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13097 5月20日 晴 良 （29京都3）第9日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

23 クインアマランサス 牝3栗 54
52 △荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：53．7 8．4�

816 メモリーフェイス 牝3鹿 54 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 522＋ 2 〃 クビ 1．5�
47 ヤ ン ベ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗杉澤 光雄氏 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 408－ 61：53．8クビ 44．0�
36 クリノゼノビア 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 414－ 41：54．11� 48．4�
815 パープルミネルバ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 464＋ 6 〃 ハナ 24．2	

510 ベルメーリャ 牝3鹿 54 幸 英明吉田 安惠氏 森田 直行 安平 追分ファーム 524－ 81：54．31� 39．2

12 ルメイユール 牝3黒鹿54 松若 風馬 �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 岡田スタツド 506＋ 41：54．4� 49．1�
611 ボ リ ー ド 牝3鹿 54 武 豊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 484＋ 21：54．61� 11．2�
35 イルーシヴハピネス 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 534＋ 61：55．34 6．0
713 ベリンダジーク 牝3黒鹿54 吉井 友彦 �フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 506＋ 81：55．4� 273．8�

（笠松）

48 ヌーディストビーチ 牝3芦 54 小林 徹弥山上 和良氏 目野 哲也 浦河 笹地牧場 494－ 31：55．61� 299．8�
11 フロールネイジ 牝3芦 54 岩田 康誠�KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 486－ 21：55．7クビ 64．1�
714 マサノカオリ 牝3黒鹿54 酒井 学猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 田湯牧場 434＋ 4 〃 クビ 256．8�
612 プライムタイム 牝3鹿 54 和田 竜二谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 472± 01：56．01� 17．9�
59 タガノアンタレス 牝3栗 54 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442 ―1：56．32 69．7�
（15頭）

24 ピッパレジーナ 牝3芦 54 藤岡 佑介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 浦河 宮内牧場 482 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，289，700円 複勝： 89，485，200円 枠連： 13，089，800円
馬連： 47，696，800円 馬単： 27，245，800円 ワイド： 31，862，400円
3連複： 68，757，900円 3連単： 97，912，700円 計： 397，340，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 180円 � 110円 � 450円 枠 連（2－8） 570円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，590円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 16，890円

票 数

単勝票数 差引計 212897（返還計 1946） 的中 � 20153（3番人気）
複勝票数 差引計 894852（返還計 2848） 的中 � 43087（4番人気）� 665429（1番人気）� 12324（9番人気）
枠連票数 差引計 130898（返還計 184） 的中 （2－8） 17597（3番人気）
馬連票数 差引計 476968（返還計 7813） 的中 �� 79230（1番人気）
馬単票数 差引計 272458（返還計 4151） 的中 �� 11549（6番人気）
ワイド票数 差引計 318624（返還計 6251） 的中 �� 38914（1番人気）�� 4556（16番人気）�� 8268（11番人気）
3連複票数 差引計 687579（返還計 21923） 的中 ��� 16276（10番人気）
3連単票数 差引計 979127（返還計 27035） 的中 ��� 4202（51番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．1―12．8―13．1―13．0―12．9―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―35．5―48．3―1：01．4―1：14．4―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

クインアマランサス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．12．25 阪神14着

2014．1．29生 牝3栗 母 ヒカルアマランサス 母母 ス タ ー ミ ー 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走除外〕 ピッパレジーナ号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トウケイフェアリー号・メイショウワカクサ号
（非抽選馬） 2頭 イケジュンペガサス号・インハーフェイバー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13098 5月20日 晴 良 （29京都3）第9日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時30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
1：21．5

重
不良

612 バトルデゼル 牡3栗 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 吉田 直弘 浦河 林 孝輝 514± 01：25．7 2．8�
48 エイシンユニコーン 牡3黒鹿56 松山 弘平�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 520＋ 21：26．23 20．1�
12 サトノファイヤー 牡3栗 56 福永 祐一里見 治氏 村山 明 日高 下河辺牧場 468－ 61：26．41� 14．8�
611 ユ ラ ノ ト 牡3栗 56 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 504 ―1：26．5クビ 4．1�
11 ベルエシャンス 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 B438－ 4 〃 クビ 102．9	
36 ペプチドボンバー 牡3鹿 56 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 444 ― 〃 アタマ 32．5

59 マイアフェクション 牡3鹿 56 田中 健五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 450－ 8 〃 ハナ 34．0�
510 ロードバリスタ �3黒鹿56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 484－ 61：26．71	 10．3�
713
 エイシンフレイヤ 牝3鹿 54 北村 友一�栄進堂 野中 賢二 愛 Hong Kong

Eishindo 432－ 41：27．23 59．2
816 レーヴムッシュー 牡3黒鹿56 岡部 誠 �二風谷ファーム 千田 輝彦 日高 若林 順一 468－ 41：27．3� 45．0�

（愛知）

35 マッシヴエレガンス 牝3鹿 54
51 ▲富田 暁小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 462－ 2 〃 ハナ 26．0�

