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12097 5月23日 晴 良 （2京都3） 第9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

24 ラボンダンス 牝3栗 54 池添 謙一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490－ 21：54．7 10．0�

11 スズカスペクトル 牝3栗 54
53 ☆富田 暁永井 啓弍氏 武 英智 日高 藤本ファーム B432± 0 〃 クビ 4．9�

714 ハイスピードカム 牝3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 484＋181：54．91 17．2�
713 ラナウェリナ 牝3鹿 54 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ B504－ 41：55．21� 14．9�
36 ウインクルジニー 牝3鹿 54 長岡 禎仁塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 446＋10 〃 ハナ 5．2�
59 メイショウトラヒメ 牝3青 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 456＋ 41：55．51� 12．9	
815 センショウレサイヤ 牝3鹿 54 藤岡 佑介川勝 裕之氏 小崎 憲 新ひだか 藤原牧場 444＋ 61：55．82 39．2

48 ラレーヌデュバル 牝3鹿 54 坂井 瑠星�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 21：55．9� 51．8�
23 ワンダーシンシア 牝3鹿 54 城戸 義政山本 能成氏 斉藤 崇史 浦河 秋場牧場 410－ 21：56．0クビ 29．7�
510 アプレラプリュイ 牝3栗 54 川島 信二�ノースヒルズ 斉藤 崇史 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414＋ 21：56．21 66．8
612 サンマルキャンディ 牝3黒鹿54 幸 英明相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 アイオイファーム 496± 0 〃 クビ 13．5�
611 クリノティファニー 牝3芦 54

53 ☆斎藤 新栗本 博晴氏 須貝 尚介 日高 木村牧場 436＋ 61：56．62� 7．3�
47 ジ グ 牝3栗 54 北村 宏司武田 茂男氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 440＋101：56．81� 157．8�
12 ラ ブ カ レ ン 牝3芦 54 藤懸 貴志増田 陽一氏 羽月 友彦 新冠 佐藤牧場 434＋ 21：56．9� 243．5�
816 ゴーゴールーラー 牝3黒鹿54 太宰 啓介上山 牧氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 410－ 81：57．85 172．1�
35 ヴェニュセマース 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458± 02：04．2大差 4．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，063，600円 複勝： 49，078，900円 枠連： 12，521，200円
馬連： 56，081，100円 馬単： 23，190，000円 ワイド： 52，003，400円
3連複： 93，767，000円 3連単： 84，562，900円 計： 398，268，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 320円 � 170円 � 510円 枠 連（1－2） 1，950円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 760円 �� 2，280円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 9，960円 3 連 単 ��� 59，120円

票 数

単勝票数 計 270636 的中 � 21539（5番人気）
複勝票数 計 490789 的中 � 36855（5番人気）� 91242（1番人気）� 20740（9番人気）
枠連票数 計 125212 的中 （1－2） 4957（10番人気）
馬連票数 計 560811 的中 �� 21134（5番人気）
馬単票数 計 231900 的中 �� 3358（18番人気）
ワイド票数 計 520034 的中 �� 18375（5番人気）�� 5698（33番人気）�� 9870（17番人気）
3連複票数 計 937670 的中 ��� 7057（37番人気）
3連単票数 計 845629 的中 ��� 1037（203番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．8―48．7―1：02．3―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4F52．4―3F39．2
1
3
15，11，9，13，6（7，8，12）（3，4）16，5（1，14）－2－10
15，11，13（6，9，12）4（3，5）（1，8）（10，14）（7，2）－16

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

勝馬の
紹 介

ラボンダンス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．11．9 京都4着

2017．4．16生 牝3栗 母 トラディション 母母 シネマスコープ 8戦1勝 賞金 10，770，000円
〔調教再審査〕 ヴェニュセマース号は，競走中に前進気勢を欠き入線が遅れたことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェニュセマース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月23日まで平地

競走に出走できない。
※ヴェニュセマース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12098 5月23日 晴 良 （2京都3） 第9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

815 フルールドネージュ 牝3栗 54 藤岡 佑介ライオンレースホース� 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 432＋ 21：12．8 2．3�
23 マ タ ギ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志ケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 454－ 6 〃 クビ 8．7�
611 ヴィータブリランテ 牝3栗 54 川須 栄彦�三嶋牧場 寺島 良 浦河 三嶋牧場 466± 01：13．01� 6．5�
714 ニホンピログルーヴ 牡3黒鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 474＋ 2 〃 アタマ 8．4�
24 ラヴアンドヨウコ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 420－ 41：13．31� 153．8	
612 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± 01：13．51 4．6

