月11日 晴 良 （1京都3） 第7日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時55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
1：33．0
1：30．7

良
良

11 ディープサドラーズ 牡3鹿 56 北村 友一廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454＋ 41：34．2 3．4�
815 スリーカナロアー 牡3鹿 56 和田 竜二永井商事� 南井 克巳 平取 二風谷ファーム 510± 0 〃 クビ 1．5�
816 マ ー ニ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 444＋ 41：34．3� 33．4�
35 ガーデンガーデン 牝3黒鹿54 浜中 俊松島 千佳氏 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 460＋ 61：34．61� 21．8�
24 ダブルクラッチ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 470－ 41：34．7� 44．3	
36 エイシントキシラズ 牡3栗 56 岩田 康誠�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 518 ―1：35．01� 42．2

47 ランドリュウオー 牡3栗 56 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 442－ 2 〃 クビ 231．8�
714 パ ワ ー ロ ワ 牡3鹿 56 川須 栄彦�まの 大橋 勇樹 新冠 村上牧場 424＋ 81：35．1� 213．0�
817 キタサンブラウン 牡3栗 56 B．アヴドゥラ�大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 530＋ 41：35．2クビ 12．8

（豪）

12 フォワードプッシュ 牡3鹿 56
53 ▲三津谷隼人鈴木 正浩氏 伊藤 大士 新ひだか 静内フジカワ牧場 444－ 21：35．3� 355．4�

612 ノースカガヤキ 牝3黒鹿54 国分 優作�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 464 ―1：35．51� 186．2�
23 ゴッドポッシブル 牡3鹿 56 �島 良太中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 432＋ 6 〃 アタマ 181．8�
510 ワンダーボーイ 牡3黒鹿56 松若 風馬岡田 牧雄氏 長谷川浩大 新ひだか 岡田スタツド 470－ 81：35．6� 454．0�
48 メモリーブラック 牡3黒鹿56 古川 吉洋�シンザンクラブ 池添 学 浦河 谷川牧場 494＋ 41：35．7� 175．3�
713 ム ギ 牝3鹿 54 松山 弘平山下 良子氏 橋田 満 新冠 村上 欽哉 412－ 21：36．02 65．5�
611 ロードノエル 牡3鹿 56 藤岡 康太 �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 484－ 21：36．63� 18．3�
59 ブレイブバイオ 牡3鹿 56 中谷 雄太バイオ� 高橋 義忠 平取 坂東牧場 484± 01：38．7大差 290．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 23，327，700円 複勝： 101，154，300円 枠連： 11，474，100円
馬連： 44，102，600円 馬単： 29，962，300円 ワイド： 30，683，100円
3連複： 60，375，800円 3連単： 111，642，900円 計： 412，722，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 100円 � 270円 枠 連（1－8） 190円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 130円 �� 710円 �� 440円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 3，440円

票 数

単勝票数 計 233277 的中 � 53709（2番人気）
複勝票数 計1011543 的中 � 76563（2番人気）� 811033（1番人気）� 14983（6番人気）
枠連票数 計 114741 的中 （1－8） 44601（1番人気）
馬連票数 計 441026 的中 �� 187038（1番人気）
馬単票数 計 299623 的中 �� 41419（2番人気）
ワイド票数 計 306831 的中 �� 92146（1番人気）�� 7881（10番人気）�� 13525（5番人気）
3連複票数 計 603758 的中 ��� 52445（3番人気）
3連単票数 計1116429 的中 ��� 23525（8番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．3―12．1―12．1―12．1―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．0―34．3―46．4―58．5―1：10．6―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディープサドラーズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2018．10．21 京都5着

2016．2．9生 牡3鹿 母 メイキアシー 母母 Gwynn 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブレイブバイオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月11日まで平地競

走に出走できない。
※フォワードプッシュ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13076 5月11日 晴 良 （1京都3） 第7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
2：09．7
2：09．7