23 エイシンルジーナ 牝3黒鹿54 酒井 学�栄進堂 渡辺 薫彦 様似 清水 誠一 504－12 〃 クビ 5．1�
815 ヴ ァ ル ト 牡3鹿 56 幸 英明�ターフ・スポート森田 直行 日高 モリナガファーム B484± 01：27．4クビ 68．7�
714 コパノベスト �3黒鹿56 松若 風馬小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 480＋ 81：27．82� 71．4�
47 オオオヤブン 牡3鹿 56 浜中 俊幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 門別 敏朗 490 ―1：28．33 49．3�
24 ディライトラッシュ 牡3鹿 56

54 △荻野 極 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 西園 正都 浦河 小倉牧場 496＋ 2 〃 ハナ 16．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，892，300円 複勝： 34，181，100円 枠連： 13，014，600円
馬連： 45，781，800円 馬単： 19，768，900円 ワイド： 30，053，700円
3連複： 65，120，400円 3連単： 70，388，100円 計： 303，200，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 420円 � 310円 枠 連（4－6） 1，000円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 770円 �� 970円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 8，560円 3 連 単 ��� 37，190円

票 数

単勝票数 計 248923 的中 � 69610（1番人気）
複勝票数 計 341811 的中 � 76793（1番人気）� 17045（7番人気）� 25168（5番人気）
枠連票数 計 130146 的中 （4－6） 10071（4番人気）
馬連票数 計 457818 的中 �� 17718（5番人気）
馬単票数 計 197689 的中 �� 5314（5番人気）
ワイド票数 計 300537 的中 �� 10358（5番人気）�� 8005（9番人気）�� 3505（21番人気）
3連複票数 計 651204 的中 ��� 5701（23番人気）
3連単票数 計 703881 的中 ��� 1372（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．7―48．2―1：00．8―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．5
3 ・（8，12）14（2，3）－9（15，6）16，1，10－（13，11）－（7，5）4 4 ・（8，12）（2，3，14）（9，6）15，1，10，16（13，11）5－7－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バトルデゼル �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 クリエイター デビュー 2016．10．23 新潟5着

2014．4．21生 牡3栗 母 メイショウアゲハ 母母 メイショウソヨカゼ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ヴァルト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） 1頭 ロシニョール号
（非抽選馬） 3頭 キエレ号・サウスシュネル号・ジーエンゲージ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 京都競馬 第９日



13099 5月20日 晴 良 （29京都3）第9日 第3競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走11時00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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

612 キングレイスター 牡3鹿 56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 470± 02：00．5 12．0�
713 ワンダーラジャ 牡3栗 56 松山 弘平山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 492＋ 4 〃 アタマ 2．2�
36 ティーブラッサム 牡3黒鹿56 北村 友一深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 514＋ 22：00．6� 4．0�
48 メイショウシエロ 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 三木田 明仁 490± 02：00．7� 16．8�
24 アシャカリブラ 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 516± 02：01．23 14．7�
714 カガヒーロー 牡3栗 56 吉井 友彦香川 憲次氏 谷 潔 新ひだか 山際 智 446＋ 42：01．41� 16．8�

（笠松）

611 サンライズフォルテ 牡3黒鹿56 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 486＋ 62：01．5クビ 21．8	
35 メイショウタンヅツ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 466± 02：01．81� 67．6

11 シンゼンムサシ 牡3黒鹿56 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 444－ 2 〃 クビ 15．1�
510 マイネルエーポス 牡3鹿 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 石田牧場 458± 02：01．9クビ 11．7
59 チュウワフォース 牡3鹿 56 和田 竜二中西 忍氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 502＋ 2 〃 クビ 18．3�
816 ブルーループス 牡3芦 56 岡部 誠�山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 478＋ 82：02．21� 118．3�

（愛知）

12 アウトレイジャス 牡3鹿 56
53 ▲富田 暁 �CHEVAL AT-

TACHE 木原 一良 新冠 カミイスタット 496－ 62：04．0大差 133．0�
23 シゲルマサイキリン 牡3芦 56 田中 健森中 蕃氏 福島 信晴 青森 青南ムラカミ

ファーム 468＋ 22：04．85 231．1�
815 モダンタキシード 牡3青鹿56 藤岡 佑介吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 原 フアーム 480＋16 〃 アタマ 216．9�
47 テイエムガリバー 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 中地 義次 484＋ 22：05．33 194．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，777，500円 複勝： 33，100，400円 枠連： 10，883，700円
馬連： 44，378，600円 馬単： 21，207，400円 ワイド： 28，570，300円
3連複： 60，151，000円 3連単： 69，867，300円 計： 288，936，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 210円 � 110円 � 130円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 470円 �� 890円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 14，650円

票 数

単勝票数 計 207775 的中 � 13760（4番人気）
複勝票数 計 331004 的中 � 27819（4番人気）� 99619（1番人気）� 66269（2番人気）
枠連票数 計 108837 的中 （6－7） 11902（3番人気）
馬連票数 計 443786 的中 �� 26104（3番人気）
馬単票数 計 212074 的中 �� 5020（7番人気）
ワイド票数 計 285703 的中 �� 14219（3番人気）�� 6837（11番人気）�� 47060（1番人気）
3連複票数 計 601510 的中 ��� 24865（2番人気）
3連単票数 計 698673 的中 ��� 3456（30番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．2―13．0―13．3―13．3―12．8―13．0―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．2―29．4―42．4―55．7―1：09．0―1：21．8―1：34．8―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングレイスター �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2016．10．29 京都12着

