
12133 5月31日 雨 良 （2京都3） 第12日 第1競走 1，200�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
1：09．0
1：08．7

不良
重

815 スナークダヴィンチ 牡3鹿 56
55 ☆岩田 望来杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 482＋ 21：12．9 4．1�

611 オーシャンズ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 浦河 金成吉田牧場 492＋ 61：13．22 2．0�

36 ヤングブラッド 牝3黒鹿54 松若 風馬飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 458＋ 61：13．3� 5．6�
713 マコトヤマンバギリ 牡3栗 56 藤井勘一郎�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 468－ 21：13．93� 8．4�
612 カモントゥミー 牡3鹿 56 小崎 綾也薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 486－ 61：14．11� 26．9�
510 メイショウカリスマ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 青森 諏訪牧場 B526＋ 41：14．73� 67．4	
11 ハルハアケボノ 牝3黒鹿54 蛯名 正義手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 458＋121：14．8� 10．1

59 ジ ョ ー ク ー 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 494＋14 〃 クビ 36．0�
714 ランスオブマインド 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 61：14．9� 295．6�
48 キタノオトメ 牝3鹿 54 古川 吉洋北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 438± 01：15．11 325．6
35 マ ヌ イ ー ア 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 432－ 61：15．2� 240．1�
24 スマートオーブ 牡3栗 56 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 538－ 41：15．52 188．2�
12 シューラヴァーグ 牝3黒鹿54 川須 栄彦藤井 亮輔氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 442－ 61：15．71� 167．4�
47 アイファーオレンジ 牝3鹿 54 長岡 禎仁中島 稔氏 西橋 豊治 日高 Wing Farm 438＋ 81：15．8� 69．4�
23 ライズインビルド 牡3鹿 56 加藤 祥太 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 476－ 21：15．9� 379．2�
816 テーオーエリザベス 牝3鹿 54 幸 英明小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 宮内牧場 470± 0 〃 ハナ 58．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，699，500円 複勝： 56，824，100円 枠連： 11，739，500円
馬連： 72，870，000円 馬単： 34，337，700円 ワイド： 55，253，400円
3連複： 104，333，400円 3連単： 123，669，400円 計： 494，727，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（6－8） 420円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 190円 �� 360円 �� 230円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 4，020円

票 数

単勝票数 計 356995 的中 � 68037（2番人気）
複勝票数 計 568241 的中 � 93339（2番人気）� 192756（1番人気）� 90977（3番人気）
枠連票数 計 117395 的中 （6－8） 21267（1番人気）
馬連票数 計 728700 的中 �� 120000（1番人気）
馬単票数 計 343377 的中 �� 23181（3番人気）
ワイド票数 計 552534 的中 �� 79585（1番人気）�� 34269（4番人気）�� 62168（2番人気）
3連複票数 計1043334 的中 ��� 117226（1番人気）
3連単票数 計1236694 的中 ��� 22291（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．7―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナークダヴィンチ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2020．4．19 阪神5着

2017．3．8生 牡3鹿 母 トップコマチ 母母 トップジョリー 3戦1勝 賞金 6，910，000円
※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） 4頭 サウンドヒーロー号・ヒロシゲペッパー号・マーティンヒル号・マーブルレディー号
（非抽選馬） 4頭 イサチルキンノホシ号・シゲルガリレオ号・ダノンボヌール号・ニホンピロデュラン号

12134 5月31日 雨 良 （2京都3） 第12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

35 カネコメノボル �3栗 56
55 ☆森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 428＋121：53．7 31．5�

47 ヴェラアズール 牡3青 56 幸 英明 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512－ 41：54．12� 1．6�

12 マルカブレーブ 牡3黒鹿56 国分 優作日下部 猛氏 松永 昌博 新冠 長浜牧場 472＋ 21：54．31� 196．2�
24 オーケーメジャー �3鹿 56 北村 宏司小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 464－ 21：54．5� 49．7�
23 サンライズアルコン 牡3芦 56 加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 470＋10 〃 ハナ 27．0�
714� カ ク シ ン 牡3黒鹿56 丸山 元気風早 信昭氏 森 秀行 米

Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

498－ 21：54．82 15．2	
48 タマモイチバンボシ 牡3鹿 56 国分 恭介タマモ
 中竹 和也 日高 スマイルファーム 472＋141：54．9� 386．7�
713 サクセスリボーン 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 496＋ 21：55．0クビ 3．1�
816 サンラディウス 牡3栗 56 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム B474± 01：55．21	 46．4
59 ス ペ ラ ー レ 牡3芦 56 川又 賢治 
グリーンファーム吉村 圭司 千歳 社台ファーム 488± 01：55．52 39．6�
611 セルリアンエース 牡3鹿 56 熊沢 重文�イクタ 田所 秀孝 池田 高橋 正三 450＋ 21：55．6� 277．4�
612 ベルティーナ 牝3鹿 54 酒井 学岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 434＋ 41：55．7クビ 145．7�
36 ワンダーアーウット 牡3栗 56 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 494 ―1：55．91	 63．3�
510 ガ マ ン 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 468＋ 21：56．75 169．4�
11 スティーヴン 牡3鹿 56 
島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 ハナ 15．9�
815 ダイアナマロン 牝3栗 54 菱田 裕二
駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 452－ 21：56．8� 266．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，462，000円 複勝： 94，813，800円 枠連： 12，725，300円
馬連： 73，943，800円 馬単： 42，276，300円 ワイド： 57，642，000円
3連複： 104，943，600円 3連単： 162，446，700円 計： 586，253，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，150円 複 勝 � 380円 � 110円 � 1，930円 枠 連（3－4） 1，710円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 620円 �� 14，080円 �� 4，010円

