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12025 5月2日 晴 良 （2京都3） 第3日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時00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

24 エターナリー 牡3栗 56 幸 英明吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 446＋ 21：25．8 3．3�
714 サンライズミリオン �3黒鹿56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 518± 01：26．65 14．3�
23 レッドエランドール 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム B510－ 21：26．7� 4．6�
47 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 472－ 41：26．91� 77．8�
815 ヒ ロ イ ン 牝3鹿 54 和田 竜二寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 516 ―1：27．11 9．0�
12 ブレイヴサウンド 牡3栗 56 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 498± 0 〃 アタマ 14．9	
59 モズナガレボシ 牡3芦 56 川島 信二 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 476－ 4 〃 クビ 4．4

11 ルールシェーバー 牡3鹿 56 藤懸 貴志儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム 474＋ 41：27．52� 32．9�
48 ホワイトブレス 牝3芦 54 小牧 太浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 442＋ 41：27．71� 55．3�
510 ラボンダンス 牝3栗 54 C．ルメール�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 21：28．01� 6．2
612 カイザークリスエス 牡3青 56 国分 優作星加 浩一氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 548＋101：28．1� 374．3�
816 チ ャ ン チ キ 牝3黒鹿54 松若 風馬�G1レーシング 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 464＋ 81：28．52� 37．7�
36 ブルベアモル 牡3鹿 56 加藤 祥太 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 杵臼牧場 444－ 41：28．71� 220．5�
611 マリンディーヴァ 牝3黒鹿54 北村 友一一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 442－ 21：30．08 116．1�
713 レインボーバローズ 牡3鹿 56 坂井 瑠星猪熊 広次氏 松下 武士 新冠 新冠伊藤牧場 450＋ 41：30．53 215．7�
35 クルヴァグランデ 牡3栗 56 岩崎 翼玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 三木田 明仁 468± 01：31．35 349．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，402，600円 複勝： 73，082，700円 枠連： 15，018，100円
馬連： 70，123，100円 馬単： 32，419，500円 ワイド： 65，026，300円
3連複： 118，118，600円 3連単： 118，011，700円 計： 531，202，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 350円 � 170円 枠 連（2－7） 1，520円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 650円 �� 360円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 16，040円

票 数

単勝票数 計 394026 的中 � 92755（1番人気）
複勝票数 計 730827 的中 � 212063（1番人気）� 36417（7番人気）� 103650（3番人気）
枠連票数 計 150181 的中 （2－7） 7642（7番人気）
馬連票数 計 701231 的中 �� 29099（6番人気）
馬単票数 計 324195 的中 �� 7648（10番人気）
ワイド票数 計 650263 的中 �� 25242（5番人気）�� 50374（2番人気）�� 13737（12番人気）
3連複票数 計1181186 的中 ��� 30419（7番人気）
3連単票数 計1180117 的中 ��� 5334（43番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．4―13．0―12．6―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―35．6―48．6―1：01．2―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナリー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Tamayuz デビュー 2019．8．10 小倉8着

2017．3．26生 牡3栗 母 タ マ ユ ラ 母母 Laureldean Express 9戦1勝 賞金 18，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マリンディーヴァ号・クルヴァグランデ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

6月2日まで平地競走に出走できない。
レインボーバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月2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。
（非抽選馬） 1頭 ミンミンセレーナ号

12026 5月2日 晴 良 （2京都3） 第3日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時30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

815 ハギノアレグリアス 牡3鹿 56
55 ☆岩田 望来日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 岡田スタツド 472＋101：53．2 10．9�

11 � ベッサメモー 牝3鹿 54 武 豊吉田 和子氏 武 幸四郎 米
Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

514＋ 61：53．52 3．7�
612 シャープレシオ 牡3黒鹿56 C．ルメール 青山 洋一氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 472－ 21：54．67 3．2�
12 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＋ 41：54．81 48．2�
713 ウォーターモースト 牡3鹿 56 岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 厚真 大川牧場 448＋ 8 〃 クビ 35．0�
714 エ ヴ ァ ン 牡3鹿 56 藤井勘一郎�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 21：54．9クビ 7．8	
48 ア サ シ ン 牡3栗 56 国分 優作中村 忠彦氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494± 01：55．11� 52．2