2014．4．20生 牡3鹿 母 サザンレイスター 母母 レディプロフィール 10戦1勝 賞金 9，550，000円
※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 レッドラーザム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13100 5月20日 晴 良 （29京都3）第9日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

24 ニシノエアレス 牝3栗 54 藤岡 佑介西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 452＋101：22．9 36．7�
23 エイシンルーク 牡3黒鹿56 C．ルメール�栄進堂 藤岡 健一 浦河 多田 善弘 492± 0 〃 ハナ 2．6�
713 イェーガーオレンジ 牝3栗 54 福永 祐一吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：23．11� 2．8�
12 メイショウヤマギリ 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 406＋ 41：23．2� 189．8�
816 オ ニ チ ャ ン 牡3栗 56 松若 風馬山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 B420＋ 41：23．3� 153．8�
611 ラモントルドール 牝3青鹿54 川田 将雅 	サンデーレーシング 清水 久詞 平取 坂東牧場 472＋ 41：23．51	 4．0

59 スーパーヒーロ 牡3黒鹿56 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 小倉牧場 448＋ 41：23．6クビ 318．3�
510 ワンパーパス 牝3黒鹿54 酒井 学橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 428＋ 61：24．02� 18．5�
47 アウトリガーカヌー 牡3芦 56 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 532＋ 21：24．21� 82．1
818 チョコタベチャウゾ 牝3栗 54 浜中 俊熊澤 浩樹氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 442－141：24．41	 33．0�
11 キタサンマイティー 牡3鹿 56

54 △荻野 極	大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 480 ―1：24．61	 103．4�
715 イサチルリョウマ 牡3黒鹿56 幸 英明小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 462＋ 61：24．7� 175．9�
36 ミエノブルーハワイ 牝3鹿 54 岡部 誠里見美惠子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 438－ 21：24．8� 531．3�

（愛知）

817 ビューティーグリン 牝3黒鹿54 松山 弘平田島 政光氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 400 ―1：25．01	 171．6�

48 ブルーオラーリオ 牡3青鹿56 太宰 啓介 �ブルーマネジメント渡辺 薫彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 464 ― 〃 アタマ 234．2�

35 � クライフォーローズ 牡3黒鹿56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 昆 貢 米
J G Jones Jr., J Geisler, J
W Hirschmann Silent
Grove Farm, LLC & Darl

492＋ 81：25．1� 9．4�
714 ロードコランダム 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �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 464－ 41：25．95 113．1�
612 アイファーショコラ 牝3栗 54 吉井 友彦中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 430＋ 81：26．0� 373．4�

（笠松）

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，713，500円 複勝： 27，088，300円 枠連： 12，906，500円
馬連： 53，015，700円 馬単： 26，505，400円 ワイド： 27，476，500円
3連複： 64，355，100円 3連単： 95，580，900円 計： 330，641，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，670円 複 勝 � 390円 � 130円 � 120円 枠 連（2－2） 3，690円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 10，910円

ワ イ ド �� 830円 �� 950円 �� 190円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 28，870円

票 数

単勝票数 計 237135 的中 � 5159（7番人気）
複勝票数 計 270883 的中 � 10721（6番人気）� 64152（2番人気）� 69200（1番人気）
枠連票数 計 129065 的中 （2－2） 2706（12番人気）
馬連票数 計 530157 的中 �� 13724（9番人気）
馬単票数 計 265054 的中 �� 1822（23番人気）
ワイド票数 計 274765 的中 �� 7295（10番人気）�� 6312（11番人気）�� 46739（1番人気）
3連複票数 計 643551 的中 ��� 20389（8番人気）
3連単票数 計 955809 的中 ��� 2400（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．2―47．8―59．6―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．1
3 16，9（2，18）11（4，5，13）（3，10，15）（1，7，12）（6，14，17）－8 4 16，9（2，18）（4，11）13，5（3，10）（1，7）15（6，14，12）17－8

勝馬の
紹 介

ニシノエアレス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．9．3 札幌3着

2014．5．6生 牝3栗 母 ニシノブルームーン 母母 カプリッチョーサ 6戦1勝 賞金 7，550，000円
〔制裁〕 ニシノエアレス号の騎手藤岡佑介は，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：3番）
〔その他〕 ラモントルドール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラモントルドール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年6月20日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アイファーフドオー号・ウインアブソルート号・ウインリフレイン号・トモリエール号・ハギノカンタービレ号・

ハギノパートナーズ号・バーニングテイスト号・ブルベアバイソン号・メイショウハガネ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



13101 5月20日 晴 良 （29京都3）第9日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

714 レンジャックマン 牡3鹿 56 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 448＋102：02．3 8．3�
713 ブブールチャチャ 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 アタマ 57．2�
11 オーシャンセブン 牡3鹿 56 川田 将雅髙嶋 祐子氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 468－ 22：02．4� 2．3�
12 ペ イ バ ッ ク 牡3黒鹿 56