3 連 複 ��� 39，870円 3 連 単 ��� 369，190円

票 数

単勝票数 計 374620 的中 � 9506（6番人気）
複勝票数 計 948138 的中 � 27171（5番人気）� 610612（1番人気）� 4395（13番人気）
枠連票数 計 127253 的中 （3－4） 5736（4番人気）
馬連票数 計 739438 的中 �� 30515（5番人気）
馬単票数 計 422763 的中 �� 4378（20番人気）
ワイド票数 計 576420 的中 �� 25666（4番人気）�� 1007（60番人気）�� 3584（29番人気）
3連複票数 計1049436 的中 ��� 1974（71番人気）
3連単票数 計1624467 的中 ��� 319（460番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．8―13．0―12．7―12．4―12．7―13．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．8―49．8―1：02．5―1：14．9―1：27．6―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カネコメノボル �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．11．3 京都12着

2017．4．22生 �3栗 母 クニコチャン 母母 ク バ タ ー 6戦1勝 賞金 5，610，000円
〔制裁〕 カクシン号の調教師森秀行は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔3走成績による出走制限〕 サンラディウス号・セルリアンエース号・ダイアナマロン号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和2年7月31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 ピラミッドムーン号・ブレイヴサウンド号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 京都競馬 第１２日



12135 5月31日 雨 良 （2京都3） 第12日 第3競走 ��2，400�3歳未勝利
発走10時55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
2：22．6
2：20．6

良
良

48 ナ ム ラ ド ン 牡3鹿 56 北村 宏司奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 482－ 22：28．1 15．8�
611 ロックグラス 牡3鹿 56 秋山真一郎橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 464± 02：28．41� 35．2�
23 バルトロメウ 牡3鹿 56 蛯名 正義谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 482＋ 2 〃 アタマ 4．6�
36 ビットクラッシャー 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：28．5� 48．3�
818 ク レ イ ス 牡3鹿 56 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B512＋ 82：28．6� 3．0�
714 ア ル セ ス ト 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来 	シルクレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 4 〃 クビ 12．3


11 エールオンレール 牝3栗 54
53 ☆富田 暁吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 ハナ 38．4�

59 ヴァイスリヒト 牡3栗 56 幸 英明�G1レーシング 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 82：28．81� 20．8�

612 レーベンレジェンダ 牡3鹿 56 �島 克駿金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 508± 0 〃 クビ 29．9
47 リーガルバローズ 牡3鹿 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 日高 中原牧場 408± 02：29．11� 9．0�
715 グ ラ フ ェ ン 牡3芦 56 丸山 元気 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 新ひだか 矢野牧場 498－ 22：29．31� 155．7�
35 フィアレススマイル 牡3鹿 56 川又 賢治堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 ムラカミファーム 432± 02：29．72� 175．8�
510 ザ フ ー ン 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成 	社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 82：30．01� 4．6�

816 バブリースノー 牝3芦 54 吉田 隼人 	社台レースホース高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 22：30．2� 76．5�

24 アイファーサイアン 牡3鹿 56 水口 優也中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 400＋ 22：31．15 483．6�
817 ア ト レ ッ ド 牝3青鹿54 松若 風馬 �京都ホースレーシング 杉山 晴紀 浦河 谷口牧場 414＋ 6 〃 クビ 21．8�
713 ア ー ビ タ ー 	3青鹿56 川須 栄彦 	サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B444－12 〃 アタマ 254．7�
12 クリノコハルビヨリ 牝3鹿 54 原田 和真栗本 博晴氏 田所 秀孝 安平 ノーザンファーム 398－ 42：31．84 639．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，464，500円 複勝： 68，079，300円 枠連： 17，393，300円
馬連： 87，116，700円 馬単： 32，272，000円 ワイド： 69，940，500円
3連複： 129，556，300円 3連単： 121，426，700円 計： 569，249，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 340円 � 750円 � 210円 枠 連（4－6） 2，850円

馬 連 �� 21，730円 馬 単 �� 36，230円

ワ イ ド �� 3，910円 �� 1，270円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 28，150円 3 連 単 ��� 288，630円