良
良

11 エレヴァルアスール 牡3黒鹿56 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B484－ 42：13．6 4．3�
77 グレートベースン 牡3青鹿56 川田 将雅桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 510＋ 82：14．02� 2．4�
66 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 458＋ 62：14．32 2．9�
55 ヒルノバーゼル 牡3鹿 56 幸 英明�ヒルノ 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B474＋ 22：14．51� 5．0�
44 マテラブレス 牡3栗 56 松山 弘平大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 村下 明博 490± 02：15．03 38．6	
89 ガ ル ラ バ ン 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 栄進牧場 512－ 42：16．38 78．3

22 ウインヴァモス 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人�ウイン 宮 徹 新ひだか 前田ファーム 456－102：16．83 69．9�
33 グランデラクール 牡3鹿 56 田中 健飯田 訓大氏 浜田多実雄 日高 加藤牧場 470－ 62：18．9大差 94．5�
88 ブラックファラオ 牡3青鹿56 川須 栄彦首藤 徳氏 村山 明 日高 高山牧場 490－ 42：19．21	 76．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 19，792，700円 複勝： 20，331，700円 枠連： 5，161，400円
馬連： 26，932，600円 馬単： 20，004，700円 ワイド： 17，036，600円
3連複： 36，989，900円 3連単： 95，178，600円 計： 241，428，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－7） 480円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 160円 �� 200円 �� 160円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 2，160円

票 数

単勝票数 計 197927 的中 � 36611（3番人気）
複勝票数 計 203317 的中 � 36362（3番人気）� 60102（1番人気）� 57328（2番人気）
枠連票数 計 51614 的中 （1－7） 8226（2番人気）
馬連票数 計 269326 的中 �� 54526（2番人気）
馬単票数 計 200047 的中 �� 16985（5番人気）
ワイド票数 計 170366 的中 �� 27250（2番人気）�� 19322（4番人気）�� 29424（1番人気）
3連複票数 計 369899 的中 ��� 81944（1番人気）
3連単票数 計 951786 的中 ��� 31899（9番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．0―12．8―12．6―12．2―11．7―12．1―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―37．0―49．8―1：02．4―1：14．6―1：26．3―1：38．4―1：50．0―2：01．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エレヴァルアスール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．7．21 中京3着

2016．5．5生 牡3黒鹿 母 エスピナアスール 母母 リメインフォレスト 8戦1勝 賞金 10，700，000円
〔その他〕 グランデラクール号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックファラオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月11日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 グランデラクール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年6月11日まで出走できない。



13077 5月11日 晴 良 （1京都3） 第7日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15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

33 タマモサンシーロ 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 504－ 21：53．6 7．5�
812 レシプロケイト 牡3栗 56 川田 将雅ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－ 4 〃 アタマ 2．9�
56 レイジングブレイズ 牡3栗 56 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 41：53．81� 5．7�
813 クリノオオクニヌシ 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 466＋ 41：53．9クビ 242．2�
69 タニノシェクハンド 牡3栗 56 松山 弘平谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 478＋ 61：54．53� 7．4	
45 サイモンオーキッド 牝3鹿 54 岩田 康誠澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 21：55．13� 11．0

68 タマモパスクワ 牡3鹿 56 国分 恭介タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 鹿嶋牧場 462－ 21：55．42 309．2�
710 クラウドスケープ 牡3黒鹿56 中谷 雄太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 470＋ 21：55．71	 3．1
57 ジ グ ソ ー 牡3鹿 56 国分 優作石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか タイヘイ牧場 482± 01：56．12� 60．1�
711 アテングローリー 牡3鹿 56 川島 信二玉置 潔氏 谷 潔 浦河 丸幸小林牧場 464± 01：57．710 59．0�
44 メイショウカクミチ 牡3鹿 56 田中 健松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 454± 01：58．55 205．6�
11 スズカジョーダン 牡3鹿 56 高倉 稜永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 日高 Wing Farm 478± 01：58．71� 355．8�
22 デルマグランパレ 牡3栗 56 和田 竜二浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 500－10 〃 ハナ 73．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，555，700円 複勝： 33，397，100円 枠連： 9，133，800円
馬連： 48，446，400円 馬単： 25，104，500円 ワイド： 32，982，300円
3連複： 62，451，300円 3連単： 87，334，700円 計： 325，405，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 170円 � 200円 枠 連（3－8） 1，080円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 580円 �� 830円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 16，610円