54 △城戸 義政小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 62：02．5クビ 7．1�
59 ハギノエスカーダ 牝3鹿 54 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 430＋ 42：02．81� 81．4�
48 ブライトクォーツ 牡3鹿 56 松山 弘平 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 ハナ 17．7	
47 ト ー マ ス 牡3青鹿56 国分 優作 
カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 432－ 62：02．9� 245．5�
816 アバルラータ 牝3鹿 54 小牧 太安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 454 ― 〃 クビ 30．6�
612 タガノラガッツォ 牡3鹿 56 石橋 脩八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436± 02：03．0� 10．9
36 メイショウアッパレ 牡3鹿 56

55 ☆義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 494± 02：03．32 172．6�
815 ボムクレイジ 牡3栗 56 C．ルメール 有田 明生氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 456－ 22：03．4� 3．6�
24 ナムラボンド 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 416－ 42：03．5クビ 244．6�
35 ロングアイガー 牡3鹿 56 小林 徹弥中井 敏雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 578＋ 6 〃 クビ 61．0�
23 
 グランドホール 牝3鹿 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 M. Susumu

Hayashi 456 ―2：03．71� 50．4�
611 エイシンユリーカ 牡3鹿 56 幸 英明
栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 486－ 82：03．8クビ 51．3�
510 ポエティック 牝3鹿 54 古川 吉洋田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 444－22 （競走中止） 403．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，343，100円 複勝： 27，455，200円 枠連： 13，416，600円
馬連： 49，477，200円 馬単： 24，349，600円 ワイド： 28，953，100円
3連複： 65，012，600円 3連単： 81，074，500円 計： 314，081，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 230円 � 900円 � 150円 枠 連（7－7） 23，520円

馬 連 �� 29，790円 馬 単 �� 50，720円

ワ イ ド �� 5，220円 �� 570円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 14，990円 3 連 単 ��� 189，600円

票 数

単勝票数 計 243431 的中 � 23260（4番人気）
複勝票数 計 274552 的中 � 29418（4番人気）� 5668（10番人気）� 63945（1番人気）
枠連票数 計 134166 的中 （7－7） 442（29番人気）
馬連票数 計 494772 的中 �� 1287（47番人気）
馬単票数 計 243496 的中 �� 360（87番人気）
ワイド票数 計 289531 的中 �� 1359（42番人気）�� 14137（4番人気）�� 3451（20番人気）
3連複票数 計 650126 的中 ��� 3252（42番人気）
3連単票数 計 810745 的中 ��� 310（431番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―37．0―49．6―1：01．9―1：14．3―1：26．3―1：38．1―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
2，12（3，13）（1，9，14）（7，15）11－（4，6）（5，10）8－16・（2，12）（3，13）14（9，11）（7，1，15）6（4，10）5（16，8）

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

勝馬の
紹 介

レンジャックマン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．3．25 中京7着

2014．2．13生 牡3鹿 母 サンタフェソレイユ 母母 サンタフェトレイル 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ポエティック号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ゴードン号・サンマルタイトル号

13102 5月20日 晴 良 （29京都3）第9日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時50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 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

59 ミ リ ッ サ 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 418＋ 61：34．5 1．4�
713 テーオービクトリー 牝3鹿 54 C．ルメール 小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 6 〃 ハナ 4．0�
47 キャスパリーグ 牝3鹿 54 武 豊杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 432－ 41：34．71� 13．0�
48 フェルトベルク 牝3鹿 54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 410± 0 〃 クビ 24．0�
612 キスミーワンス 牝3黒鹿54 浜中 俊吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 450＋161：34．8� 21．4�
817 ウインペイザージュ 牝3鹿 54 和田 竜二	ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 21：35．11� 23．4

611 ミスレジェンド 牝3黒鹿54 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458－ 61：35．2� 61．4�
36 スズカモナミ 牝3鹿 54 松若 風馬永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 428＋ 41：35．41� 30．4�
510 コウエイダリア 牝3黒鹿54 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 478－ 2 〃 ハナ 105．0
35 � カサマツブライト 牝3鹿 54 岡部 誠 	グリーンファーム尾島 徹 新冠 松本 信行 430＋ 21：35．5� 267．8�

（笠松） （愛知）

11 ビージュノー 牝3鹿 54
51 ▲森 裕太朗馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 オリオンファーム 398＋ 6 〃 アタマ 238．6�

12 ペプチドリリー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 438± 01：35．6� 50．8�
815 ジャンダラリン 牝3鹿 54 高倉 稜岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 466± 0 〃 クビ 199．3�
714 ショウナンナナイロ 牝3青鹿 54

52 △荻野 極国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか キヨタケ牧場 436± 01：36．45 49．4�
23 � ハ リ ア ー 牝3栗 54 吉井 友彦�ホースケア 湯前 良人 日高 新生ファーム 432－ 11：36．72 542．6�

（笠松） （笠松）

24 ケイツーフラン 牝3鹿 54 田村 太雅楠本 勝美氏 沖 芳夫 新ひだか 斉藤スタッド 426－ 61：36．91 686．6�
816 レーヌドデゼール 牝3鹿 54

53 ☆義 英真吉田 勝利氏 大根田裕之 新ひだか 千代田牧場 478－ 81：37．75 472．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 32，013，400円 複勝： 126，619，800円 枠連： 21，003，200円
馬連： 65，432，400円 馬単： 40，450，100円 ワイド： 35，407，300円
3連複： 80，102，400円 3連単： 151，273，600円 計： 552，302，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（5－7） 220円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 160円 �� 260円 �� 470円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 1，630円

票 数

単勝票数 計 320134 的中 � 174233（1番人気）
複勝票数 計1266198 的中 � 987833（1番人気）� 85340（2番人気）� 42762（3番人気）
枠連票数 計 210032 的中 （5－7） 71742（1番人気）
馬連票数 計 654324 的中 �� 178625（1番人気）
馬単票数 計 404501 的中 �� 74592（1番人気）
ワイド票数 計 354073 的中 �� 69310（1番人気）�� 32448（2番人気）�� 15351（5番人気）
3連複票数 計 801024 的中 ��� 78367（1番人気）
3連単票数 計1512736 的中 ��� 67099（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．3―12．2―11．8―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．9―47．2―59．4―1：11．2―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ リ ッ サ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．11．26 京都1着

2014．4．13生 牝3栗 母 シンハリーズ 母母 Baize 4戦2勝 賞金 24，335，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



13103 5月20日 晴 良 （29京都3）第9日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時20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

48 エフハリスト 牡4青鹿 57
55 △荻野 極吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 456＋ 21：52．6 15．2�
12 サンライズウィズ 牡4鹿 57 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 486＋ 21：53．02� 2．2�
59 ミスティーフリップ 牡5栗 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 21：53．42� 3．7�
611 リリーシューター 牡4鹿 57 和田 竜二土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 502＋ 4 〃 アタマ 16．6�
612 サウンドスタジオ 牡4鹿 57 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 498＋ 21：53．5	 33．4�
23 ガ ウ ェ イ ン 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 486＋ 61：53．92� 15．3	
47 
 ラックアサイン 牝5鹿 55 �島 良太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 6 〃 アタマ 31．9

510 タガノアーバニティ 牡4栗 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 B488＋ 21：54．0� 55．8�
816
 バイオレットフィズ 牝5黒鹿55 酒井 学中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 456＋ 2 〃 クビ 24．7�
713 キングサムソン 牡5鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 2 〃 ハナ 6．6
36 エアフォルク 牡4青鹿57 松山 弘平近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 442± 01：54．74 240．6�
11 エイシンキスミー 牝4鹿 55 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 486－ 41：55．02 37．8�
35 クリノプラハ 牡4鹿 57 吉井 友彦栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 514－101：55．31	 73．9�

（笠松）

714
 ゼットマックイーン 牡4鹿 57 古川 吉洋�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 466－111：55．4クビ 104．8�
24 トウシンタイガー �4鹿 57

54 ▲森 裕太朗�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 494＋ 21：55．72 64．2�
815 ポ ボ ス 牡4鹿 57 岡部 誠杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 B536＋ 61：56．02 178．3�

（愛知）

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，984，500円 複勝： 37，531，500円 枠連： 14，525，400円
馬連： 55，259，300円 馬単： 25，451，200円 ワイド： 36，976，900円
3連複： 77，850，100円 3連単： 94，576，800円 計： 365，155，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 280円 � 120円 � 140円 枠 連（1－4） 910円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 580円 �� 800円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 16，490円

票 数

単勝票数 計 229845 的中 � 12051（4番人気）
複勝票数 計 375315 的中 � 22927（5番人気）� 107093（1番人気）� 67792（2番人気）
枠連票数 計 145254 的中 （1－4） 12313（3番人気）
馬連票数 計 552593 的中 �� 30422（3番人気）
馬単票数 計 254512 的中 �� 4339（15番人気）
ワイド票数 計 369769 的中 �� 14917（5番人気）�� 10381（7番人気）�� 52944（1番人気）
3連複票数 計 778501 的中 ��� 31576（2番人気）
3連単票数 計 945768 的中 ��� 4158（33番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―13．1―12．8―13．0―13．0―12．5―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―37．0―49．8―1：02．8―1：15．8―1：28．3―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F36．8
1
3
8，9（2，15）11（10，14）－7，16（1，13）5，12－3，6－4
8，9（2，15，14）11（10，13）（7，5）12（1，16）3，6－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エフハリスト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Tiznow デビュー 2015．7．11 中京8着

2013．3．30生 牡4青鹿 母 ラヴアズギフト 母母 Fast as Light 14戦2勝 賞金 16，350，000円
※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 メイショウクオン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13104 5月20日 晴 良 （29京都3）第9日 第8競走 ��
��2，200�メルボルントロフィー

発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （芝・右・外）
3歳，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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
2：10．0
2：09．9

