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12037 5月3日 曇 良 （2京都3） 第4日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

35 ダンツエリーゼ 牝3青鹿54 C．ルメール 山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 520＋ 41：55．6 1．4�
713 スズカスペクトル 牝3栗 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 武 英智 日高 藤本ファーム B432－101：55．81� 8．4�
12 メイジュシンワ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 460＋ 2 〃 ハナ 22．1�
611 アマノエリザベート 牝3栗 54 国分 優作中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 478＋ 81：56．33 45．4�
815 トリプルプレイ 牝3黒鹿54 荻野 琢真藤田 好紀氏 寺島 良 浦河 福田牧場 420－ 21：56．93� 10．2�
11 モ ズ ウ ル ル 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �キャピタル・システム 高柳 大輔 日高 目黒牧場 478＋ 41：57．0� 142．3	
24 ラレーヌデュバル 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 21：57．1� 37．0

612 エ ケ ベ リ ア 牝3芦 54 国分 恭介石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 440－ 81：58．27 116．3�
36 リュクスレジェンド 牝3鹿 54 加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 452＋ 41：58．41 91．1�
714 アーリンアーリン 牝3黒鹿54 小崎 綾也吉田 勝利氏 寺島 良 新冠 ハシモトフアーム 430－ 21：58．82� 41．2
59 クレドラネージュ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム B480＋ 8 〃 アタマ 96．8�
510 ワイドディスボン 牝3鹿 54 荻野 極幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 浦新 徳司 486－ 61：59．54 21．1�
23 クリノコハルビヨリ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 田所 秀孝 安平 ノーザンファーム 408－ 82：00．24 131．2�
48 トラストナオトラ 牝3栗 54 坂井 瑠星菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 464－ 2 〃 クビ 99．0�
47 スワンポール 牝3黒鹿54 酒井 学下河辺隆行氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 460－ 42：00．73 85．9�
816 マカロンパフェ 牝3鹿 54 武 豊 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 504＋12 〃 クビ 8．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，024，600円 複勝： 82，553，400円 枠連： 11，607，000円
馬連： 54，960，000円 馬単： 35，375，400円 ワイド： 50，603，700円
3連複： 93，370，200円 3連単： 126，966，300円 計： 493，460，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 170円 � 230円 枠 連（3－7） 420円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 260円 �� 370円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 380246 的中 � 206562（1番人気）
複勝票数 計 825534 的中 � 523326（1番人気）� 60637（3番人気）� 36183（5番人気）
枠連票数 計 116070 的中 （3－7） 21115（2番人気）
馬連票数 計 549600 的中 �� 83309（1番人気）
馬単票数 計 353754 的中 �� 44598（1番人気）
ワイド票数 計 506037 的中 �� 54593（1番人気）�� 34936（4番人気）�� 11805（12番人気）
3連複票数 計 933702 的中 ��� 46292（4番人気）
3連単票数 計1269663 的中 ��� 26297（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．9―13．5―13．4―13．2―13．1―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．2―50．7―1：04．1―1：17．3―1：30．4―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．3
1
3
2（7，16）－12（3，14）－（4，10）11，6，13（5，9）8，15＝1
2（7，16）（3，13）（10，11）（4，14）（5，9）（15，6）8－（12，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツエリーゼ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．2．9 京都8着

2017．5．19生 牝3青鹿 母 ワスレナグサ 母母 ディマイング 5戦1勝 賞金 9，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スワンポール号・マカロンパフェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月3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〕 クレドラネージュ号・トラストナオトラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月3日まで平地

競走に出走できない。

12038 5月3日 曇 良 （2京都3） 第4日 第2競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時35分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

714 ワンダーダイカネン 牡3鹿 56 和田 竜二山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 476－ 21：13．3 4．7�
59 ラスティングラヴ 牝3鹿 54 坂井 瑠星水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 504－ 61：13．4� 11．9�
611 マルガリーテース 牝3鹿 54 池添 謙一前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464± 01：14．35 5．7�
35 ラ イ ト マ ン 牡3鹿 56 松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 日高 新井 昭二 B492－ 8 〃 ハナ 18．2�
816 ヴェッツラー 牡3栗 56

55 ☆岩田 望来永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 434＋ 21：14．51� 9．3�
11 ニホンピロデュラン 牝3栗 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 460± 0 〃 クビ 77．2�
12 メイショウワダマ 牝3栗 54 藤懸 貴志松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 絵笛牧場 454 ―1：14．6クビ 19．2	
24 メイショウニタボウ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 508－14 〃 ハナ 5．0

47 メイショウヴンダー 牡3青鹿56 川須 栄彦松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 434－ 21：14．7� 59．8�
36 ラインプレジャー 牡3鹿 56 太宰 啓介大澤 繁昌氏 長谷川浩大 浦河 中脇 満 470± 01：15．12� 56．5�
510 テ ラ ン ガ 牡3青鹿56 武 豊寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 アタマ 3．9
23 スリーシャトー 牡3鹿 56 藤井勘一郎永井商事� 西橋 豊治 平取 オークツリー

ファーム 442＋121：15．52� 230．7�
48 アースライザー 	3栗 56

53 ▲泉谷 楓真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 478± 0 〃 ハナ 163．9�

