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13085 5月12日 晴 良 （1京都3） 第8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）

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

713 メイショウハート 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好�氏 中内田充正 新冠 タニグチ牧場 480＋ 21：25．5 3．2�
35 ナムラシェパード 牡3鹿 56 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 472＋ 41：25．6� 4．2�
815 フォリオール 牡3栗 56 松若 風馬程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B530＋ 21：26．34 3．3�
816 オンワードセルフ 牡3鹿 56 松山 弘平樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 484－ 21：26．4� 7．4�
24 ブレーンクロー 牡3栗 56 藤井勘一郎藤井聡一郎氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 21：26．71� 11．6�
48 ウェイクール 牡3鹿 56 国分 優作 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 日高 山際 辰夫 514－ 81：27．12� 20．8

12 エイユーラトゥール 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗笹部 義則氏 藤沢 則雄 様似 富田 恭司 450＋161：27．31� 256．5�
612 ナリタエストレジャ 牡3栗 56 古川 吉洋	オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム B402± 01：27．4� 183．6�
510 ピエナガウディ 牡3黒鹿56 太宰 啓介本谷 兼三氏 奥村 豊 日高 株式会社

ケイズ 444－ 21：27．5� 105．0
611 ジャングルランブル 牡3鹿 56 浜中 俊 	カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新ひだか 田中 裕之 482± 01：27．81� 65．2�
36 メイショウクラマ 牡3鹿 56 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 高昭牧場 478－ 21：27．9� 33．5�
23 テイエムメデタシ 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 日高テイエム
牧場株式会社 432± 01：28．11� 46．7�

714 サクラトップハロー 牡3黒鹿56 酒井 学	トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 436＋ 61：28．31� 76．1�
59 ナリノパートナー 	3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人成塚 清志氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 446 ―1：29．15 200．3�
11 モズヘラクレス 牡3鹿 56 高倉 稜 	キャピタル・システム 清水 久詞 浦河 宮内牧場 532± 01：29．2クビ 89．6�
47 クロノスコープ 牡3黒鹿56 和田 竜二水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 494 ―1：31．2大差 38．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，030，600円 複勝： 29，424，100円 枠連： 10，138，900円
馬連： 42，310，200円 馬単： 21，910，600円 ワイド： 29，813，200円
3連複： 69，624，300円 3連単： 85，407，400円 計： 305，659，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（3－7） 610円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 210円 �� 180円 �� 270円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 2，800円

票 数

単勝票数 計 170306 的中 � 41958（1番人気）
複勝票数 計 294241 的中 � 72529（2番人気）� 45784（3番人気）� 75500（1番人気）
枠連票数 計 101389 的中 （3－7） 12854（3番人気）
馬連票数 計 423102 的中 �� 52310（2番人気）
馬単票数 計 219106 的中 �� 13358（3番人気）
ワイド票数 計 298132 的中 �� 35727（2番人気）�� 45096（1番人気）�� 25143（3番人気）
3連複票数 計 696243 的中 ��� 92974（1番人気）
3連単票数 計 854074 的中 ��� 22061（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．3―47．3―59．3―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウハート �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．2 阪神4着

2016．2．28生 牡3鹿 母 デビルインマインド 母母 シーキングロイヤル 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クロノスコープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月12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〕 サクラトップハロー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月12日まで平地競走に出走

できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブルベアブロンゾ号
（非抽選馬） 1頭 サンライズエール号

13086 5月12日 晴 良 （1京都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

45 スズカブランコ 牡3栗 56 古川 吉洋永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 442－ 41：54．6 4．9�
56 トップノッチ 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人山口 裕介氏 中竹 和也 浦河 富塚ファーム 488＋22 〃 クビ 58．4�
69 オ ー マ オ 牡3栗 56 松山 弘平吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 436－ 81：55．02� 3．6�
68 マサハヤブリュッヘ 牡3芦 56

53 ▲亀田 温心中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 458－ 61：55．21� 97．5�
812 メイショウハナモリ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 504－ 81：55．3クビ 7．5�
710 トーアコルレオーネ 牡3鹿 56 国分 恭介高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 430－ 2 〃 クビ 108．7	
11 ヘルムヴィーゲ 牝3栗 54 和田 竜二ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 小島牧場 458＋ 41：55．4� 13．8