良
良

22 アルメリアブルーム 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 410－ 42：13．1 2．7�
44 レジェンドセラー 牡3鹿 56 C．ルメール �G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 520± 02：13．41� 2．1�
55 メイショウカミシマ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 440－102：13．93 8．6�
11 ダノンロマン 牡3黒鹿56 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 444＋ 42：14．53� 5．5�
33 ミスディレクション 牡3黒鹿56 石橋 脩�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－102：15．13� 24．7	
77 フリーフリッカー 牡3鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 22：15．2� 18．6

66 ナムラライラ 牝3黒鹿54 和田 竜二奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 448－ 2 〃 アタマ 35．9�

（7頭）

売 得 金
単勝： 30，481，800円 複勝： 30，079，200円 枠連： 発売なし
馬連： 54，459，600円 馬単： 33，600，300円 ワイド： 22，337，200円
3連複： 58，506，800円 3連単： 176，168，500円 計： 405，633，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 150円 �� 250円 �� 270円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，670円

票 数

単勝票数 計 304818 的中 � 87203（2番人気）
複勝票数 計 300792 的中 � 91687（1番人気）� 90063（2番人気）
馬連票数 計 544596 的中 �� 156561（1番人気）
馬単票数 計 336003 的中 �� 45396（2番人気）
ワイド票数 計 223372 的中 �� 46436（1番人気）�� 20199（4番人気）�� 18294（5番人気）
3連複票数 計 585068 的中 ��� 90107（2番人気）
3連単票数 計1761685 的中 ��� 76422（3番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―12．1―12．3―12．0―12．7―12．7―12．1―12．0―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．8―35．9―48．2―1：00．2―1：12．9―1：25．6―1：37．7―1：49．7―2：01．1

コーナー
通過順位

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

2
4
3，6－2，5，7（1，4）・（3，6）（2，5）7（1，4）

勝馬の
紹 介

アルメリアブルーム �

父 ドリームジャーニー �


母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．6．4 阪神5着

2014．5．16生 牝3鹿 母 アルメーリヒ 母母 プ ア プ ー 8戦2勝 賞金 28，377，000円



13105 5月20日 晴 良 （29京都3）第9日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

35 ラ グ ナ グ 牝4栗 55 四位 洋文吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 480＋ 21：21．5 5．2�
612� センターフォワード �4鹿 57 和田 竜二馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 ファーミングヤナキタ 462＋ 21：21．82 184．6�
23 サトノフラム 牡5黒鹿57 北村 友一里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 480－ 61：22．01� 11．1�
48 ワンアフター 牡4栗 57 松山 弘平薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 458＋ 4 〃 ハナ 20．3�
12 � キセキノケイフ 牡4鹿 57

55 △荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 468± 01：22．21� 11．9�

611 ヒ ワ ラ ニ 牝4鹿 55
52 ▲富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 466± 0 〃 ハナ 53．8	

816 ダブルスキップ 牝4黒鹿 55
53 △城戸 義政ザ・チャンピオンズ 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 420＋ 41：22．3	 15．1


59 アドマイヤロマン 牡4栗 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 ハナ 9．4�
11 � ジ ェ ス ロ �4鹿 57 岡部 誠松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 414－ 21：22．4	 53．7�

（愛知）

24 スマートシモーヌ 牝4鹿 55 武 豊トニー倶楽部 石橋 守 日高 戸川牧場 436＋36 〃 クビ 39．8
47 � トップインパクト 牡5鹿 57 古川 吉洋�コオロ 昆 貢 新冠 森永 聡 B424－ 61：22．5
 315．6�
715 ドンボラーレ 牡4栗 57 浜中 俊山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 446－ 21：22．71 56．1�
714 ダノンブライト 牡5青鹿57 C．ルメール�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 476＋ 6 〃 クビ 1．9�
36 � ショウナンアーリー 牡4鹿 57 幸 英明国本 哲秀氏 中村 均 新冠 富本 茂喜 476＋ 41：22．91� 270．3�
818 サーサルヴァトーレ 牡5黒鹿57 松若 風馬 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 492＋10 〃 ハナ 23．4�
510 ラブローレル 牝5青鹿55 小牧 太増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 414± 01：23．0	 99．7�
713 ショウナンマキシム 牝5鹿 55 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 436－ 41：23．85 115．9�
817� ハイイノベーション 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人服部 新平氏 寺島 良 浦河 �川フアーム 476± 01：24．12 536．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，040，400円 複勝： 48，685，400円 枠連： 20，542，700円
馬連： 89，061，900円 馬単： 42，377，600円 ワイド： 47，978，800円
3連複： 114，613，600円 3連単： 160，586，100円 計： 555，886，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 4，230円 � 330円 枠 連（3－6） 8，680円