票 数

単勝票数 計 265557 的中 � 28095（5番人気）
複勝票数 計 333971 的中 � 39426（5番人気）� 57182（2番人気）� 42787（4番人気）
枠連票数 計 91338 的中 （3－8） 6523（5番人気）
馬連票数 計 484464 的中 �� 28110（6番人気）
馬単票数 計 251045 的中 �� 5916（15番人気）
ワイド票数 計 329823 的中 �� 14619（9番人気）�� 9813（13番人気）�� 18278（6番人気）
3連複票数 計 624513 的中 ��� 18310（11番人気）
3連単票数 計 873347 的中 ��� 3811（65番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―13．1―12．7―12．4―12．6―12．8―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．8―49．5―1：01．9―1：14．5―1：27．3―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．1
1
3
12，3（4，5，10）－8，13，7，9－11－6＝2，1・（12，3）10－5（8，9）－（13，6）（7，4）－11＝（2，1）

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

勝馬の
紹 介

タマモサンシーロ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．2．2 京都11着

2016．4．26生 牡3鹿 母 チャームドリーム 母母 ドリーミーアイ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカジョーダン号・デルマグランパレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元

年6月11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〕 スズカジョーダン号・メイショウカクミチ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月11日ま

で平地競走に出走できない。

13078 5月11日 晴 良 （1京都3） 第7日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

33 ヒルノダカール 牡3青鹿 56
53 ▲亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 512－142：00．0 5．6�

22 イノセントミューズ 牝3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 474＋142：00．1� 11．6�
11 ヒンドゥタイムズ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456＋ 22：00．2� 2．5�
77 ジョウショームード 牡3黒鹿56 秋山真一郎熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 442＋142：00．41� 22．7�
55 アーデントリー 牡3鹿 56 和田 竜二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 440－ 22：00．5� 14．4	
44 ダディーズトリップ 牡3青 56 松若 風馬田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 438＋ 22：00．92� 13．5

88 ラクローチェ 牡3鹿 56 幸 英明畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 462＋ 42：01．22 2．5�
66 	 ローズカラー 牝3青 54 岡田 祥嗣竹原 孝昭氏 作田 誠二 浦河 大柳ファーム 438－ 42：03．0大差 229．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，475，300円 複勝： 32，590，500円 枠連： 発売なし
馬連： 49，273，800円 馬単： 30，880，300円 ワイド： 29，900，800円
3連複： 55，811，700円 3連単： 125，609，700円 計： 357，542，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 230円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 670円 �� 300円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 12，450円

票 数

単勝票数 計 334753 的中 � 47202（3番人気）
複勝票数 計 325905 的中 � 37996（3番人気）� 25146（5番人気）� 119966（1番人気）
馬連票数 計 492738 的中 �� 15239（11番人気）
馬単票数 計 308803 的中 �� 5080（19番人気）
ワイド票数 計 299008 的中 �� 10576（12番人気）�� 28190（2番人気）�� 17019（5番人気）
3連複票数 計 558117 的中 ��� 26627（6番人気）
3連単票数 計1256097 的中 ��� 7313（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．9―49．3―1：01．9―1：14．2―1：25．8―1：37．1―1：48．2

コーナー
通過順位

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

2
4

・（3，4）（2，1）8，5，7，6・（4，3）1（2，5，8）7＝6
勝馬の
紹 介

ヒルノダカール 
�
父 ヴィクトワールピサ 

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2018．11．3 京都3着

2016．2．3生 牡3青鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 5戦2勝 賞金 14，000，000円
〔制裁〕 イノセントミューズ号の騎手北村友一は，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100，000円。（被害馬：5番）



