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12109 5月24日 晴 良 （2京都3） 第10日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走9時55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
1：21．7
1：20．3

重
不良

23 トモジャアルマンド 牡3鹿 56 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 浦河 丸村村下
ファーム 492－ 41：25．9 4．1�

816 メイショウマサカツ 牡3栗 56 武藤 雅松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 松栄牧場 424＋ 2 〃 クビ 35．9�
612 デンコウユジーヌ 牡3鹿 56 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 530－ 6 〃 ハナ 9．0�
714 カ ヴ ァ ー ト 牡3鹿 56 川須 栄彦ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 41：26．0クビ 12．0�
713 ダ ッ チ マ ン �3青鹿56 坂井 瑠星小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 446± 01：26．21� 6．3�
12 ブルベアカロリー 牡3鹿 56 国分 恭介 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 若林牧場 476＋ 41：26．3クビ 16．8	
35 サンライズミリオン �3黒鹿56 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 518± 01：26．4� 4．0

47 メイショウシシオウ 牡3黒鹿56 北村 宏司松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 492＋ 21：26．72 16．1�
11 ニューリリース 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 小島牧場 B478－ 41：26．9� 73．7�
59 ノーブルライガー 牡3鹿 56 松若 風馬吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 464－ 61：27．21� 7．5
36 ロードドミニオン 牡3鹿 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか タイヘイ牧場 446＋ 21：27．41� 35．5�
48 アンシミラー 牡3鹿 56 長岡 禎仁鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 福田牧場 468± 0 〃 クビ 396．0�
815 ビービーファブル 牡3黒鹿56 小崎 綾也坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 奥山 博 462＋ 81：27．71� 15．2�
611 キングズジェム 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 平取 清水牧場 460± 01：27．91� 164．9�
510 ピットゥーラ 牝3鹿 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋10 〃 クビ 216．5�
24 コンカーワン �3黒鹿56 酒井 学 �CHEVAL AT-

TACHE 加用 正 新ひだか 木村 秀則 450± 01：29．38 124．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，554，400円 複勝： 39，289，400円 枠連： 8，293，400円
馬連： 51，137，800円 馬単： 20，589，800円 ワイド： 41，832，300円
3連複： 79，390，300円 3連単： 72，684，100円 計： 337，771，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 230円 � 950円 � 430円 枠 連（2－8） 2，950円

馬 連 �� 12，460円 馬 単 �� 19，300円

ワ イ ド �� 3，870円 �� 1，090円 �� 3，700円

3 連 複 ��� 32，760円 3 連 単 ��� 206，650円

票 数

単勝票数 計 245544 的中 � 47774（2番人気）
複勝票数 計 392894 的中 � 52155（3番人気）� 9418（10番人気）� 23220（6番人気）
枠連票数 計 82934 的中 （2－8） 2176（14番人気）
馬連票数 計 511378 的中 �� 3180（40番人気）
馬単票数 計 205898 的中 �� 800（67番人気）
ワイド票数 計 418323 的中 �� 2741（42番人気）�� 10177（15番人気）�� 2866（40番人気）
3連複票数 計 793903 的中 ��� 1817（97番人気）
3連単票数 計 726841 的中 ��� 255（612番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．3―12．5―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．5―1：00．0―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トモジャアルマンド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．19 京都8着

2017．3．14生 牡3鹿 母 サニーロック 母母 サニークラッシック 4戦1勝 賞金 6，400，000円

12110 5月24日 晴 良 （2京都3） 第10日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時20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
1：47．8
1：47．6

重
重

47 メイショウケアラシ 牡3栗 56 古川 吉洋松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 484－ 41：53．5 5．1�
816 オンザフェーヴル 牡3栗 56 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 488± 01：54．45 1．7�
612 オウケンブリザード 牡3青鹿56 松田 大作福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 辻 牧場 B496－ 61：54．5� 18．4�
23 ラ ス ト ラ フ 牝3栗 54 北村 宏司 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 488＋161：55．35 28．8�
12 メイショウポルポ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好�氏 松下 武士 白老 社台牧場 434－ 61：55．62 69．7	
35 キーピリオッド 牡3鹿 56 酒井 学北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 中本牧場 490± 01：55．7� 57．3

36 キングリアリティー 牡3鹿 56 岩崎 翼伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新ひだか 村上牧場 466－ 41：55．91 149．0�
510 レトロワンピース 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 440＋ 41：56．0� 92．7�
59 クリノガオガオ 牡3鹿 56 藤懸 貴志栗本 守氏 谷 潔 日高 若林 順一 458－ 21：56．32 86．5
611 タイクーンバゴ 牡3青鹿56 幸 英明�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 476－141：56．4� 45．3�
11 マテラジニアス 牡3芦 56 川須 栄彦大野 照旺氏 浜田多実雄 えりも 寺井 文秀 474－ 2 〃 ハナ 60．0�
24 ワンダーコンパス 牡3芦 56 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 500－ 61：56．61� 14．5�
815 タガノマイクラフト 牡3芦 56 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 八木牧場 B486－ 2 〃 アタマ 56．4�
713 メイショウガロンヌ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希松本 好雄氏 池添 学 浦河 三嶋牧場 490－181：56．91� 358．5�
48 アルムポルックス 牡3栗 56 松若 風馬﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472± 0 〃 ハナ 4．8�
714 メイケイスピリッツ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁名古屋競馬� 武 英智 千歳 社台ファーム B484＋ 41：58．28 191．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，453，400円 複勝： 30，550，600円 枠連： 7，383，700円
馬連： 34，208，500円 馬単： 17，144，400円 ワイド： 26，267，800円
3連複： 50，333，000円 3連単： 58，250，600円 計： 243，592，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 110円 � 300円 枠 連（4－8） 240円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，090円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 7，560円