612 アスクリノベート 牡3鹿 56 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 株式会社
ASK STUD 488 ―1：17．6大差 153．1�

713 アイファーピンク 牝3黒鹿54 水口 優也中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 374 ―1：18．02� 300．9�
815 テイエムラッシュ 牡3鹿 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 476－12 （競走中止） 21．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，720，900円 複勝： 52，585，100円 枠連： 10，907，600円
馬連： 61，671，900円 馬単： 26，081，600円 ワイド： 50，707，500円
3連複： 91，675，500円 3連単： 90，599，700円 計： 418，949，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 300円 � 220円 枠 連（5－7） 600円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 560円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 35，540円

票 数

単勝票数 計 347209 的中 � 57947（2番人気）
複勝票数 計 525851 的中 � 97840（2番人気）� 39236（6番人気）� 60047（4番人気）
枠連票数 計 109076 的中 （5－7） 13963（1番人気）
馬連票数 計 616719 的中 �� 14938（11番人気）
馬単票数 計 260816 的中 �� 3600（21番人気）
ワイド票数 計 507075 的中 �� 12208（11番人気）�� 24433（6番人気）�� 9080（17番人気）
3連複票数 計 916755 的中 ��� 12010（17番人気）
3連単票数 計 905997 的中 ��� 1848（113番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．0―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．5―36．5―48．7―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーダイカネン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 バ ゴ デビュー 2019．10．19 京都4着

2017．2．25生 牡3鹿 母 ワンダービーナス 母母 ワンダーアロマ 4戦1勝 賞金 7，720，000円
〔競走中止〕 テイエムラッシュ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスクリノベート号・アイファーピンク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月

3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〕 アースライザー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月3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。
（非抽選馬） 2頭 エラシコ号・ニホンピログルーヴ号

第３回 京都競馬 第４日



12039 5月3日 曇 良 （2京都3） 第4日 第3競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走11時05分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．3

良
良

47 グレースオブナイル 牝3鹿 54 松若 風馬 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 436－ 21：34．5 6．5�
714 ダブルアンコール 牝3鹿 54 水口 優也 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 420± 01：34．6� 3．4�
816 グランレミー 牡3芦 56 加藤 祥太間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 土田農場 496＋ 6 〃 クビ 10．2�
23 ミキノイチゴ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗谷口 久和氏 藤沢 則雄 新ひだか 平野牧場 442＋ 21：34．81� 19．2�
11 ウェイヴァリー 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512－121：34．9	 40．6	

12 メイショウケアラシ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 488± 0 〃 アタマ 3．0

815 カルトレガーメ 牝3青鹿54 藤岡 康太大迫 基弘氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 474－ 81：35．0クビ 77．0�
48 クリノサンシャイン 牝3鹿 54 小崎 綾也栗本 博晴氏 高橋 康之 新冠 上井農場 424－101：35．1� 232．5�
510 マルタクロス 牡3鹿 56 藤岡 佑介寺田千代乃氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 B502－ 41：35．31� 19．9
59 オーバーテイカー 牡3鹿 56 武 豊�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 436 ―1：35．4� 10．4�
612 タナノフローラ 牝3鹿 54 城戸 義政田中 俊彰氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 442－ 61：35．71	 291．7�
24 ニホンピロリーズン 牡3鹿 56 岩崎 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 472＋ 2 〃 クビ 30．4�
713 クイーンズバラッド 牝3鹿 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 智康 浦河 宮内牧場 446－ 81：35．91� 37．2�
611 エスシーミホーク 牡3鹿 56 藤井勘一郎工藤 圭司氏 西橋 豊治 日高 三宅 正弘 476－ 2 〃 クビ 40．3�
35 イサチルキンノホシ 牡3栗 56 幸 英明小坂 功氏 大根田裕之 新冠 八島 夕起子 484－101：36．32� 102．1�
36 レーヴドオルフェ 牡3栗 56 太宰 啓介平川 浩之氏 長谷川浩大 新冠 村上 欽哉 488－ 2 〃 ハナ 22．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，095，500円 複勝： 63，643，400円 枠連： 12，330，600円
馬連： 71，407，300円 馬単： 28，512，600円 ワイド： 64，343，000円
3連複： 110，531，600円 3連単： 109，061，300円 計： 500，925，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 170円 � 260円 枠 連（4－7） 1，080円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 520円 �� 990円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 20，420円

票 数

単勝票数 計 410955 的中 � 50547（3番人気）
複勝票数 計 636434 的中 � 75397（3番人気）� 109698（2番人気）� 58217（4番人気）
枠連票数 計 123306 的中 （4－7） 8780（5番人気）
馬連票数 計 714073 的中 �� 47923（3番人気）
馬単票数 計 285126 的中 �� 8534（6番人気）
ワイド票数 計 643430 的中 �� 33143（3番人気）�� 16265（11番人気）�� 18678（8番人気）
3連複票数 計1105316 的中 ��� 20640（10番人気）
3連単票数 計1090613 的中 ��� 3872（42番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―12．2―11．8―11．7―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．4―46．6―58．4―1：10．1―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレースオブナイル �
�
父 タートルボウル �

�
母父 デュランダル デビュー 2019．6．30 中京4着

2017．3．9生 牝3鹿 母 ジュエルオブナイル 母母 レディオブチャド 8戦1勝 賞金 10，550，000円
〔制裁〕 グランレミー号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・12番・11番）
※ダブルアンコール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12040 5月3日 曇 良 （2京都3） 第4日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

810 ストリクトコード 牝3黒鹿54 和田 竜二�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 426－ 42：02．0 13．3�
79 ペプチドヒミコ 牝3栗 54 藤岡 佑介沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 454 ― 〃 クビ 43．2�
11 エ ト ヴ ァ ス 牝3鹿 54 高倉 稜薪浦 亨氏 杉山 晴紀 安平 吉田 三郎 450－ 8 〃 ハナ 26．9�
33 ワイワイキング 牡3鹿 56 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 482± 0 〃 アタマ 14．0�
22 フェアウェルキッス 牝3青鹿54 藤岡 康太吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 512＋ 42：02．1� 45．9�
811 ヒルノアントラ 牡3青鹿56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B470± 0 〃 ハナ 13．5	
78 ウインサンフラワー 牡3鹿 56 C．ルメール�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 450－ 42：02．2クビ 2．7

44 イ カ ッ ト 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 和美氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 442－ 2 〃 ハナ 1．8�
66 ヤンヤノカッサイ 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来小田切有一氏 佐々木晶三 様似 猿倉牧場 506－ 4 〃 クビ 57．9�
67 エイシンジャスミン 牝3栗 54 藤井勘一郎�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 444＋102：02．41 102．9
55 ナ ツ キ 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真西村 清子氏 清水 久詞 新ひだか グローリーファーム 420± 02：04．7大差 211．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 44，050，200円 複勝： 66，008，800円 枠連： 9，886，000円
馬連： 58，432，400円 馬単： 39，266，100円 ワイド： 47，234，000円
3連複： 87，661，600円 3連単： 179，797，700円 計： 532，336，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 380円 � 1，280円 � 650円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 19，120円 馬 単 �� 46，450円

ワ イ ド �� 4，220円 �� 1，640円 �� 7，240円

3 連 複 ��� 69，130円 3 連 単 ��� 579，340円

票 数

単勝票数 計 440502 的中 � 26385（3番人気）
複勝票数 計 660088 的中 � 49293（3番人気）� 12639（8番人気）� 26522（6番人気）
枠連票数 計 98860 的中 （7－8） 13449（2番人気）
馬連票数 計 584324 的中 �� 2368（26番人気）
馬単票数 計 392661 的中 �� 634（52番人気）
ワイド票数 計 472340 的中 �� 2869（28番人気）�� 7564（15番人気）�� 1659（34番人気）
3連複票数 計 876616 的中 ��� 951（78番人気）
3連単票数 計1797977 的中 ��� 225（446番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．2―36．4―48．9―1：01．5―1：14．3―1：26．8―1：38．7―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストリクトコード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 City Zip デビュー 2019．10．20 京都5着

2017．3．8生 牝3黒鹿 母 レニーズゴットジップ 母母 No Dress Code 7戦1勝 賞金 8，640，000円
〔騎手変更〕 フェアウェルキッス号の騎手松田大作は，負傷のため藤岡康太に変更。



12041 5月3日 曇 良 （2京都3） 第4日 第5競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走12時25分 （500万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

48 ルガーサント 牝3青鹿54 松若 風馬�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 432－ 21：21．3 29．8�
24 ワンダーカタリナ 牡3鹿 56 藤岡 佑介山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 508－ 21：21．51� 13．0�
59 アサケエース 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 424－ 4 〃 クビ 14．6�
714 メイショウマサヒメ 牝3青鹿54 武 豊松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 476＋ 21：21．71� 26．1�
612 ボンボヤージ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社
ASK STUD 424－ 2 〃 クビ 24．4	

47 ロードエクスプレス 牡3鹿 56 池添 謙一 
ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 446－ 2 〃 アタマ 11．8�
35 ル ク ル ト 牡3鹿 56 坂井 瑠星市川義美ホール

ディングス
 吉村 圭司 日高 白井牧場 438－ 21：21．91� 85．0�
715 ファーストフォリオ 牝3栗 54 川田 将雅 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 ハナ 2．8
817 シャドウブロッサム 牝3鹿 54 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 452＋ 41：22．0� 3．7�
11 マイネルホイッスル 牡3黒鹿56 和田 竜二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 21：22．21� 9．0�
510 ビ ア イ 牝3青鹿54 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B482＋ 41：22．41 53．5�
818 ヴ ァ ル ナ 牡3黒鹿56 川須 栄彦野嶋 祥二氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 484± 01：22．5� 35．4�
816 テイエムクイーン 牝3鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 474－ 41：22．6� 130．6�
611 ベルティアラ 牝3青鹿54 幸 英明鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 442－ 61：22．81� 51．4�
36 スマートルミエール 牡3鹿 56 中谷 雄太大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 450－ 81：23．01� 43．3�
713 コパノフィーリング 牝3鹿 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 服部 牧場 456＋ 21：23．53 14．3�
23 ム ー ト 牡3黒鹿56 小崎 綾也巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 438＋ 21：23．71� 345．4�
12 	 メートルムナール 牡3鹿 56 藤井勘一郎
ラ・メール 安田 隆行 愛 Kenilworth