44 グッドヴィジョン 牝3栗 54 田中 健 IHR 佐々木晶三 新ひだか 仲野牧場 508＋ 21：55．5� 9．0�
33 ヨ イ タ ビ ヲ 牡3鹿 56 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 490＋ 41：55．7� 157．5�
813 マコトエイル 牝3黒鹿54 松田 大作�ディアマント 寺島 良 日高 ヤナガワ牧場 478± 01：55．8� 12．7
711 ル ノ ワ ー ル 牡3栗 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 岡田牧場 500＋ 61：56．97 3．1�
57 タガノサルバドル 牡3鹿 56 高倉 稜八木 良司氏 宮本 博 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484＋241：57．22 105．1�
22 ショーギーニ 牡3栗 56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 日高 オリオンファーム 502－141：57．73 183．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，264，400円 複勝： 17，554，000円 枠連： 7，544，700円
馬連： 35，858，200円 馬単： 18，351，800円 ワイド： 21，600，300円
3連複： 47，577，200円 3連単： 62，129，700円 計： 225，880，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 910円 � 150円 枠 連（4－5） 4，760円

馬 連 �� 23，630円 馬 単 �� 23，520円

ワ イ ド �� 3，730円 �� 440円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 22，320円 3 連 単 ��� 194，990円

票 数

単勝票数 計 152644 的中 � 24746（3番人気）
複勝票数 計 175540 的中 � 37260（2番人気）� 3212（8番人気）� 34001（3番人気）
枠連票数 計 75447 的中 （4－5） 1227（13番人気）
馬連票数 計 358582 的中 �� 1176（33番人気）
馬単票数 計 183518 的中 �� 585（48番人気）
ワイド票数 計 216003 的中 �� 1404（28番人気）�� 13852（4番人気）�� 1699（24番人気）
3連複票数 計 475772 的中 ��� 1598（49番人気）
3連単票数 計 621297 的中 ��� 231（342番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．2―49．2―1：02．6―1：15．3―1：28．0―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
4，6－5－（2，12，13）（3，9）－（7，10）8－11，1・（4，6）－5，12（2，3）（13，9，11）（10，8）－1，7

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

勝馬の
紹 介

スズカブランコ �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．4．21 福島4着

2016．5．5生 牡3栗 母 アドマイヤパンチ 母母 ロイヤルカード 2戦1勝 賞金 5，750，000円
〔3走成績による出走制限〕 ショーギーニ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月12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12日 晴 良 （1京都3） 第8日 第3競走 ��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

710 モアナアネラ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420＋ 22：00．8 7．1�
811 ランランウイング 牝3黒鹿54 松山 弘平�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 454± 02：01．33 3．2�
22 ミカエリビジン 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 奥村 豊 新ひだか 幌村牧場 448± 02：01．4� 2．5�
79 フェータルイヴ 牝3黒鹿54 池添 謙一兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 420＋ 22：01．5� 5．1�
56 コ ル ネ ッ ト 牝3鹿 54 和田 竜二 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 410＋10 〃 クビ 8．1	
812 メ ル テ ー ル 牝3芦 54 高倉 稜中辻 明氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 484－102：01．6� 22．4

11 スズカシビル 牝3鹿 54 藤井勘一郎永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 460－142：01．81� 58．1�
68 モズアンジェラ 牝3鹿 54 松若 風馬 �キャピタル・システム 西村 真幸 千歳 社台ファーム 434＋ 42：02．01� 97．3�
33 ラジュンジェレ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 388－ 82：02．31� 228．0
55 ツーエムベリンダ 牝3鹿 54 酒井 学水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 450－ 82：02．4� 280．3�
67 タガノスピカ 牝3鹿 54 国分 優作八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 22：03．46 154．7�
44 ビ ー ジ ー ナ 牝3鹿 54 国分 恭介馬場 祥晃氏 牧田 和弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋102：04．14 156．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，320，300円 複勝： 26，787，300円 枠連： 9，997，500円
馬連： 40，391，200円 馬単： 24，325，400円 ワイド： 27，116，300円
3連複： 54，772，700円 3連単： 85，781，100円 計： 293，491，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 160円 � 130円 � 130円 枠 連（7－8） 440円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 370円 �� 350円 �� 220円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 8，690円

票 数

単勝票数 計 243203 的中 � 27362（4番人気）
複勝票数 計 267873 的中 � 34469（4番人気）� 59587（1番人気）� 59242（2番人気）
枠連票数 計 99975 的中 （7－8） 17427（2番人気）
馬連票数 計 403912 的中 �� 29177（5番人気）
馬単票数 計 243254 的中 �� 7229（12番人気）
ワイド票数 計 271163 的中 �� 17666（6番人気）�� 18591（5番人気）�� 34264（1番人気）
3連複票数 計 547727 的中 ��� 45713（3番人気）
3連単票数 計 857811 的中 ��� 7150（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―25．0―37．6―50．1―1：02．5―1：14．4―1：26．1―1：37．5―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モアナアネラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．11．4 京都4着

2016．2．15生 牝3黒鹿 母 ジェンティルドンナ 母母 ドナブリーニ 5戦1勝 賞金 7，900，000円
〔3走成績による出走制限〕 ラジュンジェレ号・タガノスピカ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月12日まで平地

