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12121 5月30日 晴 良 （2京都3） 第11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

12 ヒデノサードニクス 牡3鹿 56
55 ☆斎藤 新大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 ナカノファーム 460＋ 21：25．6 7．5�

612 ファンキーゴールド 牡3黒鹿56 藤岡 佑介増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 462＋ 61：26．23� 3．8�
23 バ ー ミ ー ズ 牝3鹿 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 増本 良孝 452＋ 8 〃 ハナ 31．8�
611 デイジーフラッシュ 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 21：26．52 32．2�
48 ラウンドレイ 牡3黒鹿56 �島 良太水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 486＋ 61：26．71 153．6�
11 メイショウマコモ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 林 孝輝 482＋121：26．8	 10．3	
713
 ジャスパーエース 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 和夫氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 452± 01：27．22� 4．4

36 ディープマックス 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 本桐牧場 442－ 6 〃 クビ 103．0�
24 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 444＋101：27．83� 7．7�
815 プ ル セ イ ラ 牝3黒鹿54 太宰 啓介前田 幸治氏 上村 洋行 新ひだか グランド牧場 B480＋ 2 〃 アタマ 58．7
510 エターナルバディ �3青 56 柴山 雄一�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 478－ 61：28．01� 144．1�
714
 ストレプトカーパス 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心�ノースヒルズ 鈴木 孝志 米 Orpendale, Chel-
ston & Wynatt 480－ 41：28．32 46．7�

816 ラッキータカチャン 牡3鹿 56 松田 大作奥田 貴敏氏 高橋 康之 新冠 三村 卓也 452＋ 61：28．51� 4．2�
59 アイワナトラスト 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋ 81：28．81	 44．4�
35 ディーシャイン 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希前川 俊行氏 森 秀行 新冠 安達 洋生 510 ―1：29．01� 59．4�
47 メイショウマタザ 牡3栗 56 �島 克駿松本 和子氏 松永 幹夫 浦河 日の出牧場 508 ―1：31．9大差 120．6�
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売 得 金
単勝： 29，988，800円 複勝： 57，448，600円 枠連： 12，688，600円
馬連： 65，210，000円 馬単： 27，908，900円 ワイド： 53，949，300円
3連複： 104，324，100円 3連単： 98，447，300円 計： 449，965，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 190円 � 680円 枠 連（1－6） 910円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，920円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 12，450円 3 連 単 ��� 76，250円

票 数

単勝票数 計 299888 的中 � 31930（4番人気）
複勝票数 計 574486 的中 � 70110（4番人気）� 95065（2番人気）� 17151（7番人気）
枠連票数 計 126886 的中 （1－6） 10789（3番人気）
馬連票数 計 652100 的中 �� 34618（6番人気）
馬単票数 計 279089 的中 �� 5722（17番人気）
ワイド票数 計 539493 的中 �� 23295（7番人気）�� 7016（18番人気）�� 7179（17番人気）
3連複票数 計1043241 的中 ��� 6280（28番人気）
3連単票数 計 984473 的中 ��� 936（195番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．5―47．6―59．9―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒデノサードニクス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．6 京都15着

2017．3．30生 牡3鹿 母 サクセスマリ 母母 サクセスウイッチ 8戦1勝 賞金 8，380，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウマタザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月30日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウィスキーキャット号
（非抽選馬） 1頭 グレアミラージュ号

12122 5月30日 晴 良 （2京都3） 第11日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25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 クリアショット 牡3芦 56 吉田 隼人今村 明浩氏 上村 洋行 日高 高山牧場 492＋ 21：53．3 2．2�
816 ルドンカズマ 牡3鹿 56 松若 風馬合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 486－ 21：54．57 8．2�
713 サトノスライヴ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 41：54．92� 9．9�
35 キズナハイトーン �3黒鹿56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 水上 習孝 480＋ 61：55．0クビ 4．8�
59 エ ス パ ー 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成石川 達絵氏 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 454＋10 〃 クビ 20．3�
24 クールシャイン 牡3栗 56 柴田 未崎林 進氏 飯田 雄三 浦河 浦河日成牧場 480± 01：55．53 20．6	
11 テイエムキンシャ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 510－ 21：55．6� 54．3

36 ハクアイオウ 牡3黒鹿56 幸 英明 �H.Iコーポレーション 石橋 守 日高 広中 稔 524－ 41：56．02� 12．3�
815 メイショウルイス 牡3黒鹿56 加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 三石川上牧場 486＋ 21：56．21 8．8�
12 イ チ ジ ン 牡3鹿 56 国分 恭介深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 440＋ 41：56．83� 60．1
48 ヤマニンブレーザー 牡3鹿 56 城戸 義政土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 518± 01：57．22� 280．3�
612 マ イ ハ ー ト 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新吉田 千津氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 468＋141：57．3� 92．1�
714 デスマッチヤンキー 牡3青鹿 56