House Stud 482－ 61：23．91 178．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 50，397，600円 複勝： 71，611，300円 枠連： 17，281，700円
馬連： 85，339，700円 馬単： 32，626，000円 ワイド： 79，313，100円
3連複： 137，928，200円 3連単： 127，803，800円 計： 602，301，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，980円 複 勝 � 800円 � 420円 � 380円 枠 連（2－4） 4，810円

馬 連 �� 13，920円 馬 単 �� 33，240円

ワ イ ド �� 3，900円 �� 3，930円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 42，150円 3 連 単 ��� 293，220円

票 数

単勝票数 計 503976 的中 � 13492（10番人気）
複勝票数 計 716113 的中 � 21796（9番人気）� 46136（6番人気）� 51639（5番人気）
枠連票数 計 172817 的中 （2－4） 2782（18番人気）
馬連票数 計 853397 的中 �� 4751（42番人気）
馬単票数 計 326260 的中 �� 736（99番人気）
ワイド票数 計 793131 的中 �� 5211（42番人気）�� 5180（43番人気）�� 9824（24番人気）
3連複票数 計1379282 的中 ��� 2454（136番人気）
3連単票数 計1278038 的中 ��� 316（863番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．2―46．9―58．3―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．4
3 8（9，10）（1，6，17）13，18（7，15）（2，14）（4，11）（3，5）（12，16） 4 ・（8，17）（9，10）（1，18）（6，13）7，15，14（4，11）2（3，5）16，12

勝馬の
紹 介

ルガーサント �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 デザートキング デビュー 2019．8．4 小倉2着

2017．4．11生 牝3青鹿 母 アワーオアシス 母母 ケ ロ メ ロ 12戦2勝 賞金 22，694，000円

12042 5月3日 曇 良 （2京都3） 第4日 第6競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

44 � ロ ワ シ ー ナ 牡4鹿 57 浜中 俊椎名 節氏 吉岡 辰弥 新冠 ヤマタケ牧場 B482± 01：52．9 4．6�
711 サウンドテーブル 牡6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B508－ 21：53．32� 13．5�
57 メイショウソテツ 牡4青 57 幸 英明松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 B516± 01：53．4� 2．3�
68 ゴールデンウェル 牡4栗 57 坂井 瑠星江馬 由将氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 478± 01：53．61� 14．2�
22 オ ー マ オ 牡4栗 57 藤岡 佑介吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 452＋ 61：53．7� 4．3�
813 アルマトップエンド 牡5栗 57 国分 恭介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 510＋ 21：53．8クビ 58．0�
56 � フェブタイズ 牡4鹿 57 和田 竜二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 510－ 71：53．9	 9．1	
69 メイショウイフウ 牡4黒鹿57 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496－ 21：54．21	 42．2

11 ハギノアグレッシブ 
5栗 57

56 ☆岩田 望来日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B472－ 8 〃 クビ 28．2�
33 ブルベアジネンジョ 牡5栗 57 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B478＋161：55．05 97．4
812� アンシャンテシチー 牡5栗 57 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 日高 田端牧場 514± 01：56．27 58．1�
710� ディープスピリッツ 牡6鹿 57 池添 謙一菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 474－ 21：56．3クビ 88．1�
45 � ピエナクロフネ 牡4芦 57 中井 裕二本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 512－101：56．51� 256．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，065，600円 複勝： 53，739，700円 枠連： 11，559，800円
馬連： 71，165，700円 馬単： 32，495，100円 ワイド： 57，040，300円
3連複： 106，270，200円 3連単： 129，050，700円 計： 501，387，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 250円 � 130円 枠 連（4－7） 2，620円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 340円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 18，680円

票 数

単勝票数 計 400656 的中 � 69651（3番人気）
複勝票数 計 537397 的中 � 90624（3番人気）� 41899（6番人気）� 129971（1番人気）
枠連票数 計 115598 的中 （4－7） 3409（10番人気）
馬連票数 計 711657 的中 �� 16465（11番人気）
馬単票数 計 324951 的中 �� 4810（18番人気）
ワイド票数 計 570403 的中 �� 12596（13番人気）�� 47039（2番人気）�� 25603（5番人気）
3連複票数 計1062702 的中 ��� 32218（6番人気）
3連単票数 計1290507 的中 ��� 5008（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．7―50．7―1：02．9―1：15．2―1：27．5―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ロ ワ シ ー ナ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 キングヘイロー

2016．2．7生 牡4鹿 母 オグリダイアン 母母 ホホエミガエシ 5戦1勝 賞金 10，750，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ロワシーナ号の騎手松田大作は，負傷のため浜中俊に変更。



12043 5月3日 曇 良 （2京都3） 第4日 第7競走 ��
��1，400�4歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