馬 連 �� 71，970円 馬 単 �� 53，410円

ワ イ ド �� 14，390円 �� 890円 �� 29，810円

3 連 複 ��� 156，000円 3 連 単 ��� 1，492，620円

票 数

単勝票数 計 320404 的中 � 49171（2番人気）
複勝票数 計 486854 的中 � 70926（2番人気）� 2403（16番人気）� 39485（4番人気）
枠連票数 計 205427 的中 （3－6） 1833（24番人気）
馬連票数 計 890619 的中 �� 959（79番人気）
馬単票数 計 423776 的中 �� 595（99番人気）
ワイド票数 計 479788 的中 �� 837（74番人気）�� 14625（8番人気）�� 403（103番人気）
3連複票数 計1146136 的中 ��� 551（227番人気）
3連単票数 計1605861 的中 ��� 78（1571番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．4―45．7―57．5―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ グ ナ グ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．12．19 阪神3着

2013．5．16生 牝4栗 母 プリンセスルシータ 母母 プリンセスリーマ 10戦2勝 賞金 24，792，000円
※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 ウインクレド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13106 5月20日 晴 良 （29京都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，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

815 ゴーインググレート 牡7栗 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 480－101：11．2 88．9�
59 キャプテンシップ 牡5鹿 57 C．ルメール 玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 514－ 41：11．3� 4．3�
35 ヒカリブランデー 牡6鹿 57 幸 英明�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 486± 01：11．4	 14．7�
47 
 ゼンノサーベイヤー 牡4栗 57 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko

Osako 498－ 2 〃 ハナ 2．5�
611
 エイシンラナウェー 牡6栗 57 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn

Farm, Inc. 484＋ 61：11．5クビ 14．5�
12 ア ト ラ ン タ 牡5鹿 57 古川 吉洋桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 548－ 21：11．71� 9．8	
612 ディープミタカ 牡6栗 57 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 462－ 51：11．8	 43．8

36 ドリームドルチェ 牡5青鹿57 松若 風馬ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 512＋ 21：11．9	 31．6�
48 ガ ン ジ ー 牡6栗 57 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 506－ 41：12．0	 65．1�
11 ヨウライフク �5栗 57 北村 友一小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B500± 01：12．1クビ 53．2
713 ヴ ァ ー ノ ン 牡6栗 57 荻野 極�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 506－ 2 〃 ハナ 146．4�
510 ラブミークン 牡5栗 57 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 500＋ 21：12．52	 130．6�
714 サーティグランド 牡5鹿 57 義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 512＋ 81：12．71� 9．3�
23 メイショウワダイコ 牡5鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 536－ 61：13．33	 6．3�
816 ウエスタンラムール 牡5黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 466＋ 6 〃 クビ 294．7�
24 
 アースゼウス 牡7栗 57 黛 弘人 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

B518＋ 41：13．72	 174．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，092，500円 複勝： 69，612，800円 枠連： 25，540，500円
馬連： 129，817，700円 馬単： 55，753，500円 ワイド： 67，229，100円
3連複： 168，913，900円 3連単： 231，634，900円 計： 794，594，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，890円 複 勝 � 1，020円 � 200円 � 340円 枠 連（5－8） 8，980円

馬 連 �� 18，540円 馬 単 �� 52，000円

ワ イ ド �� 4，480円 �� 10，490円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 88，460円 3 連 単 ��� 839，670円

票 数

単勝票数 計 460925 的中 � 4145（12番人気）
複勝票数 計 696128 的中 � 14618（9番人気）� 110223（2番人気）� 52192（5番人気）
枠連票数 計 255405 的中 （5－8） 2203（24番人気）
馬連票数 計1298177 的中 �� 5424（40番人気）
馬単票数 計 557535 的中 �� 804（95番人気）
ワイド票数 計 672291 的中 �� 3815（38番人気）�� 1615（61番人気）�� 15687（12番人気）
3連複票数 計1689139 的中 ��� 1432（164番人気）
3連単票数 計2316349 的中 ��� 200（1140番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．3―12．0―12．4―12．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．0
3 4，2－3，13（1，7）－11（5，15）16，6，9－（8，10）（12，14） 4 4，2－3（1，13）7，11，15，5，6，16，9（8，10）（12，14）

勝馬の
紹 介

ゴーインググレート �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．6．3 阪神5着

2010．5．7生 牡7栗 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 37戦5勝 賞金 102，003，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリノリーソクツモ号・ブライスガウ号・ホスト号



13107 5月20日 晴 良 （29京都3）第9日 第11競走 ��
��1，900�第24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，28．5．21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，28．5．20以前の
GⅠ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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

59 グレイトパール 牡4鹿 56 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 538± 01：55．7 2．5�
24 クリソライト 牡7鹿 58 武 豊 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B504－ 21：56．44 16．7�
11 マイネルバイカ 牡8鹿 56 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 496－ 61：56．5� 156．7�
35 ピ オ ネ ロ 牡6鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B498－10 〃 ハナ 19．5�
816 ケイティブレイブ 牡4栗 58 福永 祐一瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 岡野牧場 504＋ 2 〃 クビ 8．4	
12 タガノエスプレッソ 牡5鹿 56 北村 友一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452－ 21：56．6� 18．7

48 リーゼントロック 牡6黒鹿56 中谷 雄太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 526－ 81：56．91	 32．7�
713 ラストインパクト 牡7青鹿57 四位 洋文 �シルクレーシング 角居 勝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 41：57．0	 50．2�
47 アスカノロマン 牡6栗 57 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524± 01：57．42� 8．2
815 グレンツェント 牡4鹿 58 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：57．71	 4．8�
612 マイネルクロップ 牡7芦 56 岡部 誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 518＋ 4 〃 クビ 157．6�
（愛知）