55 ☆森 裕太朗西森 功氏 吉田 直弘 様似 清水スタッド 500－12 〃 クビ 184．6�
611 シゲルアマノガワ 牡3栗 56

55 ☆岩田 望来森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 山田牧場 586± 01：57．61� 213．7�
510 クリノウマーベラス �3鹿 56 �島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 544± 02：01．8大差 121．5�
23 テイエムヒューザー 牡3栗 56 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 日高 天羽 禮治 518＋ 22：01．9� 71．1�
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売 得 金
単勝： 29，153，700円 複勝： 51，597，500円 枠連： 14，187，700円
馬連： 57，047，400円 馬単： 26，162，400円 ワイド： 50，983，400円
3連複： 85，077，000円 3連単： 88，698，200円 計： 402，907，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 220円 � 260円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 400円 �� 500円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 9，630円

票 数

単勝票数 計 291537 的中 � 104246（1番人気）
複勝票数 計 515975 的中 � 144378（1番人気）� 52861（4番人気）� 39777（5番人気）
枠連票数 計 141877 的中 （4－8） 24790（2番人気）
馬連票数 計 570474 的中 �� 45982（3番人気）
馬単票数 計 261624 的中 �� 13970（2番人気）
ワイド票数 計 509834 的中 �� 34413（3番人気）�� 26765（4番人気）�� 8358（16番人気）
3連複票数 計 850770 的中 ��� 21043（9番人気）
3連単票数 計 886982 的中 ��� 6671（15番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―13．3―12．9―12．7―12．4―12．3―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．6―50．5―1：03．2―1：15．6―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリアショット �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．1．5 京都4着

2017．1．31生 牡3芦 母 クリアソウル 母母 キャトルセゾン 5戦1勝 賞金 8，510，000円
〔制裁〕 シゲルアマノガワ号の騎手岩田望来は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・2

番・6番・13番）
クールシャイン号の騎手柴田未崎は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・9番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノウマーベラス号・テイエムヒューザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
令和2年6月30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） 3頭 ニホンピロリーズン号・フェリシアーノ号・ロワシャンパーニュ号

第３回 京都競馬 第１１日



12123 5月30日 晴 良 （2京都3） 第11日 第3競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走10時55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

715 トーホウラデン 牡3黒鹿56 幸 英明東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 502＋ 81：21．4 12．0�
59 ポピュリズム 牝3鹿 54 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 21：21．61� 2．5�
713 ラフマニノフ 牡3鹿 56 吉田 隼人馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：21．7� 2．8�
36 マリスドランジュ 牝3黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 450＋ 81：21．8	 14．3�
12 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 406－ 21：21．9クビ 25．3�
11 ジャストポケット 牝3鹿 54 藤井勘一郎	ターフ・スポート松下 武士 浦河 村下農場 500＋ 6 〃 アタマ 48．3

818 ウインヴェルメリオ 牝3鹿 54 国分 優作�ウイン 飯田 雄三 日高 戸川牧場 486＋241：22．0� 92．5�
714 スリーコーズクライ 牡3栗 56

55 ☆富田 暁永井商事� 吉村 圭司 浦河 村中牧場 438－101：22．1	 16．8�
35 ラブアンバサダー 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松島 悠衣氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 430＋16 〃 ハナ 13．9
612 ジルジェンティ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来 	キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 448－ 21：22．31
 50．6�
24 グレースルビー 牝3鹿 54 丸山 元気本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 466＋221：22．4� 28．0�
47 フ ェ レ ー ヌ 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 426＋ 61：22．5クビ 71．4�
816 ディープレーン 牝3鹿 54 北村 宏司 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 436 ― 〃 アタマ 72．7�
23 ナイトスターリリー 牝3栃栗54 川島 信二上茶谷 一氏 飯田 雄三 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 4 〃 クビ 56．1�
817 タッシーアンジェラ 牝3栗 54 川又 賢治吉岡 輝美氏 本田 優 日高 川端 正博 470－ 21：22．81	 281．9�
611 サークルデイズ 牡3黒鹿56 松田 大作ライオンレースホース� 武 英智 浦河 秋場牧場 468－ 41：23．54 301．3�
48 レミニシェンザ 牝3鹿 54 藤岡 康太 	キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B460＋121：23．71
 22．0�
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510 エピデンドラム 牝3栗 54 菱田 裕二 �グリーンファーム高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，200，000円 複勝： 66，875，000円 枠連： 14，913，100円
馬連： 63，008，800円 馬単： 29，184，400円 ワイド： 61，892，400円
3連複： 99，277，300円 3連単： 101，515，100円 計： 472，866，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 210円 � 130円 � 110円 枠 連（5－7） 270円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 610円 �� 550円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 12，830円