13079 5月11日 晴 良 （1京都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

813� マジックバローズ 牡4鹿 57 川田 将雅猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 450－ 41：34．1 2．5�
69 ヤマニンルネッタ 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448＋ 21：34．2	 164．4�

33 プリヴェット 牝4鹿 55 和田 竜二下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 482＋ 21：34．41 18．5�
11 ロードイヒラニ 牡4青鹿57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 468－ 21：34．61
 5．3�
46 シゲルホウレンソウ 牡4栗 57 松若 風馬森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 510＋16 〃 アタマ 60．7	
814 デクレアラー 牡4栗 57 藤岡 康太�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 2 〃 アタマ 10．6

45 スズカフェラリー 牝4鹿 55 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 420＋ 81：34．7� 18．6�
57 サンマルジョイ 牝4栗 55 古川 吉洋相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 472－ 1 〃 ハナ 227．2�
34 トウカイシュテルン 牝5鹿 55 国分 優作内村 正則氏 坂口 智康 新冠 長浜牧場 486－ 41：34．91 32．7
712 ステラローザ 牝4鹿 55 B．アヴドゥラホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B454＋ 2 〃 クビ 21．3�

（豪）

22 ド ゥ オ ー モ 牡6鹿 57 藤岡 佑介広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 484＋ 6 〃 アタマ 2．9�
58 � ナリタブルー 牡4栗 57 高倉 稜�オースミ 坂口 智康 浦河 大北牧場 464＋ 41：35．11 180．4�
610 レンジャックマン 牡5鹿 57 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 452＋ 21：35．41� 213．5�
711 フ ォ ン ス 牡6黒鹿57 浜中 俊ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B476＋ 41：35．61
 56．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，732，700円 複勝： 37，807，100円 枠連： 14，375，700円
馬連： 58，089，300円 馬単： 30，839，700円 ワイド： 37，294，600円
3連複： 77，888，400円 3連単： 111，127，500円 計： 399，155，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 1，830円 � 360円 枠 連（6－8） 5，740円

馬 連 �� 22，440円 馬 単 �� 28，690円

ワ イ ド �� 5，250円 �� 810円 �� 17，860円

3 連 複 ��� 115，670円 3 連 単 ��� 447，590円

票 数

単勝票数 計 317327 的中 � 97720（1番人気）
複勝票数 計 378071 的中 � 105482（1番人気）� 3749（11番人気）� 22748（5番人気）
枠連票数 計 143757 的中 （6－8） 1940（16番人気）
馬連票数 計 580893 的中 �� 2006（34番人気）
馬単票数 計 308397 的中 �� 806（58番人気）
ワイド票数 計 372946 的中 �� 1786（34番人気）�� 12591（7番人気）�� 520（64番人気）
3連複票数 計 778884 的中 ��� 505（138番人気）
3連単票数 計1111275 的中 ��� 180（619番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．9―12．4―12．1―11．3―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．8―47．2―59．3―1：10．6―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マジックバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rahy

2015．5．14生 牡4鹿 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif 8戦1勝 賞金 16，550，000円
初出走 JRA

※ステラローザ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13080 5月11日 晴 良 （1京都3） 第7日 第8競走 ��3，930�第21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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード4：21．6良

77 シゲルヒノクニ 牡7栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 粕谷 昌央 浦河 中村 雅明 490－ 64：32．2 50．3�
11 ピエナクルーズ 牡6鹿 60 西谷 誠本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 462＋ 24：32．3� 11．0�
22 メイショウタンヅツ 牡5鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 464－ 44：32．51� 11．8�
44 タマモプラネット 牡9芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 506＋ 24：33．88 1．4�
33 アズマタックン 牡6青鹿60 熊沢 重文東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 518± 04：33．9クビ 6．4�
66 サムライフォンテン 牡6黒鹿60 上野 翔吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 482－ 24：36．0大差 201．0	
55 ウインレーベン 牡8青鹿60 黒岩 悠�ウイン 長谷川浩大 日高 モリナガファーム 474－ 44：38．9大差 52．4