票 数

単勝票数 計 194534 的中 � 30156（3番人気）
複勝票数 計 305506 的中 � 43771（2番人気）� 133989（1番人気）� 13556（5番人気）
枠連票数 計 73837 的中 （4－8） 23349（1番人気）
馬連票数 計 342085 的中 �� 52703（1番人気）
馬単票数 計 171444 的中 �� 11664（3番人気）
ワイド票数 計 262678 的中 �� 31514（2番人気）�� 5428（13番人気）�� 12746（5番人気）
3連複票数 計 503330 的中 ��� 22059（4番人気）
3連単票数 計 582506 的中 ��� 5583（17番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―13．2―12．9―12．9―12．6―12．3―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―37．0―49．9―1：02．8―1：15．4―1：27．7―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウケアラシ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2019．8．24 小倉5着

2017．3．31生 牡3栗 母 メイショウスコール 母母 メイショウアヤメ 6戦1勝 賞金 9，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 メイショウガロンヌ号・メイケイスピリッツ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月24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） 2頭 サトノスライヴ号・セイウンラストヘイ号

第３回 京都競馬 第１０日



12111 5月24日 晴 良 （2京都3） 第10日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時50分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

612 ム ジ カ 牝3鹿 54 池添 謙一ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 440＋ 81：47．8 2．7�
11 ダンツイノーバ 牝3栗 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 448± 01：48．12 1．9�
35 ヤマニンプティパ 牝3鹿 54 酒井 学土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 428－ 21：48．31� 27．3�
59 タムロシャイン 牝3芦 54

53 ☆斎藤 新谷口 屯氏 西園 正都 日高 天羽牧場 438± 01：48．62 226．3�
510 タニノヨセミテ 牝3鹿 54 �島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 408－ 21：48．91� 36．4�
12 キュートルーラー 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 426＋ 4 〃 クビ 90．5	
36 ア ー ジ オ ン 牝3鹿 54 北村 友一 
サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 404－ 4 〃 ハナ 7．3�
611 タイズオブハート 牝3鹿 54 国分 優作 
キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 440－101：49．53� 84．5�
817 タマモティータイム 牝3鹿 54 太宰 啓介タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B470＋ 41：49．71� 79．2
47 マ シ ェ リ イ 牝3鹿 54 岩崎 翼松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 436－ 41：49．91� 531．1�
818 エ バ ー マ ノ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 458＋ 61：50．21� 16．8�
713 ランクリッツ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 424＋ 4 〃 クビ 121．4�
24 フォールクヴァング 牝3鹿 54 松若 風馬�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：50．3� 278．0�
715 リーガルクラン 牝3栗 54 北村 宏司 �YGGホースクラブ 藤沢 則雄 新ひだか 水上 習孝 436 ―1：50．4クビ 258．5�
48 サンライトジュンコ 牝3黒鹿54 城戸 義政北川 勉氏 奥村 豊 新冠 ラツキー牧場 474－101：50．72 59．7�
816 レッドラルーチェ 牝3鹿 54 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 478 ―1：50．8� 32．0�
23 アクターヒロイン 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 444－ 21：52．07 73．4�

714 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 442＋ 21：54．0大差 211．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，735，100円 複勝： 43，201，000円 枠連： 11，696，800円
馬連： 52，467，400円 馬単： 25，686，900円 ワイド： 43，536，800円
3連複： 83，154，900円 3連単： 97，666，000円 計： 390，144，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 270円 枠 連（1－6） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 160円 �� 540円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 3，630円

票 数

単勝票数 計 327351 的中 � 94755（2番人気）
複勝票数 計 432010 的中 � 116415（2番人気）� 116941（1番人気）� 24330（5番人気）
枠連票数 計 116968 的中 （1－6） 31522（1番人気）
馬連票数 計 524674 的中 �� 143479（1番人気）
馬単票数 計 256869 的中 �� 33211（2番人気）
ワイド票数 計 435368 的中 �� 94233（1番人気）�� 16990（6番人気）�� 17200（5番人気）
3連複票数 計 831549 的中 ��� 57089（3番人気）
3連単票数 計 976660 的中 ��� 19480（7番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．5―12．2―12．2―12．4―12．1―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．0―34．5―46．7―58．9―1：11．3―1：23．4―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．5
3 1，3，5（7，6）（2，17）（12，18）4（9，11，10，13）－8－15－16＝14 4 1，3，5，7，6（12，2）17（9，18）4（11，10）13，8－15－16＝14