票 数

単勝票数 差引計 362000（返還計 1675） 的中 � 24020（3番人気）
複勝票数 差引計 668750（返還計 4566） 的中 � 52061（4番人気）� 136926（2番人気）� 218712（1番人気）
枠連票数 差引計 149131（返還計 499） 的中 （5－7） 41783（1番人気）
馬連票数 差引計 630088（返還計 8133） 的中 �� 28708（4番人気）
馬単票数 差引計 291844（返還計 3156） 的中 �� 4700（16番人気）
ワイド票数 差引計 618924（返還計 9001） 的中 �� 22039（5番人気）�� 25095（3番人気）�� 111648（1番人気）
3連複票数 差引計 992773（返還計 24853） 的中 ��� 55198（2番人気）
3連単票数 差引計1015151（返還計 24509） 的中 ��� 5734（26番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．6―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．3―45．9―57．7―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウラデン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．2．9 東京4着

2017．5．22生 牡3黒鹿 母 トーホウアマポーラ 母母 トーホウガイア 3戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走除外〕 エピデンドラム号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 イトシキオモイ号・ソレイユドゥアルル号・トウケイミラ号

12124 5月30日 晴 良 （2京都3） 第11日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11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

24 ポールトゥウィン 牡3鹿 56 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 480－ 21：47．2 5．3�

817� パワーオーソリティ 牡3栗 56
53 ▲泉谷 楓真ゴドルフィン 西園 正都 愛 Gerard &

Anne Corry 460－ 21：47．41� 20．5�
36 レッドラトゥール 	3鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 462－161：47．5
 6．8�
48 マグニフィクス 牡3栗 56

55 ☆団野 大成 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 486＋141：48．03 97．6�
12 ハクサンキングス 牡3鹿 56 小崎 綾也河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 454＋ 6 〃 アタマ 28．8	
510 カルトレガーメ 牝3青鹿54 小牧 太大迫 基弘氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 478± 01：48．21� 24．2

35 ダコタブラックヒル 牡3鹿 56 古川 吉洋 K.C．タン氏 長谷川浩大 新ひだか 村上牧場 486＋141：48．41� 66．8�
713 リズムオブラヴ 牝3青鹿 54

53 ☆岩田 望来 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 462 ―1：48．5� 2．6�
23 レッドエーデル 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448＋101：48．6� 13．6
11 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 494－ 21：49．02� 4．7�
714 プライムエルフ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 420＋ 81：49．1� 187．0�

612 タガノグランサム 牡3栗 56 藤井勘一郎八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B492＋ 41：49．2
 12．7�

59 ロ ル ベ ー ア 牡3鹿 56 川須 栄彦 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 454＋ 21：49．41� 77．4�
816 ランニングスター 牡3青鹿56 岩崎 翼中野 和子氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 498± 01：49．6
 391．6�
715 ハクサンルピナス 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 448＋ 21：49．7
 246．4�
611 ジャポニカスタイル 牝3鹿 54 荻野 琢真五十川雅規氏 寺島 良 浦河 辻 牧場 448－ 4 〃 ハナ 210．1�
47 マーティンリボーン 牝3黒鹿54 太宰 啓介大戸 志浦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 高橋 修 416－ 21：49．91� 575．8�

（17頭）
818 トーホウゴールデン 牡3栗 56 藤岡 康太東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 47，003，000円 複勝： 72，578，700円 枠連： 12，722，500円
馬連： 70，121，000円 馬単： 30，761，600円 ワイド： 63，001，100円
3連複： 107，929，400円 3連単： 110，365，400円 計： 514，482，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 360円 � 240円 枠 連（2－8） 2，440円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 6，190円

ワ イ ド �� 880円 �� 620円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 7，190円 3 連 単 ��� 46，490円

票 数

単勝票数 計 470030 的中 � 70258（3番人気）
複勝票数 計 725787 的中 � 129519（2番人気）� 44639（7番人気）� 76721（4番人気）
枠連票数 計 127225 的中 （2－8） 4025（11番人気）
馬連票数 計 701210 的中 �� 15719（14番人気）
馬単票数 計 307616 的中 �� 3725（25番人気）
ワイド票数 計 630011 的中 �� 18415（10番人気）�� 27367（4番人気）�� 7833（27番人気）
3連複票数 計1079294 的中 ��� 11245（26番人気）
3連単票数 計1103654 的中 ��� 1721（163番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．2―47．7―59．9―1：12．0―1：24．2―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポールトゥウィン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Pivotal デビュー 2019．7．21 中京9着

2017．4．16生 牡3鹿 母 ポールポジションⅡ 母母 Danehurst 8戦1勝 賞金 8，400，000円
〔出走取消〕 トーホウゴールデン号は，疾病〔鼻出血〕のため出走取消。
〔3走成績による出走制限〕 ランニングスター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月30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 ピエナアルティシア号



12125 5月30日 晴 良 （2京都3） 第11日 第5競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走12時15分 （500万円以下） （ダート・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
1：47．8
1：47．6

重
重

35 � エイシンアメンラー 牡3栗 56 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 米 Team Block 490＋ 21：51．5 11．3�
24 ロッキーサンダー 牡3鹿 56 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 468－ 41：51．92� 10．4�
47 ニホンピロストーム 牡3鹿 56 古川 吉洋小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 524＋ 21：52．11	 25．3�
611 ゲンパチマイティー 牡3鹿 56 蛯名 正義平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 506＋ 41：52．42 61．5�
612 ハンメルフェスト 牡3黒鹿56 松田 大作�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 550± 0 〃 クビ 22．7	
510 フ ラ ー レ ン 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：52．5
 11．0