票 数

単勝票数 計 434645 的中 � 21869（6番人気）
複勝票数 計 680793 的中 � 51994（5番人気）� 20226（10番人気）� 100159（3番人気）
枠連票数 計 173933 的中 （4－6） 4723（12番人気）
馬連票数 計 871167 的中 �� 3306（44番人気）
馬単票数 計 322720 的中 �� 668（88番人気）
ワイド票数 計 699405 的中 �� 4531（44番人気）�� 14556（12番人気）�� 6783（29番人気）
3連複票数 計1295563 的中 ��� 3451（90番人気）
3連単票数 計1214267 的中 ��� 305（730番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．5―12．7―13．0―12．8―12．8―12．2―12．4―12．3―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．2―35．7―48．4―1：01．4―1：14．2―1：27．0―1：39．2―1：51．6―2：03．9―2：15．5

コーナー
通過順位

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

2
4

12，16，18，8（6，17）（1，14）（5，10）（2，3）（4，11）15，9，13－7
12（8，16，18，3）（14，6）（17，9）1，10（11，5）15（7，13）4－2

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ ド ン �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．3．28 阪神8着

2017．5．31生 牡3鹿 母 ピクトリアル 母母 ダイナシユガー 5戦1勝 賞金 6，380，000円
〔3走成績による出走制限〕 クリノコハルビヨリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月31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 アスターファゴット号・エイシンジャスミン号

12136 5月31日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2京都3） 第12日 第4競走 ��2，910�障害4歳以上未勝利

発走11時25分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：11．2良・重

711 ピッツバーグ �7鹿 60 五十嵐雄祐�ラ・メール 田村 康仁 日高 戸川牧場 504± 03：20．9 6．4�
710 タイセイパルサー 牡7黒鹿60 熊沢 重文田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488－ 63：21．21� 3．8�
68 � ピースプレイヤー 牡4鹿 59 北沢 伸也飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims 492－ 43：21．62	 3．5�
44 
 ディレットーレ �6黒鹿60 森 一馬米井 勝氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋103：23．19 14．4�
11 
 マヤノフロスティ 牡5芦 60 平沢 健治田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 508± 03：23．2クビ 17．1�
33 デアリングアイデア 牡6鹿 60 植野 貴也宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 480＋203：23．94 53．5	
57 トーアコルレオーネ 牡4鹿 59 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 434－ 43：24．0� 7．2

812
 スズカノーチラス 牡8鹿 60 佐久間寛志永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 452＋ 63：24．53 28．1�
69 ア キ ン ド 牡4鹿 59 山本 康志小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 496± 0 〃 クビ 13．6�
22 ギャラントグリフ �7黒鹿60 高野 和馬岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 日高 鹿戸 正幸 520＋ 43：25．13	 196．9
45 
 ア イ ア ス �4栗 59 上野 翔畑 末廣郎氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 508＋ 43：27．4大差 182．2�
813 ヨコスカダンディー 牡4栗 59 草野 太郎 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 466－ 43：30．3大差 17．1�
56 
 アンドレアス �5青鹿60 西谷 誠寺田千代乃氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 446＋ 6 （競走中止） 11．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，782，600円 複勝： 34，214，100円 枠連： 11，898，900円
馬連： 52，491，700円 馬単： 23，227，500円 ワイド： 36，408，400円
3連複： 78，799，200円 3連単： 92，445，600円 計： 353，268，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 140円 � 130円 枠 連（7－7） 1，430円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 600円 �� 500円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 11，620円

票 数

単勝票数 計 237826 的中 � 29277（3番人気）
複勝票数 計 342141 的中 � 37017（4番人気）� 66558（2番人気）� 77992（1番人気）
枠連票数 計 118989 的中 （7－7） 6418（4番人気）
馬連票数 計 524917 的中 �� 25138（5番人気）
馬単票数 計 232275 的中 �� 5183（9番人気）
ワイド票数 計 364084 的中 �� 14690（5番人気）�� 18158（3番人気）�� 33415（1番人気）
3連複票数 計 787992 的中 ��� 33799（2番人気）
3連単票数 計 924456 的中 ��� 5765（19番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 52．6－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
11（8，10）－9（1，5）（3，4）7，2，12，13・（11，10）8－9－5（1，4）（3，7）2－12，13

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

勝馬の
紹 介

ピッツバーグ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2015．10．24 京都3着

2013．2．11生 �7鹿 母 メジロフランシス 母母 メジロモントレー 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 アンドレアス号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目4号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 アンドレアス号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目4号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再審査

〔平地調教を含む〕。



12137 5月31日 曇 良 （2京都3） 第12日 第5競走 1，400�3歳1勝クラス
発走12時25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
1：21．7
1：20．3

重
不良

714 メイショウベンガル 牡3芦 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 456－ 21：24．4 14．2�
612 ディーズローリエ 牝3黒鹿54 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 434± 01：25．67 30．5�
815 ソプラドール 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ B462± 0 〃 ハナ 5．3�

816 シャイニーズラン 牡3鹿 56 秋山真一郎田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 452－ 41：25．7� 20．5�
510 メイショウカムロ 牡3鹿 56 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 452＋ 81：25．91� 99．4�
59 サウンドワイズ 牝3鹿 54 川須 栄彦増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 山岡牧場 478＋10 〃 ハナ 24．8	
35 サンビースト 牡3黒鹿56 酒井 学
ターフ・スポート森田 直行 浦河 谷川牧場 540＋10 〃 アタマ 53．4�
12 クリノイコライザー 牡3栗 56 川島 信二栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 460＋ 61：26．0� 12．9�
48 ロゼキルシュ 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真�トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 474± 01：26．1� 10．0
23 ボルサリーノ 牡3鹿 56 川又 賢治草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋ 41：26．2� 7．4�
713 イーサンティラノ 牡3黒鹿56 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 佐藤 静子 456± 0 〃 クビ 8．8�
47 � サンオブロジータ �3鹿 56

55 ☆岩田 望来�シンシアリー 松田 国英 日高 若林 順一 502＋ 21：26．83� 5．4�
24 リュクスウォリアー 牡3鹿 56 �島 良太田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 498＋101：27．01� 6．2�
611 ジャスパーイーグル 牡3栗 56 松若 風馬加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B482－ 21：27．63� 111．9�
36 サ ン ラ イ ト 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成
三嶋牧場 上村 洋行 新ひだか 原口牧場 B460＋ 41：29．9大差 38．7�
11 タイガーサイレンス 牡3青鹿56 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 442＋ 21：30．11� 24．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，757，500円 複勝： 77，945，300円 枠連： 21，224，200円
馬連： 105，540，600円 馬単： 37，163，100円 ワイド： 85，796，700円
3連複： 152，625，900円 3連単： 139，387，300円 計： 666，440，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 460円 � 640円 � 200円 枠 連（6－7） 5，540円

馬 連 �� 21，090円 馬 単 �� 36，380円

ワ イ ド �� 6，030円 �� 1，820円 �� 3，930円

3 連 複 ��� 48，170円 3 連 単 ��� 360，910円

票 数

単勝票数 計 467575 的中 � 26227（8番人気）
複勝票数 計 779453 的中 � 40219（7番人気）� 27635（11番人気）� 125870（1番人気）
枠連票数 計 212242 的中 （6－7） 2968（23番人気）
馬連票数 計1055406 的中 �� 4126（71番人気）
馬単票数 計 371631 的中 �� 766（132番人気）
ワイド票数 計 857967 的中 �� 3629（71番人気）�� 12353（20番人気）�� 5599（51番人気）
3連複票数 計1526259 的中 ��� 2376（174番人気）
3連単票数 計1393873 的中 ��� 280（1222番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―12．2―12．5―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―34．1―46．3―58．8―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウベンガル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2019．7．27 小倉2着

2017．3．11生 牡3芦 母 キンショーオトヒメ 母母 サークルメモリー 7戦2勝 賞金 15，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライト号・タイガーサイレンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月

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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アメリカンベイビー号・オヌシナニモノ号・タイガーインディ号・ニホンピロスクーロ号・フィニアル号・

マジックスピーチ号・リンダリンダリンダ号・ロードエクスプレス号

12138 5月31日 曇 良 （2京都3） 第12日 第6競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時55分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

59 ボンボヤージ 牝3鹿 54 川須 栄彦廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社
ASK STUD 422－ 21：09．4 6．4�

24 ムーンライト 牝3青 54 北村 宏司石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 452－ 2 〃 クビ 14．4�
714 シャドウブロッサム 牝3鹿 54 丸山 元気飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 452± 01：09．5� 16．0�
815 ビ ア イ 牝3青鹿54 原田 和真副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B484＋ 21：09．71� 157．4�
36 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 426－ 41：09．8クビ 30．5�
47 � クラシックココア 牝3鹿 52

51 ☆岩田 望来吉田 和美氏 安田 隆行 豪 Kia Ora
Stud Pty Ltd 476＋ 2 〃 クビ 3．2�

713 メメントモリ 牝3鹿 54
53 ☆団野 大成吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 460± 01：09．9クビ 14．4	

12 テイエムミラージュ 牝3鹿 54
53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 468＋ 21：10．11� 22．4


612 メイショウユリシス 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 474＋ 2 〃 クビ 23．5�
816 ローランダー 牝3栗 54 幸 英明山下 良子氏 湯窪 幸雄 熊本 本田 土寿 460＋ 4 〃 クビ 13．8
11 テーオーソクラテス 牡3鹿 56 古川 吉洋小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 448－ 81：10．2� 28．0�
35 ヒ メ サ マ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 416－201：10．41� 148．3�
510 マイネルヘルト 牡3青鹿56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 408± 01：10．61� 40．0�
611 ワンダーカタリナ 牡3鹿 56 藤岡 佑介山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 510＋ 2 〃 クビ 5．6�
48 ソウルユニバンス 牡3黒鹿56 吉田 隼人亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 464－201：11．45 138．0�
23 ハクアイブラック 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 516± 01：11．61� 7．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，956，100円 複勝： 91，114，800円 枠連： 19，892，200円
馬連： 117，990，500円 馬単： 40，093，300円 ワイド： 94，363，900円
3連複： 168，223，000円 3連単： 153，860，100円 計： 743，493，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 260円 � 430円 � 480円 枠 連（2－5） 1，720円

馬 連 �� 5，320円 馬 単 �� 8，340円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 1，620円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 19，100円 3 連 単 ��� 93，420円