勝馬の
紹 介

ム ジ カ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．26 京都6着

2017．4．2生 牝3鹿 母 ローズアダージョ 母母 ファーストナイト 8戦1勝 賞金 13，500，000円
〔制裁〕 ムジカ号の騎手池添謙一は，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10，000円。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクターヒロイン号・エケベリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月24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〕 タマモティータイム号・マシェリイ号・フォールクヴァング号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和2年7月24日まで平地競走に出走できない。

12112 5月24日 晴 良 （2京都3） 第10日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時20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
1：32．2
1：30．3

良
良

715 コンフィテーロ 牡3青鹿56 坂井 瑠星ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462± 01：35．4 3．8�

11 マルタクロス 牡3鹿 56 小崎 綾也寺田千代乃氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 504＋ 21：35．61� 42．6�
23 ハートフルオブラブ 牡3黒鹿56 松若 風馬江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 464＋ 81：35．7� 58．3�
612 テイエムキズナオー 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 斉藤スタッド 464＋ 61：35．8� 61．3�
36 フリークアウト 牝3鹿 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－10 〃 ハナ 4．6�
24 エスポワールミノル 牡3鹿 56 池添 謙一吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム 520 ―1：35．9クビ 3．2�
611 スマートアリエル 牝3黒鹿54 幸 英明大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 448－ 21：36．0� 16．6	
12 タガノアマルフィ 牝3鹿 54 酒井 学八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426＋10 〃 ハナ 285．7

35 オーバーテイカー 牡3鹿 56 北村 宏司�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 436± 01：36．1� 22．2�
59 メイショウドンド 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 近藤牧場 448＋ 61：36．2� 308．3
818 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 446＋ 41：36．62� 10．8�
816 グリーンハイパワー 牡3鹿 56 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 468＋ 2 〃 クビ 56．6�
817 アンデュレイト 牡3青鹿56 武藤 雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 大輔 新ひだか 原口牧場 498－121：37．23� 142．7�
713 ヴ ァ ー ユ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁野嶋 祥二氏 森 秀行 新冠 新冠橋本牧場 482－ 41：37．73 518．6�
714 ダディーズメジャー 牡3栗 56 長岡 禎仁田島 大史氏 杉山 晴紀 むかわ 上水牧場 478－ 4 〃 クビ 32．1�
47 チェルヴィーノ 牝3青鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：37．8クビ 8．5�
48 � スマートコルザ 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真大川 徹氏 石坂 正 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

458＋101：38．22� 171．9�
510� ユウアメリカン 牡3鹿 56 松田 大作�アイテツ 森 秀行 米 Karen J.

Silva 470＋ 21：38．94 38．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，891，300円 複勝： 55，066，900円 枠連： 10，368，700円
馬連： 60，886，200円 馬単： 24，603，800円 ワイド： 53，095，000円
3連複： 90，454，300円 3連単： 89，200，500円 計： 420，566，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 830円 � 1，370円 枠 連（1－7） 5，130円

馬 連 �� 6，730円 馬 単 �� 9，890円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 2，260円 �� 10，400円

3 連 複 ��� 49，660円 3 連 単 ��� 127，300円

票 数

単勝票数 計 368913 的中 � 76618（2番人気）
複勝票数 計 550669 的中 � 96718（2番人気）� 15205（9番人気）� 8845（13番人気）
枠連票数 計 103687 的中 （1－7） 1564（17番人気）
馬連票数 計 608862 的中 �� 7005（23番人気）
馬単票数 計 246038 的中 �� 1865（37番人気）
ワイド票数 計 530950 的中 �� 7236（17番人気）�� 6095（24番人気）�� 1291（68番人気）
3連複票数 計 904543 的中 ��� 1366（130番人気）
3連単票数 計 892005 的中 ��� 508（380番人気）

ハロンタイム 12．4―10．2―11．5―12．2―12．0―12．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―22．6―34．1―46．3―58．3―1：10．4―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．1
3 6（1，7）（3，10，14）2（5，13）12（11，8，17）（15，16）（9，4，18） 4 6，1，7，3，2，14（12，5，10，13，17）11（15，16）（9，4，18）8

勝馬の
紹 介

コンフィテーロ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Gone West デビュー 2020．2．2 京都2着

2017．5．5生 牡3青鹿 母 ラ ド ル チ ェ 母母 Sharp Cat 4戦1勝 賞金 8，270，000円
〔制裁〕 ダディーズメジャー号の騎手長岡禎仁は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番・17番）
※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 ガレットデロワ号



12113 5月24日 晴 良 （2京都3） 第10日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時10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

58 ウインサンフラワー 牡3鹿 56 藤岡 佑介�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 22：01．7 2．8�
712 アズマエピカリス 牡3栗 56 武藤 雅東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 538－ 62：02．12� 79．2�
22 ヒルノアントラ 牡3青鹿56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B470± 02：02．52� 10．4�
34 エールブラーヴ 牡3黒鹿56 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 460＋ 2 〃 アタマ 73．3�
33 ナムラショウグン 牡3青鹿56 藤懸 貴志奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 480－ 22：02．71� 17．9�
69 プリンセスララア 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 中川 哲也 400＋ 22：02．8� 43．2	
814 ノーウィック 牡3鹿 56 幸 英明
三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 464－ 2 〃 クビ 4．1�
46 エ ヴ ァ ン 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456－ 22：03．22� 8．4�

45 ロードライトニング 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 434＋ 2 〃 クビ 4．1
11 セイウンラストヘイ 牡3黒鹿56 池添 謙一西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 B510－ 4 〃 アタマ 15．1�
610 ウインシュトローム 牡3黒鹿56 国分 優作�ウイン 宮 徹 むかわ 真壁 信一 532＋ 22：03．62� 249．5�
57 ロックアビリティ 牡3鹿 56 川須 栄彦中西 功氏 服部 利之 安平 吉田牧場 502－ 42：03．91� 300．6�
813 スリーシャーペン 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁永井商事� 木原 一良 浦河 中神牧場 480＋ 22：04．21� 43．0�
711 ジ ェ ッ タ ー 牝3栗 54 小崎 綾也鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 小葉松 幸雄 424－ 22：05．05 682．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，884，200円 複勝： 38，542，200円 枠連： 9，468，000円
馬連： 50，368，600円 馬単： 21，023，200円 ワイド： 40，995，200円
3連複： 71，327，800円 3連単： 79，553，000円 計： 339，162，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 170円 � 1，040円 � 270円 枠 連（5－7） 9，320円

馬 連 �� 11，880円 馬 単 �� 15，000円

ワ イ ド �� 4，140円 �� 640円 �� 7，710円

3 連 複 ��� 30，630円 3 連 単 ��� 169，130円

票 数

単勝票数 計 278842 的中 � 78241（1番人気）
複勝票数 計 385422 的中 � 73680（2番人気）� 7362（10番人気）� 37154（4番人気）
枠連票数 計 94680 的中 （5－7） 787（23番人気）
馬連票数 計 503686 的中 �� 3284（30番人気）
馬単票数 計 210232 的中 �� 1051（50番人気）
ワイド票数 計 409952 的中 �� 2464（36番人気）�� 17814（5番人気）�� 1314（48番人気）
3連複票数 計 713278 的中 ��� 1746（77番人気）
3連単票数 計 795530 的中 ��� 341（417番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―12．4―12．3―12．5―12．0―11．8―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．8―48．2―1：00．5―1：13．0―1：25．0―1：36．8―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインサンフラワー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．7．6 中京5着

2017．2．27生 牡3鹿 母 サマーソング 母母 マサノチャーミング 10戦1勝 賞金 11，080，000円
〔3走成績による出走制限〕 ロックアビリティ号・ジェッター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月24日まで平地競

走に出走できない。
※セイウンラストヘイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12114 5月24日 晴 良 （2京都3） 第10日 第6競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時40分 （ダート・右）（500万円以下）

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
1：09．0
1：08．7

不良
重

714 カ リ ニ ー ト 牡3鹿 56 藤懸 貴志奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 高柳 隆男 460－ 21：12．2 18．6�
23 ファイヤーテーラー 牝3栗 54 武藤 雅中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 474＋101：12．3� 3．0�
816 ヴィグラスカイザー 牡3黒鹿56 松若 風馬犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新冠 ハクツ牧場 496＋ 21：12．51� 22．0�
713 レ ジ ェ モ ー 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真吉田 照哉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 442＋ 41：12．7� 9．4�
11 ミヤコシスター 牝3鹿 54 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 480＋12 〃 アタマ 23．7�
815 グ ラ ナ リ ー 牝3栗 54 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 浦河 富田牧場 496－ 2 〃 ハナ 5．3	
59 スリーピート 牡3栗 56 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 500＋ 41：12．8� 6．9

36 � ク レ パ ト 牝3鹿 54 坂井 瑠星小川眞査雄氏 矢作 芳人 米

William Duignan
& Tranquility In-
vestments Limited

450－ 21：12．9� 83．3�
47 コパノマーキュリー 牡3鹿 56 小牧 太小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 496－ 21：13．11� 71．8�
611 テーオープライム 牝3栗 54 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 428± 0 〃 ハナ 125．8
24 ロ マ ネ ス ク 牝3青鹿54 池添 謙一�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋12 〃 クビ 5．9�
48 ケイアイワイプ 牡3栗 56 小崎 綾也亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 高昭牧場 476－ 61：13．3� 7．5�
612 タマノアドレ 牝3鹿 54 江田 照男玉腰 勇吉氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 396＋ 61：13．72� 181．5�
35 ブルベアノット 牡3鹿 56 水口 優也 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 490＋ 81：14．12� 357．5�
510 エクスチェンジ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 472＋ 21：15．27 135．6�
（15頭）

12 サイクロトロン 牡3鹿 56 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，480，400円 複勝： 48，623，000円 枠連： 14，131，600円
馬連： 54，904，100円 馬単： 20，328，800円 ワイド： 42，684，800円
3連複： 59，599，600円 3連単： 61，187，700円 計： 331，940，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 370円 � 160円 � 560円 枠 連（2－7） 790円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 880円 �� 7，200円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 25，860円 3 連 単 ��� 204，420円