12 � コラルノクターン 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training
Center, LLC 518＋ 81：52．7
 4．3�

36 アスターマリンバ 牡3黒鹿56 �島 克駿加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 518± 01：52．91	 48．9�
48 メイショウシャガ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 504－ 2 〃 ハナ 226．7
23 オウケンロジータ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 498＋ 21：53．11	 13．6�
59 ジ ロ ー 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 27．2�
11 ミッキーメテオ 牡3鹿 56 松若 風馬野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 アタマ 2．5�
815 エースレイジング 牡3黒鹿56 藤井勘一郎三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 444＋ 21：53．63 16．4�
816 アーヴィンド 牡3黒鹿56 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 21：53．81	 27．5�
714� ジェットマックス 牡3鹿 56 丸山 元気大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 488＋ 61：56．0大差 47．4�
（15頭）

713 サンライズラポール 牡3栗 56 吉田 隼人松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，164，800円 複勝： 81，230，800円 枠連： 20，405，500円
馬連： 86，721，900円 馬単： 36，993，100円 ワイド： 80，006，300円
3連複： 135，503，400円 3連単： 133，991，900円 計： 619，017，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 470円 � 310円 � 740円 枠 連（2－3） 3，050円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 10，120円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 3，360円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 36，380円 3 連 単 ��� 172，540円

票 数

単勝票数 差引計 441648（返還計 493） 的中 � 31260（5番人気）
複勝票数 差引計 812308（返還計 522） 的中 � 44659（7番人気）� 75599（3番人気）� 26821（10番人気）
枠連票数 差引計 204055（返還計 12） 的中 （2－3） 5175（12番人気）
馬連票数 差引計 867219（返還計 3064） 的中 �� 12390（17番人気）
馬単票数 差引計 369931（返還計 1180） 的中 �� 2740（34番人気）
ワイド票数 差引計 800063（返還計 2223） 的中 �� 12680（16番人気）�� 6071（39番人気）�� 7953（27番人気）
3連複票数 差引計1355034（返還計 8505） 的中 ��� 2793（112番人気）
3連単票数 差引計1339919（返還計 9756） 的中 ��� 563（518番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．7―13．0―12．7―12．3―12．3―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―35．7―48．7―1：01．4―1：13．7―1：26．0―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エイシンアメンラー �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．12．7 阪神1着

2017．4．16生 牡3栗 母 I O Ireland 母母 Ioya Two 4戦2勝 賞金 14，300，000円
〔出走取消〕 サンライズラポール号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アンセッドヴァウ号・サイモンルモンド号・ジョーコレット号・スズカデレヤ号・タガノウィリアム号・ドスハーツ号・

マテンロウスパーク号・ワイドレッジャドロ号

12126 5月30日 晴 良 （2京都3） 第11日 第6競走 ��
��2，200�4歳以上1勝クラス

発走12時45分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
2：09．7
2：09．7

良
良

66 エレヴァルアスール 牡4黒鹿57 松若 風馬�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B494－ 82：13．9 5．3�
33 ア ル ク ス �4鹿 57 太宰 啓介 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 62：14．11	 1．3�
22 
 スターオブジーン 牡4鹿 57 三津谷隼人光安 了氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 376＋ 22：15．27 23．8�
77 
 サワヤカタイド 牡5青鹿57 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 442－142：15．51� 40．3�
55 メイショウイフウ 牡4黒鹿57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 B502＋ 22：15．6� 10．6	
44 
 カズマッカレン �4鹿 57 古川 吉洋合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 428± 02：17．08 37．7

11 ダノングリスター 牡4鹿 57

56 ☆団野 大成�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B498－122：18．27 8．1�
（7頭）

売 得 金
単勝： 32，589，000円 複勝： 60，307，400円 枠連： 発売なし
馬連： 39，828，700円 馬単： 35，892，800円 ワイド： 28，624，300円
3連複： 53，621，300円 3連単： 186，845，300円 計： 437，708，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 130円 �� 450円 �� 260円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 4，220円

票 数

単勝票数 計 325890 的中 � 49185（2番人気）
複勝票数 計 603074 的中 � 66437（2番人気）� 425366（1番人気）
馬連票数 計 398287 的中 �� 126009（1番人気）
馬単票数 計 358928 的中 �� 27317（5番人気）
ワイド票数 計 286243 的中 �� 77714（1番人気）�� 11967（8番人気）�� 23260（4番人気）
3連複票数 計 536213 的中 ��� 63007（3番人気）
3連単票数 計1868453 的中 ��� 32097（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．2―36．5―48．7―1：01．1―1：13．8―1：25．8―1：37．7―1：49．7―2：01．2