票 数

単勝票数 計 579561 的中 � 71582（3番人気）
複勝票数 計 911148 的中 � 102339（4番人気）� 53252（6番人気）� 46591（8番人気）
枠連票数 計 198922 的中 （2－5） 8918（8番人気）
馬連票数 計1179905 的中 �� 18280（19番人気）
馬単票数 計 400933 的中 �� 3603（32番人気）
ワイド票数 計 943639 的中 �� 14722（18番人気）�� 15133（17番人気）�� 7904（41番人気）
3連複票数 計1682230 的中 ��� 6604（74番人気）
3連単票数 計1538601 的中 ��� 1194（336番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．0―11．5―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―33．8―45．3―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンボヤージ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．27 東京9着

2017．4．25生 牝3鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 6戦2勝 賞金 13，030，000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 エレヴァート号・シゲルミズガメザ号



12139 5月31日 曇 良 （2京都3） 第12日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）（500万円以下）

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

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

66 エ ス ト 牝4鹿 55 藤岡 佑介大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：53．2 4．2�
11 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 520＋ 21：53．62� 2．4�
55 マテラサンオウ 牡4黒鹿 57

56 ☆岩田 望来大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 444－ 21：53．7クビ 4．6�
810 ルクスムンディー 牡5鹿 57 川須 栄彦前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 B516－ 21：54．02 22．5�
79 � メイショウミチノク 牝4芦 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 476－151：54．42� 28．7�
78 メイショウフクイク 牝4栗 55 �島 克駿松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 472－ 8 〃 アタマ 74．8�
67 メイショウラッシュ 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好	氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 476＋141：54．82� 7．9

33 オリーブティアラ 牝4栗 55

54 ☆斎藤 新飯田 良枝氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 464＋281：54．9クビ 26．7�
22 � マイティバローズ 牡5青鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 452＋ 81：55．0� 14．2�
44 � ブルベアブロンゾ 牡4栗 57 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 日高 三輪 幸子 562－ 4 〃 クビ 22．5
811� ラ イ ズ 牡4鹿 57

56 ☆富田 暁中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 520＋ 41：57．3大差 63．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 45，347，100円 複勝： 60，529，800円 枠連： 12，063，600円
馬連： 88，770，600円 馬単： 38，189，700円 ワイド： 63，006，000円
3連複： 108，972，200円 3連単： 166，185，900円 計： 583，064，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（1－6） 320円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 240円 �� 370円 �� 240円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 4，090円

票 数

単勝票数 計 453471 的中 � 84874（2番人気）
複勝票数 計 605298 的中 � 104444（2番人気）� 167540（1番人気）� 99798（3番人気）
枠連票数 計 120636 的中 （1－6） 28386（1番人気）
馬連票数 計 887706 的中 �� 121742（1番人気）
馬単票数 計 381897 的中 �� 22324（4番人気）
ワイド票数 計 630060 的中 �� 68315（2番人気）�� 38967（4番人気）�� 71436（1番人気）
3連複票数 計1089722 的中 ��� 105301（1番人気）
3連単票数 計1661859 的中 ��� 29445（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．4―37．7―49．9―1：02．4―1：15．0―1：27．2―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ス ト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．6．16 阪神10着

2016．2．2生 牝4鹿 母 パシオンルージュ 母母 セクシーココナッツ 16戦2勝 賞金 27，300，000円

12140 5月31日 曇 良 （2京都3） 第12日 第8競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走13時55分 （芝・右・外）（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
1：19．0
1：19．0

良
良

47 ヤマニンペダラーダ 牡6黒鹿57 �島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 478－ 21：21．9 14．2�
35 セプタリアン �4鹿 57 北村 宏司吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 ハナ 6．7�
11 ノーブルワークス 牝4鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 464－ 61：22．11� 10．7�
712 ハーフバック 牝4黒鹿55 長岡 禎仁本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 472＋ 2 〃 クビ 7．9�
23 ディアボレット 牝5栗 55 川島 信二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468＋ 41：22．2クビ 29．4	
610 コパノピエール 牡6鹿 57

54 ▲泉谷 楓真小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 502± 01：22．52 71．6

611 テーオーアマゾン 牡4青鹿57 古川 吉洋小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 488± 01：22．6	 17．6�
59 ホッコーシェルビー 牡4黒鹿57 勝浦 正樹北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 B512± 0 〃 ハナ 161．0�
22 ファビュラスギフト 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 464± 01：22．7クビ 146．3
713 カーサデルシエロ 牝5黒鹿 55

54 ☆岩田 望来下河辺俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 436－ 2 〃 クビ 3．6�
814 トップオブメジャー 牡4栗 57 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 486－ 41：22．8クビ 4．5�
34 ア ル モ ニ カ 牝5黒鹿 55

52 ▲亀田 温心 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 430＋ 61：23．01� 105．1�
46 アルジャーノン 牡5栗 57 蛯名 正義 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 464± 01：23．1
 41．1�
58 ヘブンリーデイズ 牡5鹿 57