713 エンペラーズパレス 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 B500＋101：13．81� 20．2�
35 グ ラ シ ー ナ 牡3青鹿56 古川 吉洋椎名 節氏 田所 秀孝 浦河 中村 雅明 574＋14 〃 クビ 145．7�
12 ド ー ン 牝3鹿 54 松田 大作奥田 貴敏氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 430－ 21：13．9	 13．5
36 トーアヴィルヌーヴ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 450－ 21：14．11	 160．7�
11 ミラクルズハプン 牝3鹿 54 小崎 綾也巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 442＋ 41：14．2クビ 451．5�
59 ヴァーツラフ 牡3鹿 56 武藤 雅市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 木村 秀則 458＋ 2 〃 クビ 212．1�
816 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 B496＋ 41：14．3クビ 33．1�
48 フチサンメルチャン 牡3栗 56 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 472＋101：14．4	 62．8�
47 タマモベネチア 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希タマモ� 高橋 亮 新冠 小泉牧場 452± 01：15．25 59．6�
510 サンマルサクセス 牡3青鹿56 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 500± 01：16．15 328．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，873，400円 複勝： 43，675，400円 枠連： 10，216，100円
馬連： 50，186，900円 馬単： 23，541，900円 ワイド： 40，501，800円
3連複： 70，434，300円 3連単： 75，402，100円 計： 344，831，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 210円 � 160円 枠 連（2－8） 1，320円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 630円 �� 330円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 9，810円

票 数

単勝票数 計 308734 的中 � 106765（1番人気）
複勝票数 計 436754 的中 � 102367（1番人気）� 44077（5番人気）� 71710（3番人気）
枠連票数 計 102161 的中 （2－8） 5968（6番人気）
馬連票数 計 501869 的中 �� 25156（8番人気）
馬単票数 計 235419 的中 �� 8220（5番人気）
ワイド票数 計 405018 的中 �� 15650（8番人気）�� 34188（2番人気）�� 15582（9番人気）
3連複票数 計 704343 的中 ��� 25083（5番人気）
3連単票数 計 754021 的中 ��� 5568（18番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．7―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．3―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．2
3 ・（15，11）2（12，14）（6，16）（4，3）（1，5，8）13，7，9＝10 4 ・（15，11）－2，14－16（4，12，3）6（5，8）1，7（9，13）＝10

勝馬の
紹 介

フルールドネージュ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．2．29 阪神8着

2017．2．21生 牝3栗 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 3戦1勝 賞金 7，100，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 メイショウウタヒメ号
（非抽選馬） 5頭 イサチルキンノホシ号・シゲルガリレオ号・スリーシャトー号・ニホンピロデュラン号・マーティンヒル号

第３回 京都競馬 第９日



12099 5月23日 晴 良 （2京都3） 第9日 第3競走 ��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

47 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 424＋ 41：21．4 2．6�
59 ル ー タ ー ズ 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 396＋ 41：21．61� 24．6�
48 メモリーオブブルー 牝3鹿 54 城戸 義政 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 434± 01：22．02� 19．3�
817 トゥールドマジ 牝3栗 54 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 61：22．1� 183．4�
24 リ ュ ッ カ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 浦河 谷口牧場 408＋ 21：22．2� 30．7�
713 ル ヴ ュ ー 牡3栗 56 松若 風馬ディアレストクラブ� 鈴木 孝志 平取 中川 隆 432－ 21：22．41� 82．0	
612 ヤマニンボンモマン 牝3鹿 54 酒井 学土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 446＋ 41：22．61 23．2

11 シゲルカリプソ 牝3青鹿54 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 中央牧場 420＋ 21：22．81 219．8�
12 メイショウゲンセン 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 太陽牧場 440± 0 〃 ハナ 7．7�
36 ホウオウグラス 牝3鹿 54 北村 宏司小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 418＋ 4 〃 アタマ 38．5
816 ランスオブニンフ 牝3鹿 54 川須 栄彦五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 432－ 21：23．33 89．0�
611 テーオークイーン 牝3鹿 54 太宰 啓介小笹 公也氏 宮 徹 日高 中原牧場 436＋ 6 〃 ハナ 424．0�
510 エアリーフローラ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム 424＋12 〃 クビ 4．1�
23 メメモンロー 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁本谷 惠氏 武 英智 日高 沖田牧場 454＋ 61：23．51 307．7�
818 フェルハール 牝3鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 452＋161：23．81� 11．5�
715 マーヴェラスジーン 牝3鹿 54 幸 英明山本又一郎氏 斉藤 崇史 浦河 三嶋牧場 490＋ 61：24．22� 5．7�
35 ラヴィンツァラ 牝3鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新ひだか 株式会社ブルースターズファーム 422－101：24．3� 111．8�
714 ボヘミアンヒーロー 牡3黒鹿56 江田 照男林 正道氏 森田 直行 日高 白井牧場 506－101：24．4� 271．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，082，300円 複勝： 48，292，300円 枠連： 9，764，800円
馬連： 53，295，400円 馬単： 24，617，700円 ワイド： 43，914，900円
3連複： 74，025，200円 3連単： 83，048，800円 計： 371，041，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 540円 � 410円 枠 連（4－5） 410円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 630円 �� 3，770円