競走に出走できない。

13088 5月12日 晴 良 （1京都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

68 ジュンサロベツ 牝3黒鹿54 藤岡 康太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－141：48．1 14．1�
710 シルヴァーソニック 牡3芦 56 B．アヴドゥラ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 442－ 4 〃 アタマ 1．5�

（豪）

11 プレイリードリーム 牡3鹿 56 国分 恭介田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 462－101：48．31� 266．8�
45 マーガレットリバー 牡3鹿 56 酒井 学�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 504－ 21：48．51 17．2�
44 メイショウテッペキ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤沢牧場 514± 01：48．6� 32．2	
813 ラハイナヌーン 牝3黒鹿54 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか タイヘイ牧場 442＋101：48．81 8．2

56 トモノヘイヘイ 牝3黒鹿54 中井 裕二共田 義夫氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 442± 01：49．01	 106．8�
33 エールジョリー 牝3鹿 54 松若 風馬佐伯由加理氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 428－ 4 〃 ハナ 405．1�
57 ア サ ケ ボ ス 牡3栗 56 川須 栄彦大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田ファーム 452± 01：49．21� 543．4
22 
 レーヴナイト 牡3栗 56 小牧 太 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 愛 Barron-

stown Stud 498＋101：49．51� 163．8�
812
 オーケーブロッサム 牝3青 54 松山 弘平小野 建氏 奥村 豊 米 Orpendale

& Chelston 496 ―1：49．6	 6．1�
69 サトノライジン 牡3黒鹿56 和田 竜二 �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＋10 〃 クビ 9．3�
711 ノボリダーウィン 牡3芦 56 岡田 祥嗣原田 豊氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 446－ 61：50．02	 94．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，857，800円 複勝： 114，221，500円 枠連： 11，657，900円
馬連： 43，456，100円 馬単： 32，561，200円 ワイド： 31，772，200円
3連複： 61，607，900円 3連単： 126，622，500円 計： 453，757，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 260円 � 110円 � 2，700円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 390円 �� 7，760円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 53，720円 3 連 単 ��� 237，820円

票 数

単勝票数 計 318578 的中 � 17998（5番人気）
複勝票数 計1142215 的中 � 28745（5番人気）� 910217（1番人気）� 2044（11番人気）
枠連票数 計 116579 的中 （6－7） 22552（2番人気）
馬連票数 計 434561 的中 �� 40234（4番人気）
馬単票数 計 325612 的中 �� 9900（10番人気）
ワイド票数 計 317722 的中 �� 23642（4番人気）�� 978（35番人気）�� 2029（25番人気）
3連複票数 計 616079 的中 ��� 860（67番人気）
3連単票数 計1266225 的中 ��� 386（311番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．1―12．9―12．9―12．1―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．7―48．6―1：01．5―1：13．6―1：25．2―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュンサロベツ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．2．16 京都3着

2016．4．16生 牝3黒鹿 母 レイナソフィア 母母 ゲ ル ニ カ 3戦1勝 賞金 6，500，000円
※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。



13089 5月12日 晴 良 （1京都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

12 ダンツキャッスル 牡3鹿 56 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 486＋ 81：52．0 2．9�
713 シホノフォルテ 牡3鹿 56 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 518± 01：52．85 2．7�
24 ロフティネス 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心吉澤 克己氏 音無 秀孝 新冠 村上牧場 468＋ 81：52．9� 217．3�
11 プレイヤーズハイ 牡3黒鹿56 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 434－ 61：53．53� 17．2�
23 キャノンバローズ 牡3鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 454－ 2 〃 クビ 39．8�
48 ハギノアトラス 牡3栗 56 藤岡 佑介安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 474－121：54．24 11．6�
47 セ ロ シ ア 牡3黒鹿56 和田 竜二	ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ B452－ 4 〃 ハナ 12．7

35 セイヴァリアント 牡3黒鹿56 松若 風馬金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 476－ 41：54．3� 24．0�
510 バーンスター 牡3鹿 56 藤岡 康太	ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 484－ 2 〃 ハナ 7．7�
714 ワイルドトレイダー 牡3栗 56 国分 恭介吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 498＋ 61：54．62 24．6
612 クリエイトザライフ 牡3栗 56 藤井勘一郎飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 484＋ 21：55．34 84．4�
611 タイセイレオーネ 牡3栗 56 川須 栄彦田中 成奉氏 松下 武士 浦河 川越ファーム 472＋ 6 〃 クビ 572．1�
36 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝3栗 54 四位 洋文ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 61：55．83 40．4�
816 ウィッチクラフト 牡3鹿 56 B．アヴドゥラ 	カナヤマホールディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 510－ 61：56．33 24．7�

（豪）

815 ヤマニンスプレモ 牡3青鹿56 小坂 忠士土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 468－ 61：56．61
 85．5�
（15頭）

59 シンゼンマックス 牡3栗 56 酒井 学原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 472－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，468，400円 複勝： 41，198，600円 枠連： 15，744，300円
馬連： 60，046，000円 馬単： 29，522，000円 ワイド： 44，711，700円
3連複： 84，768，000円 3連単： 101，354，200円 計： 408，813，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 130円 � 2，220円 枠 連（1－7） 360円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 210円 �� 6，110円 �� 7，550円

3 連 複 ��� 20，110円 3 連 単 ��� 76，620円

票 数

単勝票数 差引計 314684（返還計 4881） 的中 � 85314（2番人気）
複勝票数 差引計 411986（返還計 4383） 的中 � 104782（1番人気）� 104181（2番人気）� 2497（14番人気）
枠連票数 差引計 157443（返還計 233） 的中 （1－7） 33130（1番人気）
馬連票数 差引計 600460（返還計 25173） 的中 �� 121109（1番人気）
馬単票数 差引計 295220（返還計 10774） 的中 �� 26189（2番人気）
ワイド票数 差引計 447117（返還計 13456） 的中 �� 71033（1番人気）�� 1598（56番人気）�� 1290（62番人気）
3連複票数 差引計 847680（返還計 59863） 的中 ��� 3160（70番人気）
3連単票数 差引計1013542（返還計 66235） 的中 ��� 959（244番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．9―13．0―12．3―12．4―12．5―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．6―49．6―1：01．9―1：14．3―1：26．8―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツキャッスル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．30 中京7着

2016．4．2生 牡3鹿 母 ダンツクインビー 母母 ダンツシュアー 11戦2勝 賞金 21，502，000円
〔競走除外〕 シンゼンマックス号は，装鞍所で他の馬に蹴られ，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。
※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 ヒュミドール号
※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。

13090 5月12日 晴 良 （1京都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 360，000
360，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

33 ク ロ ウ エ ア 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 462－ 61：33．7 1．8�
44 アルティマリガーレ 牝3鹿 54 幸 英明 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 442＋ 41：34．01� 5．9�
88 マイエンフェルト 牝3鹿 54 B．アヴドゥラ �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 446＋101：34．1� 11．0�

（豪）

66 ミッキーバディーラ 牝3鹿 54 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 466± 01：34．42 3．8�
55 カレンソナーレ 牝3鹿 54 松若 風馬鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 422± 01：34．61� 170．8�
77 キュールエミヤビ 牝3鹿 54 松山 弘平岡本 良三氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 456± 0 〃 同着 41．2	
22 ダウンタウンプリマ 牝3栗 54 藤岡 佑介林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 462＋141：35．13 99．3

11 ア レ ス 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 458± 01：35．2� 7．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 37，219，400円 複勝： 56，068，400円 枠連： 発売なし
馬連： 49，192，700円 馬単： 33，773，100円 ワイド： 29，556，500円
3連複： 55，761，000円 3連単： 154，177，500円 計： 415，748，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 190円 �� 340円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 2，500円

票 数

単勝票数 計 372194 的中 � 164945（1番人気）
複勝票数 計 560684 的中 � 325084（1番人気）� 44295（3番人気）� 34731（5番人気）
馬連票数 計 491927 的中 �� 92138（2番人気）
馬単票数 計 337731 的中 �� 42829（2番人気）
ワイド票数 計 295565 的中 �� 46570（2番人気）�� 20837（6番人気）�� 10917（9番人気）
3連複票数 計 557610 的中 ��� 39136（5番人気）
3連単票数 計1541775 的中 ��� 44710（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．8―47．9―59．8―1：11．4―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ウ エ ア 
�
父 トーセンホマレボシ 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．3．31 阪神1着

2016．3．18生 牝3黒鹿 母 ピンクアリエス 母母 ピノシェット 2戦2勝 賞金 12，200，000円
※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。



13091 5月12日 晴 良 （1京都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
1：20．3

重
不良

59 メイショウヴォルガ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 510± 01：24．6 6．3�
36 ア タ ミ 牡5黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 500－ 21：24．92 4．1�
47 サンライズカラマ 牡5栗 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B498＋ 21：25．32� 7．4�
35 ショウナンアンビル 牡4栗 57 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 436－101：25．4クビ 12．7�
510 セカンドエフォート 牡6青鹿57 藤井勘一郎 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 508－ 41：25．5� 4．6�
24 クリノクーニング 牡4鹿 57 松山 弘平栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 464± 01：25．71	 7．9	
11 メイショウテンモン 牡4栗 57 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B500－16 〃 クビ 19．3