510 スターペストニー 牡3芦 56 松田 大作河野和香子氏 千田 輝彦 浦河 村中牧場 B504＋ 21：55．2� 150．1�
24 シゲルガリレオ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 日高 若林 順一 456－ 41：55．3� 41．0�
36 グレイトムーン 牡3黒鹿56 小崎 綾也 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 千歳 社台ファーム 476＋121：55．4� 4．0
47 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 460 ―1：55．5� 110．7�
35 メイショウバンカン 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 440－ 21：56．03 15．6�
59 スティーヴン 牡3鹿 56 和田 竜二林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：56．95 43．4�
816 ソルトクリスタル 牡3鹿 56 太宰 啓介杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 広田牧場 480± 01：57．0クビ 194．8�
611 デジデーリョ 牡3鹿 56 酒井 学篠田くみ子氏 上村 洋行 新冠 上井農場 530＋181：57．21� 321．0�
23 ルヴァンダル 牡3鹿 56 荻野 極辻 高史氏 上村 洋行 新ひだか 矢野牧場 510 ―2：00．6大差 348．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，731，300円 複勝： 54，344，700円 枠連： 10，644，100円
馬連： 56，561，000円 馬単： 25，516，000円 ワイド： 51，348，300円
3連複： 84，249，800円 3連単： 82，960，000円 計： 404，355，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 280円 � 150円 � 140円 枠 連（1－8） 2，180円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 6，750円

ワ イ ド �� 840円 �� 810円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 24，850円

票 数

単勝票数 計 387313 的中 � 28328（5番人気）
複勝票数 計 543447 的中 � 36011（6番人気）� 105557（2番人気）� 122289（1番人気）
枠連票数 計 106441 的中 （1－8） 3775（9番人気）
馬連票数 計 565610 的中 �� 15364（11番人気）
馬単票数 計 255160 的中 �� 2834（25番人気）
ワイド票数 計 513483 的中 �� 14552（10番人気）�� 14996（9番人気）�� 53624（1番人気）
3連複票数 計 842498 的中 ��� 22927（6番人気）
3連単票数 計 829600 的中 ��� 2420（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．4―49．4―1：02．6―1：15．6―1：28．3―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハギノアレグリアス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2019．9．15 阪神6着

2017．4．27生 牡3鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ウォーターモースト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ウォーターモースト号は，令和2年5月3日から令和2年6月1日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルヴァンダル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月2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 カネコメノボル号・グレートバローズ号・ホウオウガルーダ号

第３回 京都競馬 第３日



12027 5月2日 晴 良 （2京都3） 第3日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走11時00分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

816 ク レ デ ン ザ 牝3芦 54 川田 将雅�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 440－ 21：21．9 3．8�
11 ポピュリズム 牝3鹿 54 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494 ―1：22．11� 22．6�
611 フ レ ー ヴ ォ 牝3栗 54 武 豊 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 416－ 81：22．52� 3．0�
24 メイショウゲンセン 牝3青鹿54 藤岡 康太松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 太陽牧場 440 ―1：22．6クビ 82．9�
47 メイショウミモザ 牝3芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 448＋14 〃 クビ 6．4�
817 ホッコーラプラス 牝3鹿 54 酒井 学北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 424＋141：22．7� 47．4	
714 ア ラ ビ カ 牝3鹿 54 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 平取 雅 牧場 426－ 61：22．8� 5．9

715 ヴェニュセマース 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 同着 7．2�
510 ダイアナマロン 牝3栗 54 幸 英明�駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 456＋261：23．01� 137．5
48 メイショウアサヒ 牝3鹿 54 北村 友一松本 好�氏 笹田 和秀 浦河 まるとみ冨岡牧場 464 ―1：23．1クビ 37．3�
612 ベルリオーズ 牝3栗 54 藤岡 佑介�須野牧場 藤岡 健一 新ひだか 前田ファーム 424＋ 4 〃 クビ 31．9�
36 ブルーアズール 牝3黒鹿54 坂井 瑠星飯田 正剛氏 石坂 公一 新ひだか 千代田牧場 428＋ 21：23．52� 86．3�
818 ニホンピロカフェ 牝3栗 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 426 ―1：23．81� 266．6�
59 ニホンピロレイア 牝3栗 54 岩崎 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 432－101：24．01� 447．7�
713 グランセニョリータ 牝3栗 54 竹之下智昭堀 祥子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 490 ― 〃 アタマ 83．4�
23 トレボウソレイユ 牝3黒鹿54 荻野 極松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 444± 01：24．53 158．3�
35 タガノアマルフィ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 416－ 6 〃 ハナ 69．6�

12 キュールエモモ 牝3青鹿54 川須 栄彦岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 466 ―1：25．67 306．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，395，200円 複勝： 54，630，500円 枠連： 12，205，500円
馬連： 61，560，400円 馬単： 26，596，300円 ワイド： 49，903，800円
3連複： 87，390，300円 3連単： 89，274，200円 計： 419，956，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 450円 � 130円 枠 連（1－8） 3，280円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 6，400円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 290円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 26，990円

票 数

単勝票数 計 383952 的中 � 80819（2番人気）
複勝票数 計 546305 的中 � 115854（2番人気）� 20206（7番人気）� 127084（1番人気）
枠連票数 計 122055 的中 （1－8） 2881（11番人気）
馬連票数 計 615604 的中 �� 11261（14番人気）
馬単票数 計 265963 的中 �� 3112（24番人気）
ワイド票数 計 499038 的中 �� 8455（14番人気）�� 52103（1番人気）�� 9790（13番人気）
3連複票数 計 873903 的中 ��� 19528（9番人気）
3連単票数 計 892742 的中 ��� 2398（76番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―11．9―11．7―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．4―47．3―59．0―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．6
3 ・（11，7）14（6，10，16）（13，17）4，15，8，12，1（9，18）3（2，5） 4 ・（11，7）（14，16）（6，10）17（4，13）15，8（1，12）－9（3，18）（2，5）

勝馬の
紹 介

ク レ デ ン ザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．11．2 京都2着

2017．4．19生 牝3芦 母 リープオブフェイス 母母 ラバヤデール 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 フレーヴォ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フレーヴォ号は，令和2年5月3日から令和2年5月24日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キュールエモモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月2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。
（非抽選馬） 1頭 ダブルアンコール号

12028 5月2日 晴 良 （2京都3） 第3日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時30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

45 エ ヒ ト 牡3鹿 56 M．デムーロ平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 448± 01：46．6 2．6�
68 シュルシャガナ 牡3芦 56 C．ルメール ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 434－ 21：46．81� 2．1�
69 サーストンシカゴ 牡3栗 56 和田 竜二齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 岡田牧場 510 ―1：47．43� 18．2�
22 アールウィザード 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 矢野牧場 488－ 21：47．61� 3．9�
56 デ ア 牝3鹿 54 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 412－ 21：48．13 47．4�
57 ラニーノーズ 牡3黒鹿56 国分 優作伊藤 良兵氏 坂口 智康 新ひだか 乾 皆雄 486－ 21：48．95 164．9	
710 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 428－ 41：49．11� 119．9

711 ヘルデンラウフ 牡3鹿 56 藤井勘一郎西尾誠一郎氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 476－ 81：49．2� 52．4�
44 メイショウノリムネ 牡3黒鹿56 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 486＋ 61：49．94 96．2�
33 メイショウサスライ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 斉藤英牧場 480－ 41：50．0クビ 85．5
812 キャプテンカーク 牡3芦 56 小崎 綾也佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B448＋ 41：50．1� 172．0�
813 ウェルビーイング 牝3鹿 54 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 樋渡 志尚 432－ 61：50．52� 194．9�
11 ホープウィーク 牡3黒鹿56 幸 英明石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 森 政巳 512± 01：50．71� 38．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，409，900円 複勝： 36，918，100円 枠連： 7，968，700円
馬連： 46，374，700円 馬単： 28，094，700円 ワイド： 34，240，800円
3連複： 76，060，100円 3連単： 112，266，500円 計： 374，333，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 110円 � 220円 枠 連（4－6） 250円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 160円 �� 560円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 324099 的中 � 96426（2番人気）
複勝票数 計 369181 的中 � 87202（2番人気）� 123563（1番人気）� 24656（4番人気）
枠連票数 計 79687 的中 （4－6） 24418（1番人気）
馬連票数 計 463747 的中 �� 126923（1番人気）
馬単票数 計 280947 的中 �� 37961（1番人気）
ワイド票数 計 342408 的中 �� 69425（1番人気）�� 13113（5番人気）�� 14249（4番人気）
3連複票数 計 760601 的中 ��� 52786（2番人気）
3連単票数 計1122665 的中 ��� 22682（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．0―47．2―59．7―1：11．7―1：23．6―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ヒ ト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．12 京都8着