票 数

単勝票数 差引計 304804（返還計 45804） 的中 � 13070（7番人気）
複勝票数 差引計 486230（返還計 76303） 的中 � 30184（7番人気）� 106262（1番人気）� 18348（9番人気）
枠連票数 差引計 141316（返還計 1537） 的中 （2－7） 13833（3番人気）
馬連票数 差引計 549041（返還計184354） 的中 �� 15375（9番人気）
馬単票数 差引計 203288（返還計 71634） 的中 �� 2820（20番人気）
ワイド票数 差引計 426848（返還計137473） 的中 �� 12968（10番人気）�� 1474（49番人気）�� 5647（22番人気）
3連複票数 差引計 595996（返還計400532） 的中 ��� 1728（72番人気）
3連単票数 差引計 611877（返還計418386） 的中 ��� 217（487番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．1―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．9―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 16，15，4（7，13）（1，8，9）－（5，6，12）（11，10）3，14 4 ・（16，15）4，13（1，7，9）8（5，6，3）（11，12）14，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ リ ニ ー ト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．7．28 小倉1着

2017．4．21生 牡3鹿 母 ケイエスアカリ 母母 ダービーラブリネス 8戦2勝 賞金 14，300，000円
〔競走除外〕 サイクロトロン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 クリノイコライザー号・サウンドワイズ号・サンライト号・ジャスパーイーグル号・ソウルユニバンス号・

タイガーサイレンス号・ディーズローリエ号・ハギノオーロ号・ハクアイブラック号・フィニアル号・
メイショウカムロ号・メイショウベンガル号・リュクスウォリアー号・ロードエクスプレス号・ワルツフォーデビー号



12115 5月24日 晴 良 （2京都3） 第10日 第7競走 1，900�4歳以上1勝クラス
発走13時10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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

66 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 472－ 62：00．2 7．3�
55 ヒミノブルー 牡4青鹿57 幸 英明佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 518－ 42：00．73 1．8�
88 イシュタルゲート 牡4鹿 57 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516± 02：00．8クビ 5．2�
11 ビオレイメル 牝4栗 55

52 ▲泉谷 楓真ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 476－ 42：01．22� 21．2�
33 イ グ ナ ー ツ 牡4鹿 57 池添 謙一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋102：01．3� 11．3�
44 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 B516＋ 82：01．51� 4．8�
22 フィールドドウサン 牡5黒鹿57 松若 風馬地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 B534－ 62：02．13� 30．1	
77 オンワードセルフ 牡4鹿 57 北村 宏司樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 482＋122：02．2� 58．2


（8頭）

売 得 金
単勝： 28，371，700円 複勝： 40，411，400円 枠連： 発売なし
馬連： 48，505，400円 馬単： 26，144，700円 ワイド： 34，202，000円
3連複： 61，523，300円 3連単： 132，165，500円 計： 371，324，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 230円 �� 450円 �� 190円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 8，050円

票 数

単勝票数 計 283717 的中 � 31072（4番人気）
複勝票数 計 404114 的中 � 44246（4番人気）� 182686（1番人気）� 66306（2番人気）
馬連票数 計 485054 的中 �� 58334（3番人気）
馬単票数 計 261447 的中 �� 10250（7番人気）
ワイド票数 計 342020 的中 �� 39086（3番人気）�� 16254（8番人気）�� 51761（1番人気）
3連複票数 計 615233 的中 ��� 54064（3番人気）
3連単票数 計1321655 的中 ��� 11896（30番人気）

ハロンタイム 7．2―11．8―12．3―13．6―13．0―12．8―11．9―12．0―12．4―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―19．0―31．3―44．9―57．9―1：10．7―1：22．6―1：34．6―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴールデンウェル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．6．3 東京11着

2016．3．25生 牡4栗 母 ギャラリートーク 母母 ヒットザスポット 12戦2勝 賞金 19，820，000円
※オンワードセルフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12116 5月24日 晴 良 （2京都3） 第10日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

24 ジョニーズララバイ 牡4鹿 57 松若 風馬金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 454－ 61：08．6 6．1�

12 アーズローヴァー 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B456＋ 61：08．7� 13．3�
815� クーファウェヌス 牝5栗 55 池添 謙一大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 492－ 21：08．91� 4．4�
48 ニホンピロヘイロー 牝5鹿 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 470＋ 2 〃 ハナ 20．2�
510� タニノミッション 牝4鹿 55 北村 友一谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 494＋ 41：09．11 6．2	
714 リ ゲ イ ン 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真 �コスモヴューファーム 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 81：09．2	 11．1

612 メイショウラバンド 牝9鹿 55 川須 栄彦松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 468＋ 2 〃 ハナ 64．5�
36 ミ ア グ ア 牝5青鹿55 幸 英明五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 468＋101：09．3� 15．7�
611 モンテルース 牝5黒鹿55 藤懸 貴志�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 474± 01：09．4� 25．9
23 ファクトゥーラ 牝4黒鹿 55

54 ☆富田 暁 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B456＋ 41：09．5� 38．2�

816 アングルティール 牝5黒鹿55 国分 恭介�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ B434－ 2 〃 ハナ 6．5�

47 トウケイココノエ 牝4芦 55
52 ▲服部 寿希木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 534－ 2 〃 クビ 59．6�

59 クロンヌデトワール 牝5栗 55 坂井 瑠星 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 444＋ 41：09．82 76．2�

11 オーシャンスケイプ 牝4黒鹿55 古川 吉洋 �シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 420± 01：09．9� 251．8�
713 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡6黒鹿 57

56 ☆斎藤 新 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B488－ 81：10．22 88．8�
35 モズハチキン 牝4鹿 55 国分 優作 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 大道牧場 458＋ 81：10．4	 6．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，685，200円 複勝： 65，315，900円 枠連： 17，694，700円
馬連： 90，384，700円 馬単： 29，406，400円 ワイド： 72，940，600円
3連複： 132，996，900円 3連単： 123，623，200円 計： 570，047，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 350円 � 170円 枠 連（1－2） 2，910円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 530円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 5，110円 3 連 単 ��� 29，980円

票 数

単勝票数 計 376852 的中 � 48968（2番人気）
複勝票数 計 653159 的中 � 86312（2番人気）� 39976（7番人気）� 118546（1番人気）
枠連票数 計 176947 的中 （1－2） 4701（13番人気）
馬連票数 計 903847 的中 �� 22570（11番人気）
馬単票数 計 294064 的中 �� 4082（22番人気）
ワイド票数 計 729406 的中 �� 15845（12番人気）�� 37006（2番人気）�� 14136（14番人気）
3連複票数 計1329969 的中 ��� 19503（9番人気）
3連単票数 計1236232 的中 ��� 2989（73番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．0―11．2―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．2―45．4―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョニーズララバイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2018．7．21 中京1着

2016．3．7生 牡4鹿 母 メジロアリス 母母 メジロシルビア 11戦2勝 賞金 34，060，000円
〔制裁〕 クーファウェヌス号の騎手池添謙一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・12番・

9番・10番）
ニホンピロヘイロー号の騎手小牧太は，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10，000円。（被害馬：10
番・3番・12番）



12117 5月24日 晴 良 （2京都3） 第10日 第9競走 2，000�
お む ろ

御 室 特 別
発走14時15分 （芝・右）

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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

89 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± 02：01．8 35．4�

88 コ パ カ テ ィ 牝4鹿 55 国分 恭介 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 クビ 6．0�
77 ティグラーシャ 牝4黒鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 444＋ 4 〃 ハナ 1．4�
55 ハギノカエラ 牝7栗 55 斎藤 新安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 430＋ 42：01．9� 16．6�
44 フ ラ ル 牝4鹿 55 池添 謙一�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 82：02．32� 15．6	
33 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 452＋ 22：02．51� 14．1

66 ハローユニコーン 牝6鹿 55 藤岡 佑介 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 478－ 8 〃 クビ 6．6�
11 ト ロ ハ 牝4黒鹿55 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 82：02．92� 81．7�
22 タガノハツコイ 牝4栗 55 太宰 啓介八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 62：04．9大差 131．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 34，155，700円 複勝： 134，723，100円 枠連： 7，663，100円
馬連： 60，868，900円 馬単： 47，009，500円 ワイド： 45，106，500円
3連複： 89，051，900円 3連単： 239，318，300円 計： 657，897，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，540円 複 勝 � 430円 � 140円 � 110円 枠 連（8－8） 8，900円

馬 連 �� 8，290円 馬 単 �� 24，550円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 620円 �� 190円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 47，140円

票 数

単勝票数 計 341557 的中 � 7713（7番人気）
複勝票数 計1347231 的中 � 14931（7番人気）� 77096（2番人気）� 1053824（1番人気）
枠連票数 計 76631 的中 （8－8） 667（17番人気）
馬連票数 計 608689 的中 �� 5690（18番人気）
馬単票数 計 470095 的中 �� 1436（36番人気）
ワイド票数 計 451065 的中 �� 5428（18番人気）�� 16594（8番人気）�� 78121（1番人気）
3連複票数 計 890519 的中 ��� 28781（10番人気）
3連単票数 計2393183 的中 ��� 3680（100番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．6―12．6―12．6―12．6―11．9―11．2―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．5―37．1―49．7―1：02．3―1：14．9―1：26．8―1：38．0―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オスカールビー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2018．2．3 東京3着

2015．5．31生 牝5鹿 母 リキセレナード 母母 ムーンセレナード 21戦3勝 賞金 46，630，000円

12118 5月24日 晴 良 （2京都3） 第10日 第10競走 ��1，800�
ほうすう

鳳雛ステークス（Ｌ）
発走14時50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 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

713 ミヤジコクオウ 牡3青鹿56 幸 英明曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 500＋ 41：51．0 4．1�
611 ダイメイコリーダ 牡3栗 56 池添 謙一宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 480± 01：51．53 7．5�
48 バンクオブクラウズ 牡3芦 56 酒井 学 �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 508± 0 〃 アタマ 22．1�
59 メイショウダジン 牡3栗 56 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 468＋ 21：51．81� 24．4�
47 キッズアガチャー 牡3鹿 56 小崎 綾也瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540－ 21：52．01� 103．6	
23 テーオーケインズ 牡3栗 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 41：52．1クビ 5．3