714
 リッカクロフネ 牡7芦 57 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 466－ 8 〃 アタマ 42．7�
612 アシャカリアン 牡5栗 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 488＋ 21：26．23 6．8�
12 
 カズアピアーニ �4鹿 57 岡田 祥嗣合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 新ひだか 三石川上牧場 B488－ 6 〃 アタマ 58．3
611 メイクグローリー �5栗 57 竹之下智昭ライオンレースホース� 武 英智 浦河 絵笛牧場 B466± 0 〃 クビ 148．5�
23 
 バトードラムール 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 452－191：26．3クビ 30．7�
713 イチネンプリンス 牡4黒鹿57 松若 風馬国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 452－ 41：26．72� 87．4�
816
 クリノユウコリン 牝5黒鹿55 柴田 未崎栗本 博晴氏 飯田 雄三 新ひだか 木下牧場 478＋111：27．76 319．2�
815 ハートフルタイム 牡5黒鹿57 小牧 太青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 508＋ 61：27．8� 85．1�

（15頭）
48 コウエイユキチャン �4栗 57

56 ☆森 裕太朗伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 田原牧場 502＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，209，200円 複勝： 46，180，800円 枠連： 17，947，200円
馬連： 69，792，700円 馬単： 27，906，300円 ワイド： 49，180，200円
3連複： 97，390，600円 3連単： 104，096，500円 計： 442，703，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 290円 � 160円 � 240円 枠 連（3－5） 530円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，220円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 21，420円

票 数

単勝票数 差引計 302092（返還計 2202） 的中 � 38088（3番人気）
複勝票数 差引計 461808（返還計 3781） 的中 � 36626（6番人気）� 87846（1番人気）� 47800（4番人気）
枠連票数 差引計 179472（返還計 518） 的中 （3－5） 26062（1番人気）
馬連票数 差引計 697927（返還計 14448） 的中 �� 32715（6番人気）
馬単票数 差引計 279063（返還計 5630） 的中 �� 6396（12番人気）
ワイド票数 差引計 491802（返還計 13270） 的中 �� 18864（6番人気）�� 9835（16番人気）�� 24344（4番人気）
3連複票数 差引計 973906（返還計 36581） 的中 ��� 19343（9番人気）
3連単票数 差引計1040965（返還計 39712） 的中 ��� 3522（52番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．3―12．3―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―47．3―59．6―1：12．0

コーナー
通過順位

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

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5鹿 母 マイラッキー 母母 エレクションスター 13戦3勝 賞金 24，000，000円
〔競走除外〕 コウエイユキチャン号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻3分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ステラローザ号・ブルベアジュラフ号

13092 5月12日 晴 良 （1京都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

611� ブリッツシュラーク 牡5芦 57 藤岡 康太前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋ 21：52．8 16．9�

36 セヴィルロアー 牡5鹿 57 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 490＋ 81：53．01� 14．3�
23 プエルタデルソル 牡5栗 57 B．アヴドゥラ 前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 21：53．1� 7．5�
（豪）

714 シンハラージャ 牡4栗 57 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454＋10 〃 ハナ 2．9�
48 テイエムヨハネス 牡4栗 57 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 504－ 21：53．2� 14．6�
815 エルティグレ 牡4栗 57 松田 大作�桑田牧場 大久保龍志 浦河 桑田牧場 492＋ 6 〃 アタマ 8．4	
713 クリノカポネ 	4鹿 57 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－101：53．41� 125．7

816 ジューンアンカー 牡5栗 57 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B472＋ 2 〃 クビ 137．1�
59 タスクフォース 牡5鹿 57 池添 謙一窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 558－ 21：53．5� 4．5�
35 アルムチャレンジ 牡5黒鹿57 古川 吉洋﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 2 〃 クビ 14．4
47 キングレイスター 牡5鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 B496＋ 81：53．6クビ 31．9�
510� ランドヘルメース 牡4鹿 57 藤井勘一郎木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 494＋ 6 〃 アタマ 21．3�
12 ヴィーヴァバッカス 牡4栗 57 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド 456－ 41：53．81 21．7�
612� スプリングボックス 牡5黒鹿57 松若 風馬�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 492＋121：54．01� 150．7�
11 クレスコブレイブ 牡5栗 57 高倉 稜堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B520＋ 21：54．21� 111．2�
24 テイエムギフテッド 牡4黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 460－10 〃 クビ 50．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，655，000円 複勝： 53，675，800円 枠連： 20，471，600円
馬連： 77，572，600円 馬単： 35，003，200円 ワイド： 55，667，000円
3連複： 110，889，700円 3連単： 128，118，000円 計： 514，052，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 410円 � 470円 � 280円 枠 連（3－6） 5，630円