コーナー
通過順位

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

2
4
6＝1，3－4，7，2，5
6，3－5－4（2，7）－1

勝馬の
紹 介

エレヴァルアスール �

父 ルーラーシップ �


母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．7．21 中京3着

2016．5．5生 牡4黒鹿 母 エスピナアスール 母母 リメインフォレスト 15戦2勝 賞金 19，400，000円



12127 5月30日 晴 良 （2京都3） 第11日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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
1：09．0
1：08．7

不良
重

48 シャイニーブランコ 牡4芦 57 吉田 隼人小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 454＋101：12．2 9．8�
815 グーテンモルゲン 牡4鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 504－ 21：12．3� 11．0�
35 エイシンネメシス 牝5青鹿 55

52 ▲泉谷 楓真�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 490＋ 6 〃 ハナ 3．2�
23 ウェーブガイア 牝5栗 55 川又 賢治万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 448＋ 21：12．62 69．8�
24 ヘ ル メ ッ ト 牝4栗 55 菱田 裕二�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 528＋ 8 〃 クビ 2．7	
612 メイショウヤシャ 牡4栗 57

56 ☆岩田 望来松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 476＋ 81：13．02� 25．1

36 � ミンナノシャチョウ 牡5鹿 57 小牧 太 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 522＋141：13．1� 234．9�
611 グ ラ ウ ク ス �4栗 57

54 ▲亀田 温心 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 61：13．2クビ 55．1�

47 タイドオブハピネス 牡4黒鹿 57
56 ☆斎藤 新 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 458＋12 〃 ハナ 323．3
59 タガノコルソ 牡4鹿 57 	島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋ 21：13．3� 26．3�
714� スマートマウアー 牡4鹿 57 秋山真一郎大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 静内山田牧場 510－ 8 〃 アタマ 22．5�
12 � デュアリティ 牝4鹿 55 丸山 元気中西 宏彰氏 森 秀行 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 498－161：13．5
 42．3�
713 メイショウオオヅツ 牡6鹿 57 幸 英明松本 和子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 554＋ 6 〃 アタマ 14．1�
510� スズカビステー 牡4鹿 57 	島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 伏木田牧場 450± 0 〃 アタマ 178．3�
816 エイトマイル 牡4芦 57 松若 風馬 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 490＋ 41：13．81
 57．7�
11 ブールバール 牝4鹿 55 藤岡 康太寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 458－ 61：14．65 10．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，024，100円 複勝： 67，500，900円 枠連： 13，256，800円
馬連： 81，409，200円 馬単： 36，999，200円 ワイド： 70，965，900円
3連複： 118，596，800円 3連単： 133，779，100円 計： 567，532，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 280円 � 260円 � 160円 枠 連（4－8） 4，280円

馬 連 �� 4，780円 馬 単 �� 9，750円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 820円 �� 660円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 49，230円

票 数

単勝票数 計 450241 的中 � 36454（3番人気）
複勝票数 計 675009 的中 � 54948（5番人気）� 60889（3番人気）� 138159（2番人気）
枠連票数 計 132568 的中 （4－8） 2397（19番人気）
馬連票数 計 814092 的中 �� 13192（17番人気）
馬単票数 計 369992 的中 �� 2846（32番人気）
ワイド票数 計 709659 的中 �� 10969（17番人気）�� 22258（9番人気）�� 28295（3番人気）
3連複票数 計1185968 的中 ��� 15271（16番人気）
3連単票数 計1337791 的中 ��� 1970（136番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―11．8―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．0―46．8―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニーブランコ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．6 京都12着

2016．2．9生 牡4芦 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 13戦2勝 賞金 18，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ウインヒストリオン号・クリノカサット号・テイエムイブシギン号・ニホンピロランド号・ラインジェット号

12128 5月30日 晴 良 （2京都3） 第11日 第8競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：31．3
1：30．3

良
良

44 � アルディテッツァ 牡4鹿 57
54 ▲亀田 温心�G1レーシング 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500－ 61：34．5 15．7�
78 セイイーグル 	6鹿 57 吉田 隼人吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 448＋ 21：34．92
 10．0�
89 タイセイトレンディ 	5青鹿 57

56 ☆岩田 望来田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 21：35．11� 15．7�
77 ル モ ン ド 牡4鹿 57 藤岡 佑介�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 470－ 61：35．2
 1．4�
810 ブランシェット 牝4黒鹿55 菱田 裕二�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 41：35．41� 10．7�
55 ミーティアトレイル 	5芦 57

56 ☆団野 大成 	キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 466± 01：35．61� 59．1

66 ラヴベローナ 牝5鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 494＋ 41：35．7� 44．2�
33 サンディレクション 牡4鹿 57 島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 41：35．91� 20．8�
22 トーアライジン 牡7芦 57 小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 B518± 01：36．53
 117．9
11 � ゴールドハット 	6黒鹿 57