815 ミステリオーソ 牡3黒鹿56 北村 友一 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 476± 01：52．2� 5．7�
612 ヴ ォ ル ス ト 牡3鹿 56 武藤 雅�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 桜井牧場 492－ 2 〃 クビ 58．5
714 ヤ ウ ガ ウ 牡3鹿 56 斎藤 新 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B480－ 21：52．3� 35．4�
36 ヴォートルエロー 牡3鹿 56 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 482＋ 61：52．4� 15．4�
35 ラブスピール 牝3鹿 54 川須 栄彦増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 434＋ 21：53．14 90．1�
816 フィロロッソ 牡3鹿 56 国分 優作 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 ハナ 28．6�
12 ファシネートゼット 牝3栗 54 富田 暁高橋 悦見氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 454± 01：53．2クビ 220．0�
24 ダノンファラオ 牡3青鹿56 坂井 瑠星�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 520± 0 〃 クビ 5．6�
11 プレシオーソ 牡3黒鹿56 北村 宏司 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 466－ 21：53．3クビ 15．2�
510 サンデーミラージュ 牡3鹿 56 松若 風馬杉野 公彦氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 468－ 11：53．83 57．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，422，800円 複勝： 96，789，400円 枠連： 28，473，800円
馬連： 165，301，100円 馬単： 54，374，700円 ワイド： 114，853，600円
3連複： 252，906，900円 3連単： 242，489，400円 計： 1，023，611，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 300円 � 500円 枠 連（6－7） 2，130円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 2，380円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 15，490円 3 連 単 ��� 73，130円

票 数

単勝票数 計 684228 的中 � 131743（1番人気）
複勝票数 計 967894 的中 � 195413（1番人気）� 76230（5番人気）� 41263（9番人気）
枠連票数 計 284738 的中 （6－7） 10335（7番人気）
馬連票数 計1653011 的中 �� 42498（9番人気）
馬単票数 計 543747 的中 �� 7544（17番人気）
ワイド票数 計1148536 的中 �� 25958（10番人気）�� 12246（30番人気）�� 16131（22番人気）
3連複票数 計2529069 的中 ��� 12244（58番人気）
3連単票数 計2424894 的中 ��� 2404（249番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―12．0―12．0―12．5―12．5―12．4―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―35．4―47．4―59．9―1：12．4―1：24．8―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミヤジコクオウ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．11．9 京都2着

2017．3．13生 牡3青鹿 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー 5戦3勝 賞金 41，951，000円
〔制裁〕 ダイメイコリーダ号の騎手池添謙一は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スズカデレヤ号・ハンメルフェスト号

１レース目



12119 5月24日 晴 良 （2京都3） 第10日 第11競走 ��2，400�
からすま

烏丸ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

36 � ミスマンマミーア 牝5栗 55 池添 謙一吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 466＋142：24．9 6．2�
611 ショウリュウイクゾ 牡4栗 57 坂井 瑠星上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B496－ 42：25．0� 2．7�
815 シルヴァーソニック 牡4芦 57 松田 大作 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446－ 22：25．64 12．9�
35 マスターコード 牡6黒鹿57 幸 英明�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 470＋ 42：25．91� 11．3�
23 ヴ ィ ッ セ ン 牡9鹿 57 藤岡 佑介 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490＋ 82：26．11� 8．6	
47 サウンドバーニング 牡8鹿 57 武藤 雅増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B426＋ 42：26．2	 131．0


12 ララエクラテール 牡8鹿 57 国分 恭介フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B430－ 2 〃 ハナ 109．4�
（法942）

11 エーティーラッセン 牡6鹿 57 富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 512－ 82：26．3クビ 17．7�
510 ド ゥ ー カ 牡7栗 57 小崎 綾也 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 498－ 62：26．72� 80．9
24 シャイニーゲール 牡6鹿 57 斎藤 新小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 466＋ 6 〃 アタマ 11．7�
714 イノセントミューズ 牝4鹿 55 北村 友一 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 488＋ 62：26．8� 32．4�
816� ツーエムアロンソ 牡4鹿 57 北村 宏司村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 526－ 22：27．11	 5．7�
612 ゴールドフラッグ 牡5黒鹿57 松若 風馬合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B508－ 82：27．42 38．8�
59 � メイショウタカトラ 牡6黒鹿57 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 490＋ 22：27．5クビ 203．2�
713� マコトガラハッド 
7鹿 57 川須 栄彦�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 496＋ 82：27．81	 72．3�
48 グレースゼット 牝4芦 55 酒井 学�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 508＋ 42：28．22� 39．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，398，500円 複勝： 75，270，600円 枠連： 39，575，200円
馬連： 204，309，900円 馬単： 69，267，000円 ワイド： 107，485，200円
3連複： 310，166，800円 3連単： 349，470，800円 計： 1，209，944，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 140円 � 270円 枠 連（3－6） 700円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，230円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 18，840円