56 ☆団野 大成 �サンデーレーシング 吉岡 辰弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 41：23．31
 8．9�

815 ローゼンクリーガー 牝4青 55 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 460－101：23．4	 18．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 52，475，000円 複勝： 80，250，200円 枠連： 19，902，700円
馬連： 122，514，600円 馬単： 40，507，900円 ワイド： 84，031，700円
3連複： 157，621，100円 3連単： 162，568，800円 計： 719，872，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 380円 � 280円 � 350円 枠 連（3－4） 3，660円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 11，770円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 2，580円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 16，770円 3 連 単 ��� 121，380円

票 数

単勝票数 計 524750 的中 � 29449（7番人気）
複勝票数 計 802502 的中 � 52755（7番人気）� 78005（5番人気）� 60030（6番人気）
枠連票数 計 199027 的中 （3－4） 4211（16番人気）
馬連票数 計1225146 的中 �� 18862（24番人気）
馬単票数 計 405079 的中 �� 2581（49番人気）
ワイド票数 計 840317 的中 �� 16085（17番人気）�� 8227（32番人気）�� 16840（16番人気）
3連複票数 計1576211 的中 ��� 7046（61番人気）
3連単票数 計1625688 的中 ��� 971（440番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．4―11．2―11．6―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―34．7―45．9―57．5―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．0
3 ・（2，10）9，5（1，8）11（7，14）（3，12）（4，15）6，13 4 ・（2，10）－5，9（1，8）（7，11，14）（3，12）－15，4－（13，6）

勝馬の
紹 介

ヤマニンペダラーダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2016．12．4 中京4着

2014．4．6生 牡6黒鹿 母 ヤマニンエマイユ 母母 ヤマニンザナドゥ 45戦3勝 賞金 90，787，000円



12141 5月31日 曇 良 （2京都3） 第12日 第9競走 ��1，900�
よ ど

與 杼 特 別
発走14時30分 （ダート・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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

34 ダノンスプレンダー 牡4黒鹿57 藤岡 佑介�ダノックス 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B508± 01：59．9 3．7�
47 シャンパンクーペ 牡4鹿 57 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B530＋ 4 〃 アタマ 15．0�
58 ダンツキャッスル 牡4鹿 57 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 476－ 42：00．0� 1．9�
815 ヴォカツィオーネ 牝6栗 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 484± 02：00．1� 84．1�
59 スピンドクター 	5黒鹿57 藤岡 康太ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B464＋ 42：00．31
 26．8�
46 スズカフロンティア 牡6鹿 57 岩田 望来永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 438± 02：00．51
 17．5	
22 マースゴールド 牡5栗 57 団野 大成キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 466± 02：00．6� 13．1

23 クリノカポネ 	5鹿 57 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 22：00．7クビ 146．8�
611 キタサンヴィクター 牡5鹿 57 泉谷 楓真�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 524± 0 〃 アタマ 25．5
713 ウォータービルド 牡6鹿 57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 504＋ 8 〃 クビ 11．1�
814 トモノコテツ 牡5鹿 57 吉田 隼人共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 B482＋ 2 〃 アタマ 43．5�
35 メ ス キ ー タ 牡4鹿 57 �島 克駿岡 浩二氏 新谷 功一 浦河 大柳ファーム 510± 02：00．8クビ 75．1�
11 エイシンヨッシー 牡4栗 57 小牧 太�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 456＋ 82：00．9� 43．5�
610 スズカスマート 牝6鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 504＋16 〃 クビ 202．1�
712 メメランタン 牡4芦 57 柴山 雄一本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 534± 02：01．11
 56．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，770，700円 複勝： 91，848，800円 枠連： 21，202，400円
馬連： 155，629，600円 馬単： 61，814，800円 ワイド： 106，217，200円
3連複： 217，015，600円 3連単： 285，190，400円 計： 1，000，689，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 250円 � 110円 枠 連（3－4） 1，380円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 730円 �� 190円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 14，570円

票 数

単勝票数 計 617707 的中 � 130713（2番人気）
複勝票数 計 918488 的中 � 181036（2番人気）� 60641（5番人気）� 272120（1番人気）
枠連票数 計 212024 的中 （3－4） 11870（5番人気）
馬連票数 計1556296 的中 �� 42387（10番人気）
馬単票数 計 618148 的中 �� 10066（14番人気）
ワイド票数 計1062172 的中 �� 31971（9番人気）�� 177363（1番人気）�� 36966（7番人気）
3連複票数 計2170156 的中 ��� 85395（4番人気）
3連単票数 計2851904 的中 ��� 14189（33番人気）

ハロンタイム 7．1―11．8―11．9―13．8―13．6―12．3―12．2―12．1―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．9―30．8―44．6―58．2―1：10．5―1：22．7―1：34．8―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンスプレンダー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．28 京都1着

2016．2．26生 牡4黒鹿 母 メジロスプレンダー 母母 クライウィズジョイ 7戦3勝 賞金 43，925，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。

12142 5月31日 曇 良 （2京都3） 第12日 第10競走 ��1，400�
あづちじょう

安土城ステークス（Ｌ）
発走15時15分 （芝・右・外）

4歳以上，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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