47 ド ラ セ ナ �5黒鹿57 藤井勘一郎林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 B486－ 41：26．1 9．0�
59 ジャミールフエルテ 牡4鹿 57 M．デムーロ吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 アタマ 3．4�
35 ダノンインパルス 牡5鹿 57 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 B486＋ 21：26．73	 4．1�
816
 パンサーバローズ 牡6黒鹿57 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 506－ 61：26．8	 4．6�
12 ダイメイコスモス 牡4栗 57 幸 英明宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 500＋ 21：26．9	 34．3�
714 ミッキーマラン 牡5芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 480＋ 2 〃 クビ 14．3	
11 タガノコルソ 牡4鹿 57 国分 恭介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496± 01：27．0	 84．2

611 ア タ ミ 牡6黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 492＋ 2 〃 ハナ 14．7�
36 ピ ッ パ 牝5栗 55 坂井 瑠星飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B472－ 41：27．1クビ 19．3�
48 タガノゴマチャン 牡4芦 57

54 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 486＋ 41：27．2� 10．3
23 � ウイングエンペラー 牡7栗 57 水口 優也池田 實氏 服部 利之 新冠 村上 欽哉 B476－101：27．41 268．8�
713 メイショウハート 牡4鹿 57 中井 裕二松本 好�氏 中内田充正 新冠 タニグチ牧場 466－121：27．5	 39．4�
510 メイショウブレナム 牡6栗 57

56 ☆岩田 望来松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 488－ 2 〃 ハナ 105．1�
24 マイネルプリサイス 牡4栗 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 482－ 41：27．82 118．7�
612� メルヘンステージ 牝4栗 55 松若 風馬�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 472－181：30．3大差 64．3�

（15頭）
815 ア イ タ イ 牡4栗 57

56 ☆森 裕太朗平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，574，800円 複勝： 57，542，800円 枠連： 15，101，500円
馬連： 77，509，100円 馬単： 30，604，300円 ワイド： 62，684，700円
3連複： 113，134，700円 3連単： 116，458，300円 計： 511，610，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 230円 � 180円 � 160円 枠 連（4－5） 860円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 710円 �� 550円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 16，990円

票 数

単勝票数 差引計 385748（返還計 438） 的中 � 34072（4番人気）
複勝票数 差引計 575428（返還計 672） 的中 � 55406（4番人気）� 85055（3番人気）� 106489（1番人気）
枠連票数 差引計 151015（返還計 33） 的中 （4－5） 13548（3番人気）
馬連票数 差引計 775091（返還計 1384） 的中 �� 31399（6番人気）
馬単票数 差引計 306043（返還計 509） 的中 �� 5029（16番人気）
ワイド票数 差引計 626847（返還計 1049） 的中 �� 21765（6番人気）�� 29278（4番人気）�� 39613（2番人気）
3連複票数 差引計1131347（返還計 3441） 的中 ��� 40052（2番人気）
3連単票数 差引計1164583（返還計 3558） 的中 ��� 4967（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―36．1―49．0―1：01．9―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ラ セ ナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．10．15 京都2着

2015．3．14生 �5黒鹿 母 アドマイヤラック 母母 アドマイヤラピス 17戦2勝 賞金 21，685，000円
〔出走取消〕 アイタイ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ダイメイコスモス号の騎手松田大作は，負傷のため幸英明に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 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2年6月3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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トーホウドミンゴ号

12044 5月3日 曇 良 （2京都3） 第4日 第8競走 ��1，800�
ただす もり

糺 の 森 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）

牝，4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，55�
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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

44 ランブリングアレー 牝4黒鹿55 武 豊 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 472＋ 81：46．0 1．6�
88 ハローユニコーン 牝6鹿 55 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 486＋ 61：46．42� 13．3�
77 タ ン タ ラ ス 牝4鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B476－ 2 〃 ハナ 8．3�
33 レティキュール 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 434－ 41：46．5クビ 4．2�
89 ウインルチル 牝5栗 55 松若 風馬�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 61：46．6� 24．6	
11 ル タ ン ブ ル 牝4黒鹿55 幸 英明杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 452－ 41：46．7� 10．8

66 スパイクナード 牝6黒鹿55 国分 恭介前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 2 〃 ハナ 119．4�
22 ブリリアントリリー 牝5鹿 55 森 裕太朗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 472± 01：47．23 134．8�
55 オスカールビー 牝5鹿 55 坂井 瑠星森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 514＋ 81：48．37 19．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 54，530，100円 複勝： 95，566，900円 枠連： 10，253，700円
馬連： 71，517，900円 馬単： 45，357，100円 ワイド： 54，305，400円
3連複： 96，474，500円 3連単： 237，900，400円 計： 665，906，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 190円 枠 連（4－8） 510円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 330円 �� 320円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 545301 的中 � 271052（1番人気）
複勝票数 計 955669 的中 � 567122（1番人気）� 60429（5番人気）� 62936（4番人気）
枠連票数 計 102537 的中 （4－8） 15451（2番人気）
馬連票数 計 715179 的中 �� 66519（4番人気）
馬単票数 計 453571 的中 �� 32214（5番人気）
ワイド票数 計 543054 的中 �� 44788（4番人気）�� 46080（3番人気）�� 13679（12番人気）
3連複票数 計 964745 的中 ��� 38998（8番人気）
3連単票数 計2379004 的中 ��� 30474（19番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―11．1―11．8―11．9―11．7―12．1―12．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．1―34．2―46．0―57．9―1：09．6―1：21．7―1：34．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランブリングアレー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．6 京都1着