3 連 複 ��� 9，870円 3 連 単 ��� 36，750円

票 数

単勝票数 計 340823 的中 � 101702（1番人気）
複勝票数 計 482923 的中 � 124518（1番人気）� 18157（8番人気）� 25050（6番人気）
枠連票数 計 97648 的中 （4－5） 18063（1番人気）
馬連票数 計 532954 的中 �� 13215（11番人気）
馬単票数 計 246177 的中 �� 4037（17番人気）
ワイド票数 計 439149 的中 �� 10153（13番人気）�� 18771（5番人気）�� 2843（31番人気）
3連複票数 計 740252 的中 ��� 5622（30番人気）
3連単票数 計 830488 的中 ��� 1638（104番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．3―45．7―57．3―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダブルアンコール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー 2019．12．22 阪神2着

2017．1．27生 牝3鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 4戦1勝 賞金 10，670，000円
〔3走成績による出走制限〕 ホウオウグラス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 イトシキオモイ号・シューラヴァーグ号・スワッグレコード号・トウケイミラ号

12100 5月23日 晴 良 （2京都3） 第9日 第4競走 ��1，900�3歳未勝利
発走11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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

44 メイショウコジョウ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 466＋ 21：59．2 18．9�
812 メイショウカズサ 牡3栗 56 川須 栄彦松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B478± 01：59．41� 1．8�
45 オーバーリミット 牡3鹿 56 北村 友一吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 494－ 21：59．5� 6．3�
69 ペ イ ダ ー ト 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 464＋ 22：00．77 6．5�
710 シンゼンデレヤ 牡3鹿 56 城戸 義政原 司郎氏 荒川 義之 新冠 川上牧場 514－ 22：01．44 44．0�
33 オースミカムイ 牡3鹿 56 幸 英明�オースミ 渡辺 薫彦 浦河 �川 啓一 476－ 22：02．78 24．9	
22 サンライズヘルメス 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 472＋ 22：03．76 40．9

813 ニシノシロフネ 牡3芦 56 坂井 瑠星西山 茂行氏 橋口 慎介 新ひだか 田上 徹 474± 02：04．12� 129．6�
56 グレートバローズ 牡3鹿 56 北村 宏司猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 450± 02：04．2� 14．6�
57 リアルシング 牡3黒鹿56 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 526－ 42：04．51� 15．1
711 エ ラ シ コ 牡3鹿 56 小崎 綾也今村 明浩氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 522－ 42：04．6� 309．9�
68 レーヴドゥロワ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514＋ 62：08．7大差 8．1�
11 アンタルクティクス 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新冠 村上 進治 492± 02：09．55 394．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，572，500円 複勝： 84，887，400円 枠連： 8，529，800円
馬連： 47，006，000円 馬単： 29，185，000円 ワイド： 40，725，800円
3連複： 70，415，800円 3連単： 105，748，500円 計： 418，070，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 380円 � 110円 � 170円 枠 連（4－8） 430円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，300円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 22，900円

票 数

単勝票数 計 315725 的中 � 13302（7番人気）
複勝票数 計 848874 的中 � 20020（8番人気）� 534041（1番人気）� 62894（3番人気）
枠連票数 計 85298 的中 （4－8） 15158（2番人気）
馬連票数 計 470060 的中 �� 22283（6番人気）
馬単票数 計 291850 的中 �� 3969（16番人気）
ワイド票数 計 407258 的中 �� 15346（7番人気）�� 7295（15番人気）�� 38606（2番人気）
3連複票数 計 704158 的中 ��� 21939（7番人気）
3連単票数 計1057485 的中 ��� 3347（75番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．6―12．7―12．7―12．7―12．7―12．7―13．1―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―17．9―29．5―42．2―54．9―1：07．6―1：20．3―1：33．0―1：46．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウコジョウ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Thousand Words デビュー 2019．11．24 京都3着

2017．4．9生 牡3鹿 母 ハービンジャーラス 母母 Penang Cry 5戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リアルシング号・レーヴドゥロワ号・アンタルクティクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和2年6月23日まで平地競走に出走できない。
エラシコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月23日まで平地競走に出
走できない。



12101 5月23日 晴 良 （2京都3） 第9日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

813 ラインハイト 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：49．3 2．5�
711 シュルシャガナ 牡3芦 56 池添 謙一ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 438＋ 41：49．62 1．9�
68 モルトルバート �3鹿 56

55 ☆斎藤 新 �シルクレーシング 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム B442± 01：50．13 85．5�
812 グレーフェンベルク 牡3鹿 56 藤懸 貴志�G1レーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B466－ 21：50．42 16．9�
69 アールウィザード 牡3黒鹿56 北村 宏司前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 矢野牧場 484－ 41：50．5� 6．8	
44 テ レ ー ザ 牝3青鹿54 国分 恭介門野 文典氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 454± 0 〃 アタマ 62．5