24 エントシャイデン 牡5芦 55 川須 栄彦前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋ 61：21．3 18．0�

23 グランドロワ 牡6栗 54 酒井 学田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B500± 0 〃 クビ 57．7�
36 ボンセルヴィーソ 牡6栗 55 太宰 啓介名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 488＋ 81：21．4クビ 7．4�
11 アンコールプリュ 牝5黒鹿53 斎藤 新金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：21．5� 127．4�
59 ロードクエスト 牡7鹿 57 松若 風馬 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 470－ 2 〃 アタマ 20．1�
816 スマートオーディン 牡7黒鹿57 秋山真一郎大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 512＋ 8 〃 ハナ 17．5	
12 ロ ケ ッ ト 牝5栗 52 幸 英明ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 61：21．6クビ 5．6

35 ラ セ ッ ト 牡5鹿 54 加藤 祥太桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 502＋ 21：21．7� 9．1�
510 ドナウデルタ 牝4鹿 53 吉田 隼人 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448＋101：21．8� 8．4
713 アマルフィコースト 牝5黒鹿53 菱田 裕二 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 478＋ 81：22．01� 20．8�
612 エイシンデネブ 牝5鹿 53 古川 吉洋�栄進堂 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 430＋12 〃 クビ 40．7�
611 リバティハイツ 牝5鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 12．0�
815 ディアンドル 牝4黒鹿55 岩田 望来 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 490－ 41：22．31� 48．1�
817 プールヴィル 牝4鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 440－ 41：22．4� 4．9�
48 ランフォザローゼス 牡4鹿 55 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B504＋14 〃 クビ 23．4�
714� プリディカメント 牝5黒鹿52 川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋ 6 〃 クビ 10．1�
47 サフランハート 牡7鹿 53 亀田 温心海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 460＋ 41：22．93 423．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 89，465，400円 複勝： 134，339，000円 枠連： 47，459，700円
馬連： 282，757，200円 馬単： 80，890，200円 ワイド： 170，987，600円
3連複： 426，244，100円 3連単： 390，726，600円 計： 1，622，869，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 520円 � 1，360円 � 260円 枠 連（2－2） 40，240円

馬 連 �� 39，230円 馬 単 �� 72，300円

ワ イ ド �� 10，720円 �� 2，230円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 67，240円 3 連 単 ��� 553，270円

票 数

単勝票数 計 894654 的中 � 39758（9番人気）
複勝票数 計1343390 的中 � 66373（8番人気）� 22849（14番人気）� 156913（3番人気）
枠連票数 計 474597 的中 （2－2） 914（35番人気）
馬連票数 計2827572 的中 �� 5945（88番人気）
馬単票数 計 808902 的中 �� 839（179番人気）
ワイド票数 計1709876 的中 �� 4067（91番人気）�� 20032（30番人気）�� 9866（57番人気）
3連複票数 計4262441 的中 ��� 4754（220番人気）
3連単票数 計3907266 的中 ��� 512（1590番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．7―11．6―11．7―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．0―46．6―58．3―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エントシャイデン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．8．26 新潟1着

2015．4．21生 牡5芦 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 29戦5勝 賞金 105，643，000円
〔制裁〕 ロードクエスト号の騎手松若風馬は，決勝線手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：2番）

２レース目 ４レース目



12143 5月31日 曇 良 （2京都3） 第12日 第11競走 ��1，800�
し ら ゆ り

白百合ステークス（Ｌ）
発走16時05分 （芝・右・外）
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1，200万
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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000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
1：43．9
1：43．9

良
良

33 ヒ ュ ッ ゲ 牡3栗 56 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋101：48．9 3．8�

77 ショウナンハレルヤ 牝3鹿 54 丸山 元気国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 森永 聡 454± 01：49．0� 5．0�
88 ミスニューヨーク 牝3青鹿54 加藤 祥太�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 454＋ 61：49．1� 5．7�
66 メイショウボサツ 牡3青鹿56 藤岡 康太松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 470＋ 8 〃 クビ 6．5�
11 プライムフェイズ 牡3鹿 56 岩田 望来 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：49．41� 4．6	
44 エ ヒ ト 牡3鹿 56 蛯名 正義平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 456＋ 81：49．5クビ 5．8

22 イ ロ ゴ ト シ 牡3鹿 56 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 468－ 4 〃 クビ 17．5�
55 アジャストザルート 牡3鹿 56 幸 英明 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 486± 01：49．6� 46．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 94，967，500円 複勝： 95，486，600円 枠連： 発売なし
馬連： 194，381，100円 馬単： 72，094，200円 ワイド： 96，739，700円
3連複： 190，435，200円 3連単： 405，908，300円 計： 1，150，012，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 160円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 390円 �� 460円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 12，230円