2016．3．24生 牝4黒鹿 母 ブルーミングアレー 母母 プリンセスオリビア 9戦3勝 賞金 58，152，000円



12045 5月3日 曇 良 （2京都3） 第4日 第9競走 ��
��1，200�

た か が み ね

鷹 ケ 峰 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．4．27以降2．4．26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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

715 ミッキースピリット 牡4鹿 54 M．デムーロ野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋121：08．3 13．2�
714 レジーナファースト 牝5鹿 52 北村 友一ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 468＋ 8 〃 クビ 7．1�
48 ス キ ッ プ 牡4黒鹿55 松若 風馬�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472＋ 41：08．4� 12．6�
611 ディアボレット 牝5栗 51 川島 信二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464－ 6 〃 アタマ 43．2�
24 ブリングイットオン 牝4鹿 51 荻野 琢真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 450＋ 41：08．71� 37．3�
817 ロードアクア 牡4鹿 55 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 8 〃 ハナ 11．4	
36 メイショウシャチ 牡7鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 480－ 21：08．8� 45．7

12 ト ン ボ イ 牝5栗 54 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 446－ 21：08．9クビ 5．8�
23 サヤカチャン 牝5鹿 51 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 472＋ 2 〃 クビ 47．2
59 フォレブルート 牝4鹿 54 武 豊林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 436－ 8 〃 アタマ 3．6�
35 ヤマニンペダラーダ 牡6黒鹿55 岩田 望来土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 480－ 21：09．0クビ 17．3�
612	
 ジャスパーモア 牝5青鹿51 木幡 巧也加藤 和夫氏 森 秀行 米

Joseph Duffel,
Richard Reed &
Tiffany Zammit

520＋ 8 〃 クビ 133．7�
818 ラ ミ エ ル 牝4鹿 54 C．ルメール 桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 454± 01：09．1クビ 5．6�
510 パッションチカ 牝6鹿 50 泉谷 楓真冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 442± 01：09．2� 135．0�
47 メイショウツバキ 牝5黒鹿51 城戸 義政松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 464＋ 4 〃 クビ 66．5�
816 シグナライズ 牝5鹿 53 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 490－ 61：09．3クビ 85．4�
713 イルヴェントドーロ 牝4鹿 52 池添 謙一兼松 康太氏 池添 学 浦河 栄進牧場 B442＋ 61：10．15 20．8�
11 ホッコーシェルビー 牡4黒鹿53 藤岡 康太北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 512＋ 81：10．41� 146．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，266，300円 複勝： 81，867，200円 枠連： 26，988，400円
馬連： 123，372，900円 馬単： 42，768，000円 ワイド： 92，544，500円
3連複： 186，925，700円 3連単： 178，588，200円 計： 784，321，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 400円 � 250円 � 350円 枠 連（7－7） 1，960円

馬 連 �� 5，660円 馬 単 �� 11，650円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 2，540円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 21，360円 3 連 単 ��� 141，340円

票 数

単勝票数 計 512663 的中 � 30909（7番人気）
複勝票数 計 818672 的中 � 50477（7番人気）� 92060（4番人気）� 58993（5番人気）
枠連票数 計 269884 的中 （7－7） 10643（8番人気）
馬連票数 計1233729 的中 �� 16877（24番人気）
馬単票数 計 427680 的中 �� 2751（46番人気）
ワイド票数 計 925445 的中 �� 12722（23番人気）�� 9281（29番人気）�� 15437（18番人気）
3連複票数 計1869257 的中 ��� 6562（66番人気）
3連単票数 計1785882 的中 ��� 916（449番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―10．7―11．3―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―33．6―44．9―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．7
3 ・（1，17，13）2－8（3，9）（6，15）－（10，14）（4，12）（11，18）（5，16）7 4 ・（1，17，13）2，8（3，9）15，6，14（4，10）12，11－18，5，16，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキースピリット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2018．8．19 小倉7着

2016．3．14生 牡4鹿 母 フリーティングスピリット 母母 Millennium Tale 16戦3勝 賞金 44，724，000円

12046 5月3日 曇 良 （2京都3） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

た ん ご

端午ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

36 サトノラファール 牡3栗 56 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 千歳 社台ファーム 528－101：24．5 6．6�
815 メイショウテンスイ 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 514＋ 21：24．6	 13．5�
510 スリーグランド 牡3栗 56 太宰 啓介永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 460－ 41：24．7	 41．0�
35 
 イモータルスモーク 牡3鹿 56 坂井 瑠星�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

490－ 21：24．8クビ 41．3�
59 ニシノホライゾン 牡3鹿 56 藤岡 佑介西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 502＋ 4 〃 アタマ 58．1�
611 アウトウッズ 牡3鹿 56 武 豊林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 516＋ 2 〃 クビ 6．7	
12 テイエムサウスダン 牡3鹿 58 M．デムーロ竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 518－ 61：24．9クビ 4．4