45 ポテンシャルリアル 牡3栗 56 松若 風馬ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 500－ 61：50．71� 12．8�
33 グリーンエンプレス 牝3鹿 54 水口 優也�杵臼牧場 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 440＋ 41：50．8クビ 358．6�
22 テイエムシュンソク 牡3芦 56 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 512－ 41：51．12 224．6
57 テイエムホイッスル 牡3栗 56 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 462－ 61：51．2	 127．3�
710 コンディトラム 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 平取 協栄組合 478± 01：51．52 326．9�
56 インテレット 牡3栗 56 太宰 啓介近藤 英子氏 森田 直行 浦河 辻 牧場 402－ 21：52．35 145．9�

（12頭）
11 サーストンシカゴ 牡3栗 56 藤岡 佑介齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 岡田牧場 510± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，866，900円 複勝： 36，324，300円 枠連： 4，959，400円
馬連： 29，450，500円 馬単： 15，878，800円 ワイド： 22，855，600円
3連複： 31，292，400円 3連単： 44，424，000円 計： 211，051，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 110円 � 700円 枠 連（7－8） 220円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 160円 �� 2，210円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 13，190円

票 数

単勝票数 差引計 258669（返還計 56201） 的中 � 81078（2番人気）
複勝票数 差引計 363243（返還計 73949） 的中 � 74934（2番人気）� 155547（1番人気）� 5425（7番人気）
枠連票数 差引計 49594（返還計 29658） 的中 （7－8） 17358（1番人気）
馬連票数 差引計 294505（返還計191354） 的中 �� 89512（1番人気）
馬単票数 差引計 158788（返還計104050） 的中 �� 21862（2番人気）
ワイド票数 差引計 228556（返還計141650） 的中 �� 48904（1番人気）�� 2110（17番人気）�� 3108（13番人気）
3連複票数 差引計 312924（返還計398435） 的中 ��� 5908（11番人気）
3連単票数 差引計 444240（返還計597479） 的中 ��� 2441（40番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―12．2―13．2―13．1―12．4―11．7―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．2―49．4―1：02．5―1：14．9―1：26．6―1：37．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインハイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2019．9．15 阪神3着

2017．4．9生 牡3黒鹿 母 ピューリティー 母母 Pariana 4戦1勝 賞金 9，500，000円
〔競走除外〕 サーストンシカゴ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔3走成績による出走制限〕 インテレット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月23日まで平地競走に出走できない。

12102 5月23日 晴 良 （2京都3） 第9日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時55分 （500万円以下） （芝・右）
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
1：32．2
1：30．3

良
良

56 スマートリアン 牝3鹿 54 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 462± 01：33．8 2．0�
22 オーマイダーリン 牝3鹿 54 川須 栄彦廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 460＋ 6 〃 ハナ 18．2�
812 ノルカソルカ 牡3栗 56 松若 風馬幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 486± 01：33．9� 9．0�
44 ユピテルルークス 牡3鹿 56 北村 宏司輝レーシング 清水 久詞 新ひだか オギオギ牧場 492－ 21：34．0クビ 6．9�
68 エアロロノア 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 490＋ 21：34．1� 4．1�
811� アイロンワークス 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-
ley Stud 472－ 61：34．2	 57．9	

710 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 426＋ 21：34．41
 22．6


11 アメージングラン 牡3鹿 56 国分 恭介深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 486± 01：34．61
 103．9�
67 ディヴィナシオン 牡3黒鹿56 松田 大作一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 430± 0 〃 クビ 48．9�
55 メタモルフォーゼ 牝3鹿 54 武藤 雅�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 446＋ 61：34．81
 14．3
33 グレイトゲイナー 牡3青鹿56 北村 友一田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 458± 0 〃 アタマ 28．7�
79 ジャストナウ 牡3芦 56 池添 謙一杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 412－ 61：37．0大差 189．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，585，800円 複勝： 57，612，000円 枠連： 8，004，300円
馬連： 56，232，100円 馬単： 29，012，700円 ワイド： 50，790，000円
3連複： 82，943，100円 3連単： 117，017，400円 計： 438，197，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 320円 � 210円 枠 連（2－5） 1，600円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 660円 �� 410円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 15，430円

票 数

単勝票数 計 365858 的中 � 145734（1番人気）
複勝票数 計 576120 的中 � 186490（1番人気）� 32419（6番人気）� 58436（4番人気）
枠連票数 計 80043 的中 （2－5） 3867（7番人気）
馬連票数 計 562321 的中 �� 24400（7番人気）
馬単票数 計 290127 的中 �� 8331（9番人気）
ワイド票数 計 507900 的中 �� 19607（9番人気）�� 34613（3番人気）�� 6334（21番人気）
3連複票数 計 829431 的中 ��� 14707（13番人気）
3連単票数 計1170174 的中 ��� 5497（47番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―12．0―12．0―11．8―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．9―34．4―46．4―58．4―1：10．2―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートリアン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．9．28 阪神8着

2017．5．12生 牝3鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 7戦2勝 賞金 34，722，000円