56 ☆森 裕太朗合同会社小林英一
ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 418－ 21：37．88 6．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 47，502，300円 複勝： 88，750，300円 枠連： 11，849，600円
馬連： 67，749，000円 馬単： 47，527，700円 ワイド： 55，366，000円
3連複： 93，320，900円 3連単： 198，247，300円 計： 610，313，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 630円 � 390円 � 600円 枠 連（4－7） 990円

馬 連 �� 6，090円 馬 単 �� 12，790円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，940円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 17，410円 3 連 単 ��� 112，990円

票 数

単勝票数 計 475023 的中 � 24171（5番人気）
複勝票数 計 887503 的中 � 35952（6番人気）� 63671（3番人気）� 37851（5番人気）
枠連票数 計 118496 的中 （4－7） 9236（4番人気）
馬連票数 計 677490 的中 �� 8614（18番人気）
馬単票数 計 475277 的中 �� 2786（35番人気）
ワイド票数 計 553660 的中 �� 10856（15番人気）�� 7210（22番人気）�� 14472（10番人気）
3連複票数 計 933209 的中 ��� 4019（46番人気）
3連単票数 計1982473 的中 ��� 1272（246番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―12．3―11．8―11．5―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．3―48．6―1：00．4―1：11．9―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アルディテッツァ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2016．4．13生 牡4鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 10戦1勝 賞金 12，100，000円
初出走 JRA

〔その他〕 ゴールドハット号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ゴールドハット号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年6月30日まで出走できない。



12129 5月30日 晴 良 （2京都3） 第11日 第9競走 ��
��2，000�

むらさきの

紫 野 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 マイネルウィルトス 牡4黒鹿57 国分 優作 �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 468＋ 22：01．6 2．0�

55 グラットシエル 牡6黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 518± 02：01．91� 3．7�
22 	 ジンゴイスト 牡5青鹿57 松若 風馬 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B504＋10 〃 クビ 4．1�
77 ダディーズトリップ 牡4青 57 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 452± 0 〃 ハナ 4．9�
11 メイショウホウトウ 牡9青鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 498－ 2 〃 アタマ 86．0	
66 ブリーズスズカ 牡7青鹿57 加藤 祥太永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472± 02：02．53
 84．4

33 ビービーブレスユー 牡7鹿 57 原田 和真�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 512－ 42：03．03 43．9�

（7頭）

売 得 金
単勝： 51，683，100円 複勝： 50，466，600円 枠連： 発売なし
馬連： 65，696，700円 馬単： 44，531，400円 ワイド： 39，486，500円
3連複： 75，796，900円 3連単： 242，571，900円 計： 570，233，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 150円 �� 160円 �� 200円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 1，570円

票 数

単勝票数 計 516831 的中 � 204323（1番人気）
複勝票数 計 504666 的中 � 163123（1番人気）� 114968（2番人気）
馬連票数 計 656967 的中 �� 130905（2番人気）
馬単票数 計 445314 的中 �� 51285（1番人気）
ワイド票数 計 394865 的中 �� 74326（1番人気）�� 65320（2番人気）�� 43277（4番人気）
3連複票数 計 757969 的中 ��� 162883（1番人気）
3連単票数 計2425719 的中 ��� 111842（2番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．5―12．8―12．9―12．8―11．9―11．2―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．3―50．1―1：03．0―1：15．8―1：27．7―1：38．9―1：50．1

コーナー
通過順位

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

2
4
2－4（1，5）－（6，7）3
2（4，5，3）（1，6）7

勝馬の
紹 介

マイネルウィルトス �

父 スクリーンヒーロー �


母父 ロージズインメイ デビュー 2018．9．29 阪神3着

2016．3．17生 牡4黒鹿 母 マイネボヌール 母母 コスモフォーチュン 19戦3勝 賞金 72，971，000円

12130 5月30日 曇 良 （2京都3） 第11日 第10競走 ��
��1，800�

ひがしおおじ

東大路ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．5．25以降2．5．24まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 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

611 ケイアイパープル 牡4鹿 54 中井 裕二亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 510＋ 81：51．4 7．3�
59 � ア ヴ ァ ン セ 牡4鹿 54 幸 英明飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 482＋101：51．5� 14．2�
35 ス ペ ク タ ー 牝6鹿 52 小牧 太川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 520＋ 61：52．24 11．2�
816 ハギノアトラス 牡4栗 55 藤岡 佑介安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 492－121：52．3
 4．2�
23 タガノボンバー �5鹿 55 菱田 裕二八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 488－ 21：52．51� 21．7�
47 クレスコブレイブ 牡6栗 54 加藤 祥太堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B530－ 81：52．6クビ 16．0�
713 チャチャチャ 牝4栗 52 川島 信二ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 444± 01：52．7
 22．5	
36 キタサンタイドー 牡5黒鹿54 吉田 隼人
大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 520＋101：52．91
 18．1�
714 エンダウメント 牡4黒鹿55 勝浦 正樹ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋ 41：53．0
 20．1�
12 アイファーキングズ 牡4黒鹿56 柴山 雄一中島 稔氏 	島 一歩 新冠 川上 悦夫 500± 0 〃 ハナ 8．6
612 ストーミーバローズ 牡5栗 55 川又 賢治猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 ハナ 8．5�
510 メイショウササユリ 牝6黒鹿54 蛯名 正義松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 514－ 21：53．1
 36．7�
11 ウラノメトリア �4鹿 56 川須 栄彦 
サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500＋141：53．2クビ 5．6�
24 タガノファジョーロ 牡4鹿 54 	島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B458± 01：53．51� 88．3�
48 マイハートビート 牡5鹿 56 斎藤 新三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 ハナ 100．8�
815 キーグラウンド 牡6鹿 55 亀田 温心北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 500＋20 〃 クビ 259．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，365，600円 複勝： 112，572，500円 枠連： 38，445，200円
馬連： 162，817，000円 馬単： 55，986，300円 ワイド： 121，728，900円
3連複： 255，439，000円 3連単： 242，668，800円 計： 1，050，023，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 270円 � 420円 � 320円 枠 連（5－6） 1，770円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 8，190円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，330円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 15，870円 3 連 単 ��� 77，090円