11 
 オーロラテソーロ 牡3栗 56 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 490± 0 〃 アタマ 26．0�

612 ウルトラマリン 牝3栗 54 川田 将雅吉澤 克己氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 470＋ 2 〃 クビ 17．9�
714 エンプティチェア 牡3鹿 56 岩田 望来江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 462－ 21：25．43 66．5
47 ファシネートゼット 牝3栗 54 松若 風馬高橋 悦見氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 454－ 81：25．5	 23．7�
713 レイテントロアー 牡3鹿 56 横山 典弘矢野 亨憲氏 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 466－ 2 〃 クビ 6．8�
24 サダムスキャット 牝3栗 54 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 460＋ 41：25．71� 14．5�
48 ヴァンドゥメール 牡3青鹿56 和田 竜二 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B492＋ 61：27．18 36．6�
23 アイオライト 牡3黒鹿57 C．ルメール 田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 472－121：28．16 5．4�
816 マイネルワルツ 牡3栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：29．710 113．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 84，544，500円 複勝： 131，871，000円 枠連： 33，972，900円
馬連： 206，970，900円 馬単： 72，611，500円 ワイド： 141，668，600円
3連複： 310，780，100円 3連単： 310，536，600円 計： 1，292，956，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 340円 � 460円 � 880円 枠 連（3－8） 4，420円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 7，120円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 3，180円 �� 5，620円

3 連 複 ��� 35，980円 3 連 単 ��� 141，150円

票 数

単勝票数 計 845445 的中 � 102213（3番人気）
複勝票数 計1318710 的中 � 108916（5番人気）� 76531（7番人気）� 36217（12番人気）
枠連票数 計 339729 的中 （3－8） 5953（20番人気）
馬連票数 計2069709 的中 �� 40670（14番人気）
馬単票数 計 726115 的中 �� 7639（27番人気）
ワイド票数 計1416686 的中 �� 25247（14番人気）�� 11414（36番人気）�� 6402（65番人気）
3連複票数 計3107801 的中 ��� 6477（127番人気）
3連単票数 計3105366 的中 ��� 1595（440番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―12．0―12．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．6―46．6―59．3―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．9
3 ・（1，2）（12，15）（4，3）（7，11，8）（14，16）（5，13）－6，10＝9 4 1（2，12，15）4（3，11）（7，8）14（5，13）（10，6）－（9，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノラファール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Sea of Secrets デビュー 2019．11．23 京都1着

2017．1．28生 牡3栗 母 シークレットジプシー 母母 Miss Utada 5戦3勝 賞金 33，387，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 サトノラファール号の騎手藤岡康太は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：10番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルワルツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月3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。
（非当選馬） 1頭 コパシーナ号
（非抽選馬） 2頭 ヘイセイメジャー号・ベストジーニスト号

２レース目



12047 5月3日 曇 良 （2京都3） 第4日 第11競走 ��
��3，200�第161回天 皇 賞 （ 春 ）（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，58�，牝馬2�減

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 3，024，000円 864，000円 432，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

3：12．5
3：12．5
3：12．5

良
良
良

814 フィエールマン 牡5鹿 58 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490＋ 83：16．5 2．0�
46 スティッフェリオ 牡6鹿 58 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 ハナ 64．2�
45 ミッキースワロー 牡6鹿 58 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 478± 03：16．92� 11．9�
57 ユーキャンスマイル 牡5鹿 58 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 5．0�
33 トーセンカンビーナ 牡4鹿 58 藤岡 康太島川 	哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 458＋ 43：17．21	 19．8

58 キ セ キ 牡6黒鹿58 武 豊石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 512＋ 63：17．3� 5．3�
11 モ ズ ベ ッ ロ 牡4鹿 58 池添 謙一 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 478＋ 63：17．4クビ 15．8�
711 メイショウテンゲン 牡4芦 58 幸 英明松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 470＋ 83：17．5� 54．0
34 ダンビュライト 
6黒鹿58 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490＋ 23：17．6	 27．1�
22 エ タ リ オ ウ 牡5青鹿58 川田 将雅 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B474＋ 83：17．92 17．0�
610 メロディーレーン 牝4鹿 56 岩田 望来岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 340－ 23：18．21	 105．4�
69 ミライヘノツバサ 牡7芦 58 木幡 巧也三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 502＋ 43：18．73 68．7�
813� ハッピーグリン 牡5栗 58 和田 竜二会田 裕一氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 460－ 63：24．7大差 257．5�
712 シルヴァンシャー 牡5鹿 58 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋ 23：24．91� 53．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 750，098，500円 複勝： 659，497，300円 枠連： 395，521，100円 馬連： 2，188，495，400円 馬単： 1，019，979，200円
ワイド： 1，176，092，300円 3連複： 3，912，522，400円 3連単： 6，768，759，800円 5重勝： 763，302，600円 計： 17，634，268，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 830円 � 290円 枠 連（4－8） 1，110円

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 7，410円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 510円 �� 5，160円

3 連 複 ��� 13，500円 3 連 単 ��� 55，200円

5 重 勝
対象競走：東京10R／京都10R／福島11R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 754，670円