810 キークラッカー 牡6鹿 60 石神 深一北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 520－284：40．49 9．4�
78 メイショウゴウキ �5黒鹿60 平沢 健治松本 和子氏 上村 洋行 安平 	橋本牧場 488－ 2 （競走中止） 14．3�
89 パッシングブリーズ 牡8鹿 60 難波 剛健三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 490－ 4 （競走中止） 35．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，822，700円 複勝： 74，800，500円 枠連： 11，324，900円
馬連： 50，393，600円 馬単： 36，000，700円 ワイド： 35，733，900円
3連複： 83，089，900円 3連単： 180，207，700円 計： 504，373，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，030円 複 勝 � 2，220円 � 750円 � 540円 枠 連（1－7） 4，210円

馬 連 �� 24，310円 馬 単 �� 72，970円

ワ イ ド �� 4，390円 �� 3，730円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 44，160円 3 連 単 ��� 613，380円

票 数

単勝票数 計 328227 的中 � 5213（8番人気）
複勝票数 計 748005 的中 � 8400（9番人気）� 26555（6番人気）� 38495（3番人気）
枠連票数 計 113249 的中 （1－7） 2084（15番人気）
馬連票数 計 503936 的中 �� 1606（34番人気）
馬単票数 計 360007 的中 �� 370（69番人気）
ワイド票数 計 357339 的中 �� 2059（33番人気）�� 2432（31番人気）�� 8965（13番人気）
3連複票数 計 830899 的中 ��� 1411（75番人気）
3連単票数 計1802077 的中 ��� 213（473番人気）
上り 1マイル 1：52．3 4F 54．6－3F 40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
4＝5＝1（7，3）＝2－6＝10
4＝7－（1，3）5，2＝6＝10

�
�
4＝5＝（1，3）7＝2－6＝10
4，7－1，2－3＝5＝6＝10

勝馬の
紹 介

シゲルヒノクニ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2014．9．21 阪神16着

2012．5．12生 牡7栗 母 シゲルウエンセン 母母 ジョイフルステージ 障害：28戦2勝 賞金 79，373，000円
〔競走中止〕 メイショウゴウキ号は，9号障害〔バンケット〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

パッシングブリーズ号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯不全断裂〕を発症したため2周目1号障害〔いけ垣〕手前で競走
中止。

〔制裁〕 シゲルヒノクニ号の騎手植野貴也は，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50，000円。（被害馬：1番）



13081 5月11日 晴 良 （1京都3） 第7日 第9競走 ��
��1，400�あ や め 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

56 ケイアイサクソニー 牡3鹿 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 488－ 41：21．5 6．6�
79 レッドベレーザ 牝3鹿 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 410－121：21．6� 6．0�
68 グッドレイズ 牡3栗 56 幸 英明杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 486＋ 4 〃 クビ 4．3�
811 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＋ 2 〃 ハナ 4．2�
55 メリーメーキング 牡3黒鹿56 藤井勘一郎前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 460＋ 21：21．7クビ 9．3�
44 ウォーターエデン 牝3鹿 54 和田 竜二山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 472± 0 〃 クビ 25．3	
33 コパノマーティン 牡3黒鹿56 国分 恭介小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 490＋ 41：21．91 24．0

67 メイショウオニテ 牡3青鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 450＋ 2 〃 ハナ 12．1�
22 ウォーターブレイク 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 41：22．21� 7．8�
812	 マイネルエイブ 牡3鹿 56 B．アヴドゥラ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 米 Robert B.