票 数

単勝票数 計 603656 的中 � 66125（3番人気）
複勝票数 計1125725 的中 � 116217（5番人気）� 65139（7番人気）� 91587（6番人気）
枠連票数 計 384452 的中 （5－6） 16797（7番人気）
馬連票数 計1628170 的中 �� 28101（18番人気）
馬単票数 計 559863 的中 �� 5126（31番人気）
ワイド票数 計1217289 的中 �� 20941（16番人気）�� 23799（14番人気）�� 17328（22番人気）
3連複票数 計2554390 的中 ��� 12071（48番人気）
3連単票数 計2426688 的中 ��� 2282（230番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．7―50．4―1：03．1―1：15．3―1：27．3―1：39．2

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイパープル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．4．6 阪神1着

2016．4．4生 牡4鹿 母 ア ル ヴ ェ ナ 母母 Willow Bunch 10戦4勝 賞金 51，186，000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19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 キーフラッシュ号・クリノフラッシュ号・クレマンダルザス号・グローリーグローリ号・サザンブリーズ号・

サンライズセナ号・シェパードボーイ号・ショートストーリー号・スマートフルーレ号・スマートランウェイ号・
スーパーライナー号・タガノヴェローナ号・ダノンテイオー号・タマモアポローン号・ダンサクドゥーロ号・
テイエムジョウネツ号・バーンスター号・ミスズフリオーソ号・レッドシルヴァーナ号



12131 5月30日 曇 良 （2京都3） 第11日 第11競走 ��
��1，200�第3回葵 ス テ ー ク ス（重賞）

発走15時35分 （芝・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1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612 ビ ア ン フ ェ 牡3鹿 57 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 558＋ 81：08．1 3．3�

23 レ ジ ェ ー ロ 牝3黒鹿54 北村 宏司山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 398－ 2 〃 クビ 29．2�
35 ワ ン ス カ イ 牡3青鹿56 斎藤 新平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 500＋ 21：08．31	 11．3�
11 ケープコッド 牝3黒鹿54 岩田 望来ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 2 〃 クビ 8．5�
48 サ ヴ ァ イ ヴ 牡3青 56 吉田 隼人中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 61：08．61
 32．8�
12 アルムブラスト 牡3鹿 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 510－ 8 〃 ハナ 8．4	
714 トロワマルス 牝3鹿 54 酒井 学山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 466－ 2 〃 アタマ 78．2

24 マイネルグリット 牡3栗 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 486± 01：08．7クビ 17．0�
816 ビップウインク 牝3青 54 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：08．91
 4．7
510 デンタルバルーン 牝3青鹿54 �島 良太三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド 448－ 21：09．0クビ 68．5�
815 エレナアヴァンティ 牝3鹿 55 幸 英明加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 438－ 8 〃 アタマ 15．7�
611 ゼンノジャスタ 牡3黒鹿56 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 464－ 61：09．21	 20．5�
59 ニシノストーム 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 486± 0 〃 クビ 73．6�
47 エ グ レ ム ニ 牡3鹿 56 川須 栄彦吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 470＋ 21：09．41	 22．9�
713 グリンデルヴァルト 牝3鹿 54 松田 大作藤田 好紀氏 坂口 智康 新ひだか 前田ファーム 460＋ 8 〃 アタマ 13．7�
36 カバジェーロ 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 41：10．03
 33．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 135，925，500円 複勝： 226，664，600円 枠連： 80，396，800円
馬連： 453，225，900円 馬単： 135，909，700円 ワイド： 312，159，400円
3連複： 765，925，300円 3連単： 703，196，800円 計： 2，813，404，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 860円 � 310円 枠 連（2－6） 1，940円

馬 連 �� 6，380円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 910円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 20，820円 3 連 単 ��� 98，060円