12103 5月23日 晴 良 （2京都3） 第9日 第7競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
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
1：56．8
1：56．1

良
良

88 カ リ ン カ 牝5黒鹿55 北村 宏司寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 422－142：01．2 30．2�
33 ベストクィーン 牝4栗 55 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 418－ 82：01．52 6．0�
22 アックアアルタ 牝4青鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 466＋ 62：01．92� 5．1�
77 � スズカローレル 牝5鹿 55

54 ☆富田 暁永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 416＋ 22：02．11� 4．3�
11 ミラーミラー 牝4黒鹿 55

52 ▲泉谷 楓真吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 418＋10 〃 クビ 2．7�
44 � ジェイジーノ 牝6鹿 55

54 ☆斎藤 新吉澤 克己氏 今野 貞一 新冠 川島牧場 424－ 62：02．52� 15．6	
55 エスキシータ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星吉田 晴哉氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480＋162：03．13� 10．9

66 � ドゥシャンパーニュ 牝4青鹿55 小崎 綾也大塚 亮一氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 436－ 42：04．37 8．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 27，337，100円 複勝： 28，609，200円 枠連： 発売なし
馬連： 42，110，000円 馬単： 22，944，700円 ワイド： 27，434，000円
3連複： 51，631，500円 3連単： 103，591，900円 計： 303，658，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，020円 複 勝 � 720円 � 230円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 11，780円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 2，020円 �� 510円

3 連 複 ��� 7，190円 3 連 単 ��� 66，050円

票 数

単勝票数 計 273371 的中 � 7232（8番人気）
複勝票数 計 286092 的中 � 8080（8番人気）� 33814（4番人気）� 49735（3番人気）
馬連票数 計 421100 的中 �� 6755（21番人気）
馬単票数 計 229447 的中 �� 1460（41番人気）
ワイド票数 計 274340 的中 �� 4816（21番人気）�� 3338（25番人気）�� 14742（6番人気）
3連複票数 計 516315 的中 ��� 5379（30番人気）
3連単票数 計1035919 的中 ��� 1137（225番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．3―12．1―12．3―12．2―11．9―12．2―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．2―48．3―1：00．6―1：12．8―1：24．7―1：36．9―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ リ ン カ �

父 キングカメハメハ �


母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．2．18 小倉5着

2015．3．17生 牝5黒鹿 母 グレナディーン 母母 タックスヘイブン 17戦2勝 賞金 23，800，000円

12104 5月23日 晴 良 （2京都3） 第9日 第8競走 ��
��1，400�4歳以上1勝クラス

発走13時55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

713 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 B484－ 21：24．2 6．5�

23 � エヴァキュアン 牡4黒鹿57 	島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 494＋ 81：24．52 17．2�
12 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 520＋ 41：24．6
 32．8�
510 メイショウバルコラ 牡5鹿 57

56 ☆斎藤 新松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 518－ 41：24．7
 29．6�
35 ロードラナキラ 牡5鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 458± 01：25．01
 18．8�
816 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± 01：25．1� 9．3	
11 � ワンダーヘイルネス 4鹿 57 武藤 雅山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 464－ 2 〃 クビ 53．5

36 メイショウロサン 牡4黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 490＋ 41：25．2クビ 15．5�
47 テイエムメロディー 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 472＋181：25．62
 28．6�
24 クイーンブロッサム 牝4栗 55 小崎 綾也吉田 勝己氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：25．81
 199．6
612� ラインエミネント 牡4鹿 57 国分 優作大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 460－ 51：26．0� 79．9�
611� チェルシーライオン 牡4黒鹿57 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Spendthrift

Farm LLC 474－ 61：26．21� 59．8�
59 � パンサーバローズ 牡6黒鹿57 池添 謙一猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 506± 0 〃 ハナ 4．4�
815 ジャミールフエルテ 牡4鹿 57 北村 友一吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 アタマ 2．3�
48 � テーオーパートナー 牝5栗 55 太宰 啓介小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 464－ 21：26．41 60．4�
714� アイファーリーダー 牡4鹿 57 水口 優也中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 484－161：27．67 424．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，941，100円 複勝： 50，889，800円 枠連： 13，910，400円
馬連： 64，842，800円 馬単： 27，717，400円 ワイド： 53，038，500円
3連複： 95，172，500円 3連単： 106，509，000円 計： 448，021，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 470円 � 790円 枠 連（2－7） 4，860円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 8，500円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，500円 �� 7，290円