票 数

単勝票数 計 543985 的中 � 69769（3番人気）
複勝票数 計 752706 的中 � 88394（3番人気）� 171120（1番人気）� 59943（6番人気）
枠連票数 計 395752 的中 （3－6） 43229（2番人気）
馬連票数 計2043099 的中 �� 136280（2番人気）
馬単票数 計 692670 的中 �� 20778（7番人気）
ワイド票数 計1074852 的中 �� 57612（2番人気）�� 21271（17番人気）�� 46278（4番人気）
3連複票数 計3101668 的中 ��� 63234（11番人気）
3連単票数 計3494708 的中 ��� 13442（49番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．8―12．7―12．5―12．5―12．5―12．1―12．1―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．2―23．0―34．3―47．1―59．8―1：12．3―1：24．8―1：37．3―1：49．4―2：01．5―2：13．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ミスマンマミーア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス （5戦0勝 賞金 7，468，000円）

2015．2．23生 牝5栗 母 サンデーメモリー 母母 タヤスメモリー 10戦3勝 賞金 52，493，000円
地方デビュー 2017．5．18 門別

〔制裁〕 ショウリュウイクゾ号の騎手坂井瑠星は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

12120 5月24日 晴 良 （2京都3） 第10日 第12競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
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
1：47．8
1：47．6

重
重

11 マイネルカイノン 牡5青鹿57 武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 512＋101：51．9 13．2�

713� ロ ワ シ ー ナ 牡4鹿 57 松田 大作椎名 節氏 吉岡 辰弥 新冠 ヤマタケ牧場 B482± 0 〃 ハナ 4．5�
48 テイエムチューハイ 牡6黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B460＋ 6 〃 クビ 49．3�
23 ゴールデンライオン 牡4鹿 57 酒井 学石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 496－ 21：52．32� 20．5�
36 モダスオペランディ 牡4鹿 57 松若 風馬ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 6 〃 ハナ 3．6�
24 � モンタナドライブ 牡4黒鹿57 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 �川フアーム 438－ 41：52．4� 69．0	
816 プエルタデルソル 牡6栗 57 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 21：53．03� 46．9

35 グッドヘルスバイオ 牡4芦 57

56 ☆富田 暁バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 468± 01：53．1� 81．9�
611� キクノフェリックス 牡6黒鹿57 国分 優作菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 480± 01：53．2	 12．1�
510 トモノコテツ 牡5鹿 57 池添 謙一共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 B480＋ 21：53．3� 8．5
612
 ウインプラウド 牡4栗 57 北村 宏司�ウイン 西園 正都 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

506－ 21：53．4クビ 22．3�
815 サトノエメラルド 牡5鹿 57

56 ☆斎藤 新 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 484± 01：53．61� 11．1�
12 クリノピョートル 牡6栗 57 川須 栄彦栗本 博晴氏 新谷 功一 浦河 バンブー牧場 498－ 21：53．81� 25．9�
59 サージュミノル 牡5黒鹿 57

54 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464－ 21：54．43� 13．4�
714 ハイパーノヴァ �6栃栗57 古川 吉洋宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 502－ 21：55．03� 26．4�
47 ジャストアジゴロ 牡4黒鹿57 北村 友一原 子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 450＋ 41：55．32 12．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，083，300円 複勝： 103，314，700円 枠連： 35，718，500円
馬連： 176，560，900円 馬単： 58，740，500円 ワイド： 131，930，600円
3連複： 279，700，900円 3連単： 290，564，600円 計： 1，143，614，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 320円 � 210円 � 770円 枠 連（1－7） 2，570円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 9，510円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 4，840円 �� 4，600円

3 連 複 ��� 58，090円 3 連 単 ��� 297，960円

票 数

単勝票数 計 670833 的中 � 40428（7番人気）
複勝票数 計1033147 的中 � 82719（4番人気）� 149036（2番人気）� 29709（13番人気）
枠連票数 計 357185 的中 （1－7） 10768（12番人気）
馬連票数 計1765609 的中 �� 30758（15番人気）
馬単票数 計 587405 的中 �� 4631（29番人気）
ワイド票数 計1319306 的中 �� 21473（14番人気）�� 6949（60番人気）�� 7317（57番人気）
3連複票数 計2797009 的中 ��� 3611（202番人気）
3連単票数 計2905646 的中 ��� 707（1037番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．5―12．7―13．1―12．8―12．5―12．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―35．7―48．4―1：01．5―1：14．3―1：26．8―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルカイノン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．7．22 中京5着

2015．3．23生 牡5青鹿 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 26戦3勝 賞金 48，270，000円
〔制裁〕 ゴールデンライオン号の騎手酒井学は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔その他〕 ウインプラウド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ウインプラウド号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年6月24日まで出走できない。

４レース目



（2京都3）第10日 5月24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 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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

211，370，000円
13，780，000円
26，140，000円
1，260，000円
24，350，000円
76，528，000円
4，895，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
462，116，000円
771，098，200円
190，467，500円
1，049，903，500円
414，319，700円
754，930，400円
1，560，606，600円
1，836，173，700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 7，039，615，600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10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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