Trussell Jr. 494＋ 81：22．41� 34．2
（豪）

11 タイガーアチーヴ 牡3鹿 56 松山 弘平伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 
川 啓一 456＋ 41：22．61� 28．9�
710 ハクユウフライヤー 牡3芦 56 川須 栄彦 �H.Iコーポレーション 村山 明 新冠 オリエント牧場 B438－ 81：22．81� 257．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，131，000円 複勝： 49，659，500円 枠連： 16，741，400円
馬連： 85，649，800円 馬単： 36，563，200円 ワイド： 51，061，300円
3連複： 110，169，500円 3連単： 139，146，700円 計： 521，122，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 260円 � 230円 � 160円 枠 連（5－7） 1，420円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 5，790円

ワ イ ド �� 910円 �� 560円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 26，800円

票 数

単勝票数 計 321310 的中 � 38893（4番人気）
複勝票数 計 496595 的中 � 44999（6番人気）� 53088（3番人気）� 93516（2番人気）
枠連票数 計 167414 的中 （5－7） 9091（7番人気）
馬連票数 計 856498 的中 �� 23615（12番人気）
馬単票数 計 365632 的中 �� 4731（26番人気）
ワイド票数 計 510613 的中 �� 13860（12番人気）�� 23673（3番人気）�� 22610（4番人気）
3連複票数 計1101695 的中 ��� 23332（7番人気）
3連単票数 計1391467 的中 ��� 3764（90番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．7―11．6―11．4―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―35．8―47．4―58．8―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイサクソニー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．12．2 中京14着

2016．4．17生 牡3鹿 母 ケイアイウィルゴー 母母 ケイアイギャラリー 9戦2勝 賞金 20，701，000円
※マイネルエイブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13082 5月11日 晴 良 （1京都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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

24 サマーサプライズ 牡5鹿 57 和田 竜二吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 474－ 41：58．5 8．5�
59 キーフラッシュ 牡4栗 57 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 478－10 〃 クビ 8．6�
23 � ア ニ エ ー ゼ 牝4鹿 55 国分 恭介�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 460＋101：58．82 38．5�
35 ブリーズスズカ 牡6青鹿57 太宰 啓介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462± 01：59．01	 57．5�
47 
 ウインフォルティス 牡4鹿 57 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 21：59．32 15．8�
12 サザンブリーズ 牡5鹿 57 松若 風馬林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 530± 0 〃 ハナ 10．4	
36 ワンダーウマス 牡5鹿 57 B．アヴドゥラ 山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 492＋ 81：59．4� 3．8


（豪）

714 ランドジュピター 牡5鹿 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 460＋ 21：59．5� 4．2�
713 オーケストラ 牡4鹿 57 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B492± 01：59．6� 5．3�
612 シゲルマツタケ 牝4栗 55 義 英真森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 444＋ 62：00．02� 61．1
510 ライトオブピース 牡5鹿 57 北村 友一前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 42：00．21	 39．6�
611 ケンシュナウザー 牡5栗 57 古川 吉洋中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 480＋ 62：00．41	 91．6�
48 
 トーホウリーガル 牡6青鹿57 島 良太東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 532± 02：00．5クビ 139．7�
816 ギ ラ ー ミ ン �4栗 57 松田 大作谷 賢臣氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 492－ 82：00．81� 44．5�
815 マンハッタンロック 牡5鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 2 （競走中止） 18．5�
（15頭）

11 マイネルブロッケン 牡5青鹿57 川田 将雅 �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－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，503，600円 複勝： 49，192，800円 枠連： 34，181，000円
馬連： 79，327，300円 馬単： 29，639，500円 ワイド： 49，490，800円
3連複： 95，572，500円 3連単： 107，402，000円 計： 477，309，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 310円 � 300円 � 1，190円 枠 連（2－5） 2，520円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 4，600円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 33，030円 3 連 単 ��� 144，190円