3 連 複 ��� 50，730円 3 連 単 ��� 216，290円

票 数

単勝票数 計 359411 的中 � 44071（3番人気）
複勝票数 計 508898 的中 � 87074（2番人気）� 25788（6番人気）� 14319（10番人気）
枠連票数 計 139104 的中 （2－7） 2218（15番人気）
馬連票数 計 648428 的中 �� 10598（16番人気）
馬単票数 計 277174 的中 �� 2445（24番人気）
ワイド票数 計 530385 的中 �� 10514（14番人気）�� 5453（26番人気）�� 1835（52番人気）
3連複票数 計 951725 的中 ��� 1407（106番人気）
3連単票数 計1065090 的中 ��� 357（483番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．8―12．5―12．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．3―46．1―58．6―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．1
3 3（9，15）7（8，13）－（5，11）6（2，10）－（1，12，16）＝（4，14） 4 3，9（7，15）（8，13）（5，11）6，2，10（1，16）12－4－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンインパルス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．4．14 福島12着

2015．3．31生 牡5鹿 母 デアリングワールド 母母 デアリングダンジグ 13戦2勝 賞金 22，250，000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。
（非抽選馬） 3頭 タガノゴマチャン号・タガノコルソ号・ミッキーマラン号



12105 5月23日 晴 良 （2京都3） 第9日 第9競走 ��
��2，400�メルボルントロフィー

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

メルボルンレーシングクラブ・ムーニーバレーレーシングクラブ・ヴィクトリアレーシングクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

79 アイアンバローズ 牡3鹿 56 池添 謙一猪熊 広次氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：26．0 4．4�
55 キングオブドラゴン 牡3黒鹿56 北村 宏司窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 16．5�
56 ディアマンミノル 牡3栗 56 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 458＋ 22：26．42� 10．8�
11 メイショウサンガ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 500＋ 42：26．5� 81．2�
710 キングサーガ �3黒鹿56 坂井 瑠星 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450± 02：26．71	 13．4�
44 エカテリンブルク 牡3青鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B500－ 2 〃 クビ 2．9	
22 ダンシングリッチー 牡3鹿 56 松田 大作米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 456＋ 22：26．8
 34．2

812 サーストンカイドー 牡3栗 56 富田 暁齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 504－ 82：27．01	 6．4�
811 ウインベイランダー 牡3芦 56 松若 風馬�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 42：27．21 39．2
67 ミレニアムクロス 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492－ 62：27．3� 5．9�
68 セツメンノトビウオ 牡3芦 56 古川 吉洋三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 434± 02：27．62 73．6�
33 キムケンドリーム 牝3鹿 54 幸 英明木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 B446＋ 22：30．1大差 17．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，872，600円 複勝： 68，553，600円 枠連： 15，003，700円
馬連： 95，616，800円 馬単： 35，761，600円 ワイド： 61，097，900円
3連複： 128，533，800円 3連単： 146，244，800円 計： 599，684，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 470円 � 300円 枠 連（5－7） 1，230円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 6，450円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 890円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 8，700円 3 連 単 ��� 41，190円

票 数

単勝票数 計 488726 的中 � 87510（2番人気）
複勝票数 計 685536 的中 � 119180（2番人気）� 32490（8番人気）� 55989（5番人気）
枠連票数 計 150037 的中 （5－7） 9390（7番人気）
馬連票数 計 956168 的中 �� 19162（15番人気）
馬単票数 計 357616 的中 �� 4153（25番人気）
ワイド票数 計 610979 的中 �� 12483（17番人気）�� 17882（12番人気）�� 13206（16番人気）
3連複票数 計1285338 的中 ��� 11076（32番人気）
3連単票数 計1462448 的中 ��� 2574（153番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．3―12．8―12．4―12．2―13．0―12．6―12．2―12．0―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．3―23．6―34．9―47．7―1：00．1―1：12．3―1：25．3―1：37．9―1：50．1―2：02．1―2：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3
11（3，4）12，10－（5，7）（2，6，8）9－1
11（4，12）（3，10）－（5，7）（2，6，8）9－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイアンバローズ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Royal Anthem デビュー 2019．7．27 新潟13着

2017．2．2生 牡3鹿 母 パレスルーマー 母母 Whisperifyoudare 7戦2勝 賞金 22，845，000円

12106 5月23日 晴 良 （2京都3） 第9日 第10競走
オーストラリアターフクラブ賞

��
��1，200�シドニートロフィー

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．5．18以降2．5．17まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

オーストラリアターフクラブ賞（1着）
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
1：09．0
1：08．7

不良
重

48 トップウイナー 牡4栗 54 岩崎 翼�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B464－161：10．1 20．6�
11 メイショウミライ 牡5栗 56 松若 風馬松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 494－ 61：10．31 3．5�
612� メイプルグレイト 牡5栗 55 北村 宏司節 英司氏 清水 久詞 平取 スガタ牧場 B512－ 41：10．4� 12．3�
24 ク ラ イ シ ス 牡7鹿 55 北村 友一前田 幸治氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 41：10．82
 24．8�
47 バーンフライ 牡5黒鹿56 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 506＋ 21：10．9クビ 4．1	
12 ベルエスメラルダ 牝6黒鹿50 酒井 学内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 442± 01：11．11� 113．1