馬 連 �� 15，360円 馬 単 �� 27，780円

ワ イ ド �� 4，340円 �� 2，160円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 31，750円 3 連 単 ��� 246，380円

票 数

単勝票数 計 326550 的中 � 15447（8番人気）
複勝票数 計 536758 的中 � 33095（5番人気）� 28307（7番人気）� 54354（3番人気）
枠連票数 計 204716 的中 （3－6） 2817（23番人気）
馬連票数 計 775726 的中 �� 3912（48番人気）
馬単票数 計 350032 的中 �� 945（91番人気）
ワイド票数 計 556670 的中 �� 3260（50番人気）�� 6651（25番人気）�� 8462（16番人気）
3連複票数 計1108897 的中 ��� 2619（101番人気）
3連単票数 計1281180 的中 ��� 377（718番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―37．1―49．4―1：02．0―1：14．7―1：27．0―1：39．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�ブリッツシュラーク �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ク ロ フ ネ

2014．4．5生 牡5芦 母 ケープジャスミン 母母 シェイクハンド 10戦1勝 賞金 17，850，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 エルティグレ号の騎手松田大作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 ブルベアジネンジョ号
※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。



13093 5月12日 晴 良 （1京都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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

44 マスターコード 牡5黒鹿57 和田 竜二�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 22：24．1 5．8�

57 レイエスプランドル 牡4鹿 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 514＋ 22：24．2� 28．8�
68 ドンアルゴス 牡4黒鹿57 幸 英明山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B514－ 42：24．41	 4．5�
711 メイショウテンシャ 牡5芦 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 476＋ 22：24．71	 14．1�
813 エイシンレーザー 牡4鹿 57 国分 恭介平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 482－ 42：25．01� 192．3	
11 ス プ マ ン テ 牡5青鹿57 B．アヴドゥラ 石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 490＋ 22：25．21	 8．0


（豪）

812 プラチナアッシュ 
4黒鹿57 古川 吉洋畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 474－ 22：25．3	 26．0�
22 トーホウアルテミス 牝4栗 55 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 476＋10 〃 クビ 14．9�
45 エーティーサンダー 牡6青鹿57 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 530± 02：25．4クビ 13．7
56 カタヨクノテンシ 牡6鹿 57 柴田 未崎�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 494－ 42：25．61	 273．4�
33 ニッポンテイオー 牡4鹿 57 藤岡 佑介新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 454＋ 22：26．13 5．5�
710 チャロネグロ 牡5黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502± 02：26．31� 3．8�

69 キープシークレット 牝4黒鹿55 藤井勘一郎 �シルクレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 454＋ 42：28．9大差 215．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，532，400円 複勝： 61，035，600円 枠連： 20，512，400円
馬連： 107，517，500円 馬単： 44，315，800円 ワイド： 64，456，300円
3連複： 146，633，500円 3連単： 189，034，300円 計： 678，037，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 670円 � 150円 枠 連（4－5） 5，180円

馬 連 �� 8，910円 馬 単 �� 14，300円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 370円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 13，090円 3 連 単 ��� 93，420円

票 数

単勝票数 計 445324 的中 � 60919（4番人気）
複勝票数 計 610356 的中 � 82013（3番人気）� 17087（10番人気）� 128010（1番人気）
枠連票数 計 205124 的中 （4－5） 3068（21番人気）
馬連票数 計1075175 的中 �� 9350（33番人気）
馬単票数 計 443158 的中 �� 2323（58番人気）
ワイド票数 計 644563 的中 �� 6257（33番人気）�� 49882（2番人気）�� 7379（25番人気）
3連複票数 計1466335 的中 ��� 8398（48番人気）
3連単票数 計1890343 的中 ��� 1467（325番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．6―12．7―12．3―12．4―12．7―12．5―11．9―11．6―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．1―23．2―34．8―47．5―59．8―1：12．2―1：24．9―1：37．4―1：49．3―2：00．9―2：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マスターコード �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．4 阪神9着

2014．2．18生 牡5黒鹿 母 コードネーム 母母 トリッキーコード 20戦3勝 賞金 63，080，000円
※出走取消馬 ヒラボクビューン号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※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。

13094 5月12日 晴 良 （1京都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，30．5．12以降1．5．5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

55 オールフォーラヴ 牝4鹿 53 和田 竜二 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 81：31．6 22．8�
33 メイショウオーパス 牡4黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 500＋ 4 〃 クビ 5．9�
11 ア シ ュ リ ン 牝4青鹿53 藤岡 康太吉田 和美氏 松永 幹夫 新ひだか 前川 正美 468＋141：31．7� 6．9�
89 ラ セ ッ ト 牡4鹿 56 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 B490＋ 41：31．91 12．1�
810� エアアルマス 牡4鹿 56 池添 謙一 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