票 数

単勝票数 差引計 325036（返還計 51125） 的中 � 30254（4番人気）
複勝票数 差引計 491928（返還計 66578） 的中 � 44390（5番人気）� 45932（4番人気）� 9353（10番人気）
枠連票数 差引計 341810（返還計 6233） 的中 （2－5） 10502（13番人気）
馬連票数 差引計 793273（返還計264176） 的中 �� 21569（13番人気）
馬単票数 差引計 296395（返還計 94264） 的中 �� 4084（22番人気）
ワイド票数 差引計 494908（返還計126196） 的中 �� 12701（13番人気）�� 2716（43番人気）�� 3000（41番人気）
3連複票数 差引計 955725（返還計537994） 的中 ��� 2170（99番人気）
3連単票数 差引計1074020（返還計614389） 的中 ��� 540（430番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．4―30．2―43．0―55．8―1：08．6―1：21．0―1：33．4―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
4，12－（9，16）（3，7，13）10（5，8）（2，6，14）－11
4，12，9，16（3，13）（5，7，10）（2，6，14）8，11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サマーサプライズ �
�
父 サマーバード �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．7．16 中京2着

2014．4．22生 牡5鹿 母 サウンドアリュール 母母 オ ル ビ タ ル 24戦3勝 賞金 50，649，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 マイネルブロッケン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 マンハッタンロック号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キングフォルテ号・グーテンターク号・スペクター号・タマモカトレア号・テイエムオスカー号
（非抽選馬） 2頭 カリーニョミノル号・ドライバーズハイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



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

みやこおおじ

都大路ステークス（Ｌ）
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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

33 ソーグリッタリング 牡5鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 488＋ 41：44．6 3．5�
55 テリトーリアル 牡5栗 56 岩田 康誠ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482± 01：44．91	 7．9�
78 エイシンティンクル 牝6芦 54 和田 竜二�栄進堂 上村 洋行 新ひだか 木田牧場 500＋12 〃 クビ 7．0�
22 ベステンダンク 牡7栗 57 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 514＋ 41：45．11
 34．7�
44 ヒーズインラブ 牡6鹿 58 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 526－ 21：45．31 10．7	
810 サンマルティン �7栗 58 B．アヴドゥラ �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：45．4� 8．2


（豪）

67 サトノフェイバー 牡4黒鹿56 秋山真一郎 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 512－ 4 〃 クビ 2．9�
11  スズカディープ �7青鹿56 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B422＋ 21：45．82� 178．7�
66 ブラックバゴ 牡7黒鹿57 幸 英明 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 520－ 41：46．43� 13．7
79 ミライヘノツバサ 牡6芦 56 藤岡 佑介三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 504＋ 8 〃 ハナ 28．3�
811 カレンラストショー 牡7栗 56 北村 友一鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 438－121：48．4大差 181．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 67，396，700円 複勝： 76，126，600円 枠連： 29，106，300円
馬連： 199，683，100円 馬単： 78，972，300円 ワイド： 92，132，700円
3連複： 249，439，900円 3連単： 391，791，500円 計： 1，184，649，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 180円 � 210円 枠 連（3－5） 1，250円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 340円 �� 520円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 10，990円

票 数

単勝票数 計 673967 的中 � 150692（2番人気）
複勝票数 計 761266 的中 � 178797（1番人気）� 99581（3番人気）� 80283（4番人気）
枠連票数 計 291063 的中 （3－5） 17903（6番人気）
馬連票数 計1996831 的中 �� 131951（4番人気）
馬単票数 計 789723 的中 �� 31719（5番人気）
ワイド票数 計 921327 的中 �� 75922（2番人気）�� 44369（5番人気）�� 26014（12番人気）
3連複票数 計2494399 的中 ��� 80422（6番人気）
3連単票数 計3917915 的中 ��� 25829（27番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．6―11．8―11．6―11．3―11．3―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．3―34．9―46．7―58．3―1：09．6―1：20．9―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．0
3 8－7（2，9）5－3－1，4，10，6＝11 4 8－7（2，9）（5，3）－（1，4）10，6＝11

勝馬の
紹 介

ソーグリッタリング �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．24 中京4着

2014．2．19生 牡5鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 19戦7勝 賞金 143，729，000円
〔騎手変更〕 ソーグリッタリング号の騎手浜中俊は，第10競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
〔制裁〕 サンマルティン号の騎手B．アヴドゥラは，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：4番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13084 5月11日 晴 良 （1京都3） 第7日 第12競走 ��
��1，200�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 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
1：09．1
1：08．7