票 数

単勝票数 計 949675 的中 � 198411（1番人気）
複勝票数 計 954866 的中 � 161993（2番人気）� 153605（3番人気）� 148548（4番人気）
馬連票数 計1943811 的中 �� 122162（3番人気）
馬単票数 計 720942 的中 �� 24330（3番人気）
ワイド票数 計 967397 的中 �� 65606（2番人気）�� 54104（6番人気）�� 45948（11番人気）
3連複票数 計1904352 的中 ��� 63906（12番人気）
3連単票数 計4059083 的中 ��� 24044（61番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．1―13．0―12．7―12．1―11．9―10．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．7―49．7―1：02．4―1：14．5―1：26．4―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．4
3 3，7（1，8）2（5，4）6 4 ・（3，7）8（1，4）2，5，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒ ュ ッ ゲ 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Sinndar デビュー 2019．10．6 京都6着

2017．3．10生 牡3栗 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life 5戦3勝 賞金 35，441，000円

12144 5月31日 曇 良 （2京都3） 第12日 第12競走 ��1，200�
す ざ く

朱雀ステークス
発走16時40分 （芝・右）

4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 ミッキースピリット 牡4鹿 57 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492－ 41：09．2 3．1�
47 バーニングペスカ 牡5鹿 57 丸山 元気山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 472－22 〃 アタマ 19．6�
59 ブリッツアウェイ 牝4黒鹿55 団野 大成吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 アタマ 58．3�
713 メモリーコロネット 牝5黒鹿55 蛯名 正義�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 456＋ 21：09．41 4．8�
24 ブライティアレディ 牝7青鹿55 秋山真一郎小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 440＋ 4 〃 クビ 8．4�
48 タイセイブレーク �6栗 57 藤岡 佑介田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 496± 01：09．5クビ 11．5	
611 コロラトゥーレ 牝6鹿 55 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 478－ 6 〃 クビ 193．8

36 コウエイダリア 牝6黒鹿55 富田 暁伊東 政清氏 新谷 功一 日高 浜本牧場 494－101：09．6� 22．3�
816 タマモメイトウ 牡4黒鹿57 古川 吉洋タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 488－ 21：09．7クビ 43．6�
714 スターリーステージ 牝5鹿 55 岩田 望来吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 10．7
23 レッドラウダ 牡7鹿 57 斎藤 新 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B522－161：09．8� 70．5�
612 ゲンキチハヤブサ �8栗 57 酒井 学荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 490－ 21：09．9クビ 150．7�
11 オールザゴー 牡6鹿 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 41：10．0� 13．6�
815 ショウナンタイガ 牡4鹿 57 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 488＋ 81：10．1� 14．0�
35 	 エムティアン 牝4青鹿55 菱田 裕二�門別牧場 
島 一歩 新ひだか 漆原 武男 460＋181：10．42 27．3�
510 ゼ セ ル 牡6鹿 57 城戸 義政ケーエスHD 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 B486－101：10．71� 10．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，731，600円 複勝： 114，226，800円 枠連： 46，785，100円
馬連： 251，543，800円 馬単： 82，210，400円 ワイド： 160，687，000円
3連複： 393，577，600円 3連単： 432，476，100円 計： 1，562，238，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 480円 � 1，740円 枠 連（1－4） 1，230円

馬 連 �� 4，910円 馬 単 �� 7，550円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 3，330円 �� 13，150円

3 連 複 ��� 73，330円 3 連 単 ��� 320，920円

票 数

単勝票数 計 807316 的中 � 202147（1番人気）
複勝票数 計1142268 的中 � 224489（1番人気）� 56357（9番人気）� 13567（14番人気）
枠連票数 計 467851 的中 （1－4） 29275（4番人気）
馬連票数 計2515438 的中 �� 42141（17番人気）
馬単票数 計 822104 的中 �� 8166（26番人気）
ワイド票数 計1606870 的中 �� 23638（21番人気）�� 12416（43番人気）�� 3098（89番人気）
3連複票数 計3935776 的中 ��� 4025（196番人気）
3連単票数 計4324761 的中 ��� 977（900番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．1―11．2―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．4―45．6―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキースピリット �
�
父 ディープインパクト �

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

2016．3．14生 牡4鹿 母 フリーティングスピリット 母母 Millennium Tale 17戦4勝 賞金 63，274，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 イサチルホープ号・インスピレーション号・ジュランビル号・スギノヴォルケーノ号・タイセイソニック号・

フェルトベルク号・メイショウカリン号



（2京都3）第12日 5月31日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177頭 本 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

255，970，000円
28，110，000円
1，800，000円
29，530，000円
75，252，500円
5，634，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
669，879，500円
999，672，600円
242，286，900円
1，605，550，200円
585，077，100円
1，081，074，100円
2，232，347，200円
2，636，291，900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 10，052，179，500円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回京都競馬第12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。



令和2年度 第3回京都競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，027頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

3，158，530，000円
55，720，000円
326，830，000円
23，871，000円
372，370，000円
6，000，000円
859，025，000円
58，780，500円
19，459，200円

勝馬投票券売得金
7，739，543，200円
11，157，499，700円
2，927，076，200円
16，527，170，500円
7，055，488，800円
11，569，708，100円
25，344，045，200円
33，431，289，200円
763，302，600円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 116，515，123，500円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 3回京都競馬は，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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