611 ロンドンタウン 牡4鹿 57 松山 弘平薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 524＋ 81：57．8クビ 14．7�
510 ロワジャルダン 牡6鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 498± 01：58．97 18．0�
36 クリノスターオー 牡7青 56 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 534 1：59．64 32．4�
714
 ドリームキラリ 牡5青 56 黛 弘人ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC 486＋ 51：59．81 124．5�
23 コパノチャーリー 牡5栗 56 松若 風馬小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 520± 02：00．54 41．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 123，518，400円 複勝： 203，256，700円 枠連： 85，498，200円
馬連： 446，105，400円 馬単： 164，006，100円 ワイド： 233，779，600円
3連複： 731，414，100円 3連単： 941，475，100円 計： 2，929，053，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 430円 � 2，290円 枠 連（2－5） 1，420円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 7，120円 �� 17，190円

3 連 複 ��� 96，220円 3 連 単 ��� 236，010円

票 数

単勝票数 計1235184 的中 � 385305（1番人気）
複勝票数 計2032567 的中 � 518725（1番人気）� 103710（8番人気）� 16789（16番人気）
枠連票数 計 854982 的中 （2－5） 46357（6番人気）
馬連票数 計4461054 的中 �� 139212（7番人気）
馬単票数 計1640061 的中 �� 35146（8番人気）
ワイド票数 計2337796 的中 �� 59955（8番人気）�� 8305（66番人気）�� 3419（89番人気）
3連複票数 計7314141 的中 ��� 5701（216番人気）
3連単票数 計9414751 的中 ��� 2892（730番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―11．1―12．5―12．1―12．1―12．4―12．5―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―17．5―28．6―41．1―53．2―1：05．3―1：17．7―1：30．2―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
3，14，16，6，7（1，11）10，9，15（8，12）（2，5）－13－4
16，3－（10，9）14，1（7，11）（8，15）（2，12，5）6，13－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレイトパール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．1．5 京都1着

2013．3．29生 牡4鹿 母 フォーチュンワード 母母 コパノオマモリ 8戦6勝 賞金 101，341，000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。
（非抽選馬） 6頭 アメリカンウィナー号・エルマンボ号・カゼノコ号・メイショウイチオシ号・メイショウウタゲ号・

メイショウヒコボシ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

13108 5月20日 晴 良 （29京都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，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

33 シルバーステート 牡4青鹿57 福永 祐一�G1レーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：48．4 2．2�
77 オウケンブラック 牡6鹿 57 川田 将雅福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 482－ 21：48．93 6．4�
55 ディープウェーブ 牡7青鹿57 岩田 康誠万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 41：49．0	 18．1�
11 バティスティーニ 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 468－121：49．1	 2．6�
88 ジェネラルゴジップ 牡5青鹿57 武 豊 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 474－101：49．2	 12．5	
66 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 476± 01：49．3	 57．0

44 ビップレボルシオン 牡6鹿 57 荻野 極鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 518－ 2 〃 クビ 26．8�
89 サイモンラムセス 牡7鹿 57 松山 弘平澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B442－ 21：49．4
 13．7�
22 � セルリアンラビット 牡8鹿 57 松若 風馬�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 456± 01：49．82	 152．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 51，309，300円 複勝： 45，126，800円 枠連： 19，920，900円
馬連： 99，639，900円 馬単： 54，502，000円 ワイド： 47，621，800円
3連複： 123，202，100円 3連単： 294，322，500円 計： 735，645，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 190円 � 280円 枠 連（3－7） 1，080円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 390円 �� 710円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 8，560円

票 数

単勝票数 計 513093 的中 � 182900（1番人気）
複勝票数 計 451268 的中 � 102417（2番人気）� 58686（3番人気）� 33112（6番人気）
枠連票数 計 199209 的中 （3－7） 14171（5番人気）
馬連票数 計 996399 的中 �� 92817（2番人気）
馬単票数 計 545020 的中 �� 35493（3番人気）
ワイド票数 計 476218 的中 �� 33792（3番人気）�� 16833（10番人気）�� 11672（14番人気）
3連複票数 計1232021 的中 ��� 34325（9番人気）
3連単票数 計2943225 的中 ��� 24908（26番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．1―13．1―13．1―11．9―11．5―10．5―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．0―50．1―1：03．2―1：15．1―1：26．6―1：37．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバーステート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．7．11 中京2着

2013．5．2生 牡4青鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 4戦3勝 賞金 33，185，000円



（29京都3）第9日 5月20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 180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

240，190，000円
2，530，000円
15，920，000円
1，900，000円
27，750，000円
71，938，000円
4，952，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
453，456，400円
772，222，400円
250，342，100円
1，180，126，300円
535，217，900円
638，246，700円
1，678，000，000円
2，464，861，000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 7，972，472，800円

総入場人員 18，419名 （有料入場人員 17，527名）
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