重
重

59 � ジャスパーウィン 牡4栗 57 B．アヴドゥラ 加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift
Farm LLC 498＋161：11．3 4．7�

（豪）

713 ジ オ ラ マ 牡6栗 57 藤岡 康太�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 528－ 41：11．83 16．2�
23 タガノプレトリア 牡4鹿 57 岩田 康誠八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 21：11．9	 6．9�
714 スナークライデン 牡5芦 57 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 482－ 6 〃 クビ 110．5�
815 メイショウキタグニ 牡4黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 478－ 4 〃 クビ 13．8�
48 スマートアルタイル 牡4栗 57 川田 将雅大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 462－ 61：12．0
 3．4	
35 メイショウジーク 牡5鹿 57 藤岡 佑介松本 好
氏 坂口 智康 浦河 赤田牧場 484＋ 41：12．1
 8．3�
611 タマモコーラス 牝5黒鹿 55

52 ▲亀田 温心タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 456－ 21：12．2クビ 39．5�
12 ソリストサンダー 牡4黒鹿57 高倉 稜村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 474－ 4 〃 ハナ 7．8
816 ナイトスプライト 牝4栗 55 松若 風馬 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 472＋ 4 〃 クビ 59．9�
510 ミスティック 牝4黒鹿55 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 450－ 81：12．3クビ 57．4�
47 アッティーヴォ 牡5栗 57 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 442＋ 21：12．4
 24．5�
11 ボクノナオミ 牝7鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：12．61 50．3�
36 ファビラスヒーロー �6芦 57 国分 恭介吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 488＋ 61：12．7
 143．1�
612 ナムラムート 牡5栗 57 秋山真一郎奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 496－ 21：13．02 15．8�
24 � セルバンテスカズマ 牡6黒鹿57 藤井勘一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 534－ 41：13．1	 48．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，525，300円 複勝： 77，037，600円 枠連： 29，450，400円
馬連： 132，100，100円 馬単： 52，244，100円 ワイド： 91，559，200円
3連複： 197，792，800円 3連単： 228，308，200円 計： 860，017，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 330円 � 220円 枠 連（5－7） 3，160円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 790円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 7，730円 3 連 単 ��� 44，630円

票 数

単勝票数 計 515253 的中 � 87248（2番人気）
複勝票数 計 770376 的中 � 94143（3番人気）� 54224（7番人気）� 98645（2番人気）
枠連票数 計 294504 的中 （5－7） 7204（17番人気）
馬連票数 計1321001 的中 �� 27790（13番人気）
馬単票数 計 522441 的中 �� 6542（19番人気）
ワイド票数 計 915592 的中 �� 17849（14番人気）�� 30390（6番人気）�� 19846（10番人気）
3連複票数 計1977928 的中 ��� 19186（21番人気）
3連単票数 計2283082 的中 ��� 3708（119番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．6―12．0―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．5―46．5―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャスパーウィン �
�
父 Jimmy Creed �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．4 東京5着

2015．3．7生 牡4栗 母 Chick Flick 母母 Not Enough Time 14戦3勝 賞金 38，555，000円
〔騎手変更〕 セルバンテスカズマ号の騎手浜中俊は，第10競走での落馬負傷のため藤井勘一郎に変更。
※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。
（非抽選馬） 3頭 アグネスエーデル号・ショウナンカイドウ号・ロングベスト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（1京都3）第7日 5月11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 157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

270，620，000円
2，590，000円
18，070，000円
1，850，000円
29，970，000円
64，339，000円
4，938，000円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
391，712，500円
618，727，200円
184，111，700円
856，589，500円
413，433，500円
534，218，000円
1，156，656，700円
1，725，887，200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 5，881，336，300円

総入場人員 15，793名 （有料入場人員 15，017名）
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