票 数

単勝票数 計1359255 的中 � 320138（1番人気）
複勝票数 計2266646 的中 � 481678（1番人気）� 52595（13番人気）� 179954（4番人気）
枠連票数 計 803968 的中 （2－6） 31958（8番人気）
馬連票数 計4532259 的中 �� 58461（21番人気）
馬単票数 計1359097 的中 �� 11275（33番人気）
ワイド票数 計3121594 的中 �� 36578（25番人気）�� 91405（5番人気）�� 15782（65番人気）
3連複票数 計7659253 的中 ��� 27587（77番人気）
3連単票数 計7031968 的中 ��� 5199（315番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―10．8―11．2―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．5―44．7―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ ア ン フ ェ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．6．16 函館2着

2017．4．29生 牡3鹿 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 7戦3勝 賞金 93，035，000円
※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 シオミチクレバ号・ペコリーノロマーノ号

12132 5月30日 曇 良 （2京都3） 第11日 第12競走 ��
��1，400�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・右）
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
1：21．7
1：20．3

重
不良

12 ヨ ハ ン 牡4鹿 57 松若 風馬サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 434± 01：24．3 22．4�

35 ボンディマンシュ �4黒鹿57 藤岡 佑介 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482－ 21：24．51	 4．6�
714 モズレジーナ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 430＋ 2 〃 クビ 6．1�
11 ケイアイターコイズ 牡4芦 57 幸 英明亀田 和弘氏 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 522± 0 〃 アタマ 3．0�
612 シャイニーロック 牡4鹿 57

56 ☆団野 大成小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 510＋ 41：24．6
 33．6	

611 リシュブール 牡5鹿 57 松田 大作窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B484＋ 8 〃 ハナ 46．0

47 プレイヤーズハイ 牡4黒鹿57 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 446－ 41：24．7
 26．8�
23 � ドウドウキリシマ 牡4栗 57 川須 栄彦西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B484± 01：24．8クビ 6．7�
36 ソリストサンダー 牡5黒鹿 57

56 ☆岩田 望来村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 488＋ 81：25．11� 10．4
48 レイトブルーミング 牝4青鹿 55

52 ▲泉谷 楓真�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 440－ 41：25．2
 82．3�
713 プロネルクール 牝5鹿 55

52 ▲亀田 温心�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム B514＋201：25．62
 65．7�
59 ク ラ シ コ 牡8鹿 57 島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B506－101：25．7� 83．2�
24 センショウユウト 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B484＋ 21：25．8クビ 85．2�
816 マコトモンジョワ 牝5栗 55 北村 宏司�ディアマント 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 480＋ 21：26．54 48．8�
510 ガ ン ケ ン 牡4黒鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B524－ 21：27．13
 11．6�
815 アスターゴールド 牡6栗 57 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 502＋ 61：29．9大差 151．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，807，000円 複勝： 131，474，000円 枠連： 32，691，900円
馬連： 177，799，400円 馬単： 66，042，400円 ワイド： 134，428，000円
3連複： 276，739，900円 3連単： 309，085，400円 計： 1，210，068，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 500円 � 180円 � 230円 枠 連（1－3） 510円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 12，870円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 2，870円 �� 700円

3 連 複 ��� 14，760円 3 連 単 ��� 124，280円

票 数

単勝票数 計 818070 的中 � 29118（7番人気）
複勝票数 計1314740 的中 � 55646（7番人気）� 223430（2番人気）� 151618（4番人気）
枠連票数 計 326919 的中 （1－3） 48991（1番人気）
馬連票数 計1777994 的中 �� 26878（18番人気）
馬単票数 計 660424 的中 �� 3847（41番人気）
ワイド票数 計1344280 的中 �� 20063（19番人気）�� 11659（30番人気）�� 52022（5番人気）
3連複票数 計2767399 的中 ��� 14058（43番人気）
3連単票数 計3090854 的中 ��� 1803（350番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．8―12．1―12．6―13．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 ・（1，12）－（3，4）11（2，10）（5，6）9（14，16）－（8，13）－7＝15 4 ・（1，12）－3（2，4，11）（9，5，10）（14，6）－（7，8）（13，16）＝15

勝馬の
紹 介

ヨ ハ ン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．6．9 阪神5着

2016．3．14生 牡4鹿 母 マストバイアイテム 母母 ビッグマリーン 16戦3勝 賞金 34，149，000円
〔制裁〕ドウドウキリシマ号の騎手川須栄彦は，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30，000円。（被害馬：2番・11

番）
シャイニーロック号の騎手団野大成は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスターゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月30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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サンビショップ号・ダンケシェーン号・ピラミッドファラオ号・メイショウキタグニ号
（非抽選馬） 6頭 アスクハードスパン号・カミノコ号・ショウナンパンサー号・タイセイビルダー号・ナムラヘラクレス号・

ファステンバーグ号



（2京都3）第11日 5月30日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

251，850，000円
5，330，000円
25，180，000円
1，520，000円
28，450，000円
71，377，500円
4，919，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
641，406，900円
1，067，466，900円
251，557，700円
1，390，635，000円
573，899，900円
1，072，591，500円
2，171，551，300円
2，549，412，500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 9，718，521，700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11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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