票 数

単勝票数 計7500985 的中 � 2944067（1番人気）
複勝票数 計6594973 的中 � 1915763（1番人気）� 142497（10番人気）� 495319（4番人気）
枠連票数 計3955211 的中 （4－8） 274523（4番人気）
馬連票数 計21884954 的中 �� 293700（20番人気）
馬単票数 計10199792 的中 �� 103182（25番人気）
ワイド票数 計11760923 的中 �� 163991（22番人気）�� 640570（3番人気）�� 55393（45番人気）
3連複票数 計39125224 的中 ��� 217258（44番人気）
3連単票数 計67687598 的中 ��� 88887（186番人気）
5重勝票数 計7633026 的中 ����� 708

ハロンタイム 13．2―12．4―12．4―12．5―12．5―12．0―11．6―12．5―12．1―12．2―12．7―12．5―11．9―11．9―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．2―25．6―38．0―50．5―1：03．0―1：15．0―1：26．6―1：39．1―1：51．2―2：03．4―2：16．1―2：28．6

2，600� 2，800� 3，000�
―2：40．5―2：52．4―3：04．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィエールマン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Green Tune デビュー 2018．1．28 東京1着

2015．1．20生 牡5鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 9戦5勝 賞金 573，059，000円
［他本会外：1戦0勝］

12048 5月3日 曇 良 （2京都3） 第4日 第12競走 ��
��1，400�

たかせがわ

高瀬川ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

59 ヒ ラ ソ ー ル �4鹿 57 荻野 極阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 480＋ 41：24．8 3．9�
816 フィールドセンス 牡6鹿 57 川須 栄彦前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 548± 0 〃 クビ 8．0�
713 バーンフライ 牡5黒鹿57 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 2 〃 アタマ 12．2�
815	 ヒルノサルバドール 牡7栗 57 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 454＋ 21：25．33 5．9�
714 ニューモニュメント 牡4鹿 57 藤岡 康太前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 480－ 6 〃 クビ 5．8�
611 ス ペ ク タ ー 牝6鹿 55 小牧 太川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 514＋ 21：25．4クビ 23．1	
35 ク ラ イ シ ス 牡7鹿 57 岩田 望来前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 21：25．61� 43．4

47 タガノプレトリア 牡5鹿 57 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468± 0 〃 クビ 16．8�
23 メイショウマトイ 牡6鹿 57 泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 492－ 41：25．7クビ 154．5�
612 マイネルオスカル 牡5栗 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 日高 木村牧場 482－ 8 〃 アタマ 12．8
48 スズカフェスタ 牡5栗 57 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 508＋ 8 〃 クビ 11．1�
36 エルプシャフト 牡7青鹿57 M．デムーロ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：25．8クビ 9．7�
11 マイネルラック 牡7鹿 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 488＋ 6 〃 クビ 110．7�
24 ロングベスト 牡6鹿 57 藤井勘一郎中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 524＋ 21：25．9アタマ 54．9�
510 コウエイアンカ �5鹿 57 松若 風馬伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 484± 01：26．43 43．7�
12 メイショウバッハ 牡7栗 57 加藤 祥太松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 494± 01：26．93 250．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 140，436，700円 複勝： 198，850，900円 枠連： 70，636，000円
馬連： 300，993，700円 馬単： 108，297，500円 ワイド： 229，573，700円
3連複： 483，989，700円 3連単： 545，502，200円 計： 2，078，280，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 270円 � 320円 枠 連（5－8） 610円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，160円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 25，390円

票 数

単勝票数 計1404367 的中 � 282311（1番人気）
複勝票数 計1988509 的中 � 336045（1番人気）� 177413（4番人気）� 144868（6番人気）
枠連票数 計 706360 的中 （5－8） 88407（2番人気）
馬連票数 計3009937 的中 �� 135159（3番人気）
馬単票数 計1082975 的中 �� 27474（5番人気）
ワイド票数 計2295737 的中 �� 73668（6番人気）�� 50635（11番人気）�� 38352（20番人気）
3連複票数 計4839897 的中 ��� 53383（17番人気）
3連単票数 計5455022 的中 ��� 15572（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．6―36．0―48．6―1：01．0―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ラ ソ ー ル �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．6．9 阪神2着

2016．4．27生 �4鹿 母 ハナイチリン 母母 リンデンリリー 19戦4勝 賞金 56，157，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 ヴォーガ号・ウォータースペース号・エルモンストロ号・オンザロックス号・クリノフラッシュ号・

コカボムクイーン号・サトノギャロス号・サンライズナイト号・ナンヨーイザヨイ号・ハッピーゴラッキー号・
ブルーメンクローネ号・ベルエスメラルダ号・マラードザレコード号・メイショウヴォルガ号・
メイショウギガース号・レシプロケイト号

５レース目



（2京都3）第4日 5月3日 （祝日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

493，290，000円
2，990，000円
33，030，000円
6，210，000円
62，850，000円
6，000，000円
75，620，500円
5，413，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
1，367，805，300円
1，615，337，800円
626，046，300円
3，371，836，900円
1，513，974，400円
2，106，110，800円
5，731，264，400円
8，921，025，000円
763，302，600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
5 重 勝
計 26，016，703，500円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回京都競馬第4日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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