815 ハッピーゴラッキー 牝4鹿 53 岡田 祥嗣ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 4 〃 アタマ 6．4�
59 メイショウコゴミ 牝5鹿 53 古川 吉洋松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 452－ 2 〃 アタマ 28．1�
714 アヴァンティスト 牡4栗 55 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 B460－ 81：11．2クビ 10．9
36 クレスコブレイブ 牡6栗 54 	島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B538＋ 6 〃 クビ 46．1�
713 サンライズナイト 牡5黒鹿55 池添 謙一松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B490± 01：11．51� 16．1�
23 スズカフェスタ 牡5栗 54 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 506－ 2 〃 アタマ 21．8�
611 ナンヨーイザヨイ 牡4黒鹿54 竹之下智昭中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472－ 41：11．81� 19．8�
35 サーティグランド �8鹿 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 山本 昇寿 498± 01：12．01� 35．0�
816 ヤマニンレジスタ 牡5栗 55 城戸 義政土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 502－ 21：12．21� 25．7�
510 タイセイソニック 牡5黒鹿54 小崎 綾也田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 462－12 〃 アタマ 63．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，416，000円 複勝： 75，793，300円 枠連： 24，888，700円
馬連： 126，238，900円 馬単： 46，267，900円 ワイド： 89，178，800円
3連複： 190，825，100円 3連単： 186，009，900円 計： 785，618，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 590円 � 160円 � 360円 枠 連（1－4） 670円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 8，700円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 3，220円 �� 980円

3 連 複 ��� 11，260円 3 連 単 ��� 85，510円

票 数

単勝票数 計 464160 的中 � 18014（8番人気）
複勝票数 計 757933 的中 � 26949（9番人気）� 157355（1番人気）� 48320（5番人気）
枠連票数 計 248887 的中 （1－4） 28580（1番人気）
馬連票数 計1262389 的中 �� 32235（10番人気）
馬単票数 計 462679 的中 �� 3986（31番人気）
ワイド票数 計 891788 的中 �� 18866（10番人気）�� 6900（35番人気）�� 24097（5番人気）
3連複票数 計1908251 的中 ��� 12707（28番人気）
3連単票数 計1860099 的中 ��� 1577（244番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．0―11．5―11．9―12．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．7
3 16－（3，8）9，12－1（7，15）（4，14）（5，13）11（2，6）10 4 16－（3，8）（9，12）1（4，7，15）14（2，13）5（6，11）10

勝馬の
紹 介

トップウイナー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2018．7．21 中京2着

2016．4．22生 牡4栗 母 トップアクトレス 母母 トップジョリー 19戦4勝 賞金 73，470，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 アカネサス号・アスタースウィング号・アスターソード号・ヴォーガ号・エイシンポジション号・ゲキリン号・

コウエイアンカ号・コカボムクイーン号・ショウナンカイドウ号・スマートアルタイル号・タガノプレトリア号・
ノンライセンス号・バーニングペスカ号・ヨドノビクトリー号・レッドラウダ号・ロングベスト号・
ワンダーアマービレ号



12107 5月23日 晴 良 （2京都3） 第9日 第11競走 ��
��1，900�第27回平安ステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，1．5．18以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，1．5．17以前のG
Ⅰ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限
定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

45 オメガパフューム 牡5芦 59 北村 友一原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 460＋ 91：56．0 5．3�
711 ヴェンジェンス 牡7栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 496± 01：56．21	 8．6�
57 ゴールドドリーム 牡7鹿 58 藤岡 佑介吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 530 1：56．52 4．3�
33 
 ヒストリーメイカー 牡6黒鹿56 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 登別 青藍牧場 526－201：56．81� 64．2�
610 スワーヴアラミス 牡5鹿 57 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：56．9� 5．4�
712 マグナレガーロ 牡5青鹿56 北村 宏司 	シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：57．0� 12．0

814 ダンツゴウユウ 牡6栗 56 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 472＋ 4 〃 ハナ 59．7�
11 アシャカトブ 牡4栗 56 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 500－ 21：57．21� 58．5�
46 ヒロブレイブ 牡7鹿 56 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 486± 01：57．3クビ 364．1
22 
 ロードレガリス 牡5黒鹿56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 526＋ 61：57．4� 3．0�
69 ミ ツ バ 牡8鹿 58 松若 風馬�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484＋101：57．71� 176．4�
34 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡4白 57 斎藤 新金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 61：57．8� 76．0�
813 アッシェンプッテル 牝4鹿 54 太宰 啓介 	フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 512± 01：58．33 168．3�
58 ス マ ハ マ 牡5栗 56 坂井 瑠星�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 524－102：01．5大差 23．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 156，796，300円 複勝： 251，135，500円 枠連： 56，351，000円
馬連： 472，618，000円 馬単： 172，470，000円 ワイド： 330，925，900円
3連複： 828，327，000円 3連単： 1，045，172，400円 計： 3，313，796，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 190円 � 160円 枠 連（4－7） 1，340円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 520円 �� 420円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 17，870円