482＋ 21：32．0� 2．5�
44 エクレアスパークル 牡5青鹿55 松若 風馬李 柱坤氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：32．21	 5．1	
78 シャルルマーニュ 牡4鹿 55 B．アヴドゥラ �カナヤマホールディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 500＋ 61：32．51� 31．7


（豪）

22 カリビアンゴールド 牝5黒鹿53 四位 洋文ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474± 01：32．6� 22．5�

66 クライムメジャー 牡5栗 56 松山 弘平 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 528＋ 41：32．81 7．0
77 チェイスダウン 牡6鹿 53 古川 吉洋畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 480－ 61：34．7大差 165．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 51，390，500円 複勝： 65，588，000円 枠連： 19，276，300円
馬連： 114，174，100円 馬単： 54，402，600円 ワイド： 67，326，100円
3連複： 143，517，600円 3連単： 242，652，500円 計： 758，327，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 600円 � 210円 � 210円 枠 連（3－5） 6，520円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 14，030円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 2，210円 �� 800円

3 連 複 ��� 13，780円 3 連 単 ��� 117，280円

票 数

単勝票数 計 513905 的中 � 17967（8番人気）
複勝票数 計 655880 的中 � 22877（8番人気）� 91955（3番人気）� 86792（4番人気）
枠連票数 計 192763 的中 （3－5） 2291（20番人気）
馬連票数 計1141741 的中 �� 13599（23番人気）
馬単票数 計 544026 的中 �� 2908（46番人気）
ワイド票数 計 673261 的中 �� 9078（22番人気）�� 7656（26番人気）�� 22650（10番人気）
3連複票数 計1435176 的中 ��� 7809（44番人気）
3連単票数 計2426525 的中 ��� 1500（311番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．8―11．2―11．2―11．4―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．8―34．6―45．8―57．0―1：08．4―1：19．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールフォーラヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．1．21 京都1着

2015．3．14生 牝4鹿 母 レディアルバローザ 母母 ワンフォーローズ 9戦3勝 賞金 47，797，000円
※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レース目



13095 5月12日 晴 良 （1京都3） 第8日 第11競走
栗東トレーニング・センター開設50周年記念

��
��1，400�

りっとう

栗東ステークス（Ｌ）
発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，30．5．12以降1．5．5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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

11 ノ ボ バ カ ラ 牡7栗 55 松山 弘平�LS.M 森 秀行 新ひだか 萩澤 泰博 508－ 21：22．9 8．6�
813 リアンヴェリテ 牡5鹿 54 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 4 〃 ハナ 13．5�
610 キングズガード 牡8鹿 58 藤岡 佑介�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 482＋ 41：23．32� 8．9�
45 スマートダンディー 牡5鹿 56 浜中 俊大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 498＋ 2 〃 ハナ 2．2�
33 � テーオーヘリオス 牡7鹿 57 B．アヴドゥラ 小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 510± 01：23．51	 12．9	
（豪）

712 タムロミラクル 牡7青鹿55 松若 風馬谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 470± 01：23．71	 35．2

69 ヒロブレイブ 牡6鹿 53 
島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 492－ 21：23．91	 10．5�
34 ヌーディーカラー 牡4鹿 55 和田 竜二吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 470± 01：24．22 5．1�
58 ローズプリンスダム 牡5青鹿56 小牧 太岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 472＋ 61：24．41	 37．5
814 エ ポ ッ ク 牡6黒鹿54 幸 英明吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 508－ 21：24．5� 17．5�
46 カフェリュウジン 牡9鹿 52 森 裕太朗西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 548＋101：24．6クビ 272．4�
711 ブラゾンドゥリス 牡7鹿 56 岡田 祥嗣 �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 B526＋ 21：24．91� 111．1�
57 トウショウカウント 牡7栗 53 古川 吉洋トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 512－121：25．32� 104．4�
22 � ラブバレット 牡8鹿 53 酒井 学オールラブクラブ 加藤 和宏 浦河 津島 優治 490＋ 41：26．57 130．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 63，111，200円 複勝： 80，411，300円 枠連： 48，627，500円
馬連： 237，651，000円 馬単： 96，822，200円 ワイド： 110，898，900円
3連複： 350，006，000円 3連単： 518，668，800円 計： 1，506，196，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 370円 � 440円 � 250円 枠 連（1－8） 4，460円

馬 連 �� 7，390円 馬 単 �� 13，880円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 1，760円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 25，540円 3 連 単 ��� 157，660円