票 数

単勝票数 計1567963 的中 � 234239（3番人気）
複勝票数 計2511355 的中 � 387989（4番人気）� 315413（5番人気）� 413483（2番人気）
枠連票数 計 563510 的中 （4－7） 32381（9番人気）
馬連票数 計4726180 的中 �� 173997（11番人気）
馬単票数 計1724700 的中 �� 33061（18番人気）
ワイド票数 計3309259 的中 �� 163012（8番人気）�� 209591（4番人気）�� 140779（10番人気）
3連複票数 計8283270 的中 ��� 206866（11番人気）
3連単票数 計10451724 的中 ��� 42383（61番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．9―12．9―12．4―12．3―12．2―12．3―11．7―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．2―30．1―43．0―55．4―1：07．7―1：19．9―1：32．2―1：43．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガパフューム �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2018．1．14 京都1着

2015．4．6生 牡5芦 母 オメガフレグランス 母母 ビューティーメイク 11戦5勝 賞金 162，164，000円
［他本会外：5戦3勝］

〔制裁〕 ヒストリーメイカー号の騎手畑端省吾は，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。

12108 5月23日 晴 良 （2京都3） 第9日 第12競走
レーシングオーストラリア賞

��
��1，800�オーストラリアトロフィー

発走16時10分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．5．18以降2．5．17まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

レーシングオーストラリア賞（1着）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

36 ドラグーンシチー 牡5鹿 56 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 494－181：47．2 7．9�
47 デクレアラー 牡5栗 54 斎藤 新�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 482± 01：47．41� 16．9�
714	 ギ ャ ツ ビ ー 牡7栗 54 武藤 雅 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 464－ 4 〃 アタマ 95．2�
612 アーデルワイゼ 牝5青鹿52 松若 風馬 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B460－ 41：47．71
 29．5�
816 スーパーフェザー �5鹿 55 松田 大作吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 478－ 6 〃 クビ 15．4	
24 	 ケージーキンカメ 牡9黒鹿53 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 470－121：47．8クビ 162．2

59 アグネスリバティ 牡7黒鹿56 小崎 綾也渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 496－ 21：47．9
 66．1�
12 ミッキーマインド 牡5鹿 54 川須 栄彦野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 B476＋ 2 〃 クビ 76．7�
11 ブレイニーラン 牡5鹿 55 坂井 瑠星 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 14．9
510 プライドランド 牡4芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468－ 61：48．0クビ 4．2�
48 パ ト リ ッ ク 牡4鹿 56 北村 宏司 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 470－ 6 〃 クビ 3．3�

611	 センスオブワンダー 牡5栗 53 川島 信二前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484－121：48．21� 174．2�

815 ラストヌードル 牡4鹿 55 藤岡 佑介増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 496－ 41：48．3� 4．4�
23 テイエムギフテッド 牡5黒鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 462－ 41：48．61
 212．2�
35 グッドレイズ 牡4栗 54 幸 英明杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 500＋ 21：48．7
 14．6�
713 ウォークザライン 牡4栗 54 泉谷 楓真前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 462－12 〃 アタマ 59．7�
817 リリーモントルー 牡6鹿 54 古川 吉洋土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 450－ 21：49．65 177．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 56，940，500円 複勝： 84，951，700円 枠連： 27，749，500円
馬連： 129，883，400円 馬単： 47，435，900円 ワイド： 92，690，900円
3連複： 200，356，200円 3連単： 209，232，600円 計： 849，240，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 330円 � 450円 � 2，210円 枠 連（3－4） 770円

馬 連 �� 5，140円 馬 単 �� 9，530円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 11，800円 �� 8，280円

3 連 複 ��� 135，860円 3 連 単 ��� 581，200円

票 数

単勝票数 計 569405 的中 � 57493（4番人気）
複勝票数 計 849517 的中 � 74838（4番人気）� 50439（7番人気）� 8925（13番人気）
枠連票数 計 277495 的中 （3－4） 27644（3番人気）
馬連票数 計1298834 的中 �� 19552（21番人気）
馬単票数 計 474359 的中 �� 3733（38番人気）
ワイド票数 計 926909 的中 �� 14044（23番人気）�� 2000（70番人気）�� 2858（58番人気）
3連複票数 計2003562 的中 ��� 1106（230番人気）
3連単票数 計2092326 的中 ��� 261（1086番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．5―48．0―1：00．1―1：11．8―1：23．5―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラグーンシチー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．3 京都3着

2015．4．20生 牡5鹿 母 メイショウアンデス 母母 クィーンズダガー 20戦3勝 賞金 53，948，000円



（2京都3）第9日 5月23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 170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

241，280，000円
3，020，000円
28，180，000円
2，130，000円
27，920，000円
72，414，500円
4，913，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
558，348，100円
879，803，400円
191，898，900円
1，223，561，900円
498，023，600円
905，157，500円
1，917，723，900円
2，306，964，300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 8，481，481，600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9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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