票 数

単勝票数 計 631112 的中 � 58425（3番人気）
複勝票数 計 804113 的中 � 56173（5番人気）� 45250（8番人気）� 91358（3番人気）
枠連票数 計 486275 的中 （1－8） 8444（16番人気）
馬連票数 計2376510 的中 �� 24921（24番人気）
馬単票数 計 968222 的中 �� 5230（44番人気）
ワイド票数 計1108989 的中 �� 12239（26番人気）�� 16389（20番人気）�� 11289（27番人気）
3連複票数 計3500060 的中 ��� 10277（67番人気）
3連単票数 計5186688 的中 ��� 2385（384番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．0―12．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．3―46．3―58．3―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ボ バ カ ラ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．11 東京4着

2012．4．8生 牡7栗 母 ノ ボ キ ッ ス 母母 ライズキッス 34戦7勝 賞金 191，039，000円
［他本会外：7戦1勝］

〔制裁〕 リアンヴェリテ号の騎手国分恭介は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1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。

13096 5月12日 晴 良 （1京都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 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
1：06．7
1：06．5

良
良

23 タイセイブレーク �5栗 57 池添 謙一田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 492± 01：07．7 5．4�
510 タイセイアベニール 牡4鹿 57 浜中 俊田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 484＋ 41：07．8	 5．4�
24 ワールドフォーラブ 牝5黒鹿55 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 458＋ 81：07．9	 10．7�
612
 ヒロイックアゲン 牝5黒鹿55 古川 吉洋浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 486＋101：08．11� 13．6�
12 ト ン ボ イ 牝4栗 55 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 426＋ 2 〃 クビ 8．7�
47 シンデレラメイク 牝4栗 55 藤岡 康太田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 488± 01：08．2	 4．9�
59 モンテヴェルデ 牡5青鹿57 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B472± 01：08．3クビ 18．6	
36 ディアボレット 牝4栗 55 国分 優作
協栄 加用 正 日高 タバタファーム 456＋ 41：08．51� 37．2�
35 ミ ス エ ル テ 牝5鹿 55 B．アヴドゥラ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 ハナ 9．8

（豪）

48 ウインハートビート 牡6栗 57
54 ▲三津谷隼人
ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 504＋ 21：08．6	 256．6�

714 メイショウツバキ 牝4黒鹿55 小牧 太松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 452＋ 21：08．81 51．9�
11 パッションチカ 牝5鹿 55 国分 恭介冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 444＋ 2 〃 ハナ 110．9�
815 フ ナ ウ タ 牝5栗 55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 クビ 12．6�
713 トウカイレーヌ 牝5青 55 中井 裕二内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 428－ 6 〃 アタマ 15．4�
816 コウエイダリア 牝5黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 502＋ 41：09．33 59．3�
611 ベ ル カ プ リ 牝5鹿 55

52 ▲亀田 温心合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468± 01：09．61 40．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，569，900円 複勝： 86，272，700円 枠連： 42，607，400円
馬連： 164，073，200円 馬単： 59，484，900円 ワイド： 103，572，100円
3連複： 246，793，800円 3連単： 288，265，600円 計： 1，052，639，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 190円 � 270円 枠 連（2－5） 740円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 720円 �� 900円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 26，050円

票 数

単勝票数 計 615699 的中 � 91067（2番人気）
複勝票数 計 862727 的中 � 107106（3番人気）� 123457（2番人気）� 76977（4番人気）
枠連票数 計 426074 的中 （2－5） 44412（1番人気）
馬連票数 計1640732 的中 �� 73472（3番人気）
馬単票数 計 594849 的中 �� 15136（3番人気）
ワイド票数 計1035721 的中 �� 37830（3番人気）�� 29497（6番人気）�� 21251（12番人気）
3連複票数 計2467938 的中 ��� 31873（9番人気）
3連単票数 計2882656 的中 ��� 8020（24番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―10．9―11．0―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．6―44．6―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．1
3 16（2，15）3，12（4，14）（1，8）10（5，13）7（6，11）－9 4 16（2，15）3，12（4，10）（1，14）（8，13）（5，7）6，11，9

勝馬の
紹 介

タイセイブレーク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．6．25 阪神1着

2014．3．23生 �5栗 母 インプレスゴールド 母母 ビューティフルゴールド 24戦4勝 賞金 77，923，000円
※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） 3頭 スーパーモリオン号・ダイシンバルカン号・ピースユニヴァース号
※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。

４レース目



（1京都3）第8日 5月12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 161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

222，160，000円
7，780，000円
20，220，000円
1，190，000円
24，490，000円
66，797，500円
4，186，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
440，629，100円
678，418，100円
224，525，700円
1，042，035，500円
478，379，100円
635，670，800円
1，469，342，300円
2，086，308，100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 7，055，308，700円

総入場人員 20，652名 （有料入場人員 19，630名）
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