2017．5．9生 牡3鹿 母 ヒ ー ラ 母母 セントフロンティア 4戦1勝 賞金 7，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホープウィーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月2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〕 キャプテンカーク号・ウェルビーイング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月2日まで

平地競走に出走できない。
※エヒト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12029 5月2日 晴 良 （2京都3） 第3日 第5競走 ��2，400�3歳未勝利
発走12時20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

55 ヒートオンビート 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 454＋ 22：27．0 1．6�
11 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 B504－ 62：27．1� 6．3�
44 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 408＋ 42：27．52� 55．5�
812 ストークダバノン 牡3栗 56 武 豊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 504± 02：27．71� 5．6�
33 ゴールデンゴール 牡3鹿 56 藤岡 佑介井高 義光氏 武 英智 新ひだか 井高牧場 B486－ 62：28．01� 9．8	
67 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 486＋ 42：28．32 35．8

22 � アランチャアミーゴ 牡3栗 56 坂井 瑠星早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe

Thoroughbreds B492－ 2 〃 アタマ 32．3�
68 キッズヒヤミカチ 牡3青鹿56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 472－ 82：28．4クビ 51．6
79 メイショウヨザクラ 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 490－10 〃 クビ 16．8�
710 スカイボルト 牡3栗 56 和田 竜二�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 438－ 42：28．5クビ 122．5�
56 ウォルフライエ 牡3鹿 56 荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 476＋ 4 〃 クビ 22．1�
811 マルカバージョン 牡3栗 56 幸 英明日下部 猛氏 松永 昌博 青森 ユーコー牧場 472－ 62：32．0大差 86．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，437，300円 複勝： 69，947，700円 枠連： 8，279，600円
馬連： 59，332，300円 馬単： 34，490，600円 ワイド： 48，016，100円
3連複： 86，530，800円 3連単： 140，721，800円 計： 485，756，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 820円 枠 連（1－5） 420円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，880円 �� 4，730円

3 連 複 ��� 8，600円 3 連 単 ��� 20，670円

票 数

単勝票数 計 384373 的中 � 182305（1番人気）
複勝票数 計 699477 的中 � 358305（1番人気）� 83836（2番人気）� 8841（10番人気）
枠連票数 計 82796 的中 （1－5） 15181（1番人気）
馬連票数 計 593323 的中 �� 108786（1番人気）
馬単票数 計 344906 的中 �� 48443（1番人気）
ワイド票数 計 480161 的中 �� 74282（1番人気）�� 5699（21番人気）�� 2207（39番人気）
3連複票数 計 865308 的中 ��� 7546（27番人気）
3連単票数 計1407218 的中 ��� 4934（67番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．7―13．1―13．0―13．1―13．1―12．7―11．8―11．8―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―24．0―35．7―48．8―1：01．8―1：14．9―1：28．0―1：40．7―1：52．5―2：04．3―2：15．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒートオンビート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．12．15 阪神2着

2017．3．24生 牡3鹿 母 マルセリーナ 母母 マ ル バ イ ユ 5戦1勝 賞金 10，410，000円
※ウォルフライエ号・スカイボルト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12030 5月2日 晴 良 （2京都3） 第3日 第6競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走12時55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
1：47．8
1：47．6

重
重

47 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－ 61：51．5 6．6�
816 マテンロウスパーク 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 498－ 41：51．71� 10．3�
36 アルコレーヌ 牝3栃栗54 C．ルメール �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：52．12� 4．0�
713 ロンドンデリーエア 牡3栗 56 武 豊 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 452－ 21：52．84 7．1�
48 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿56 幸 英明大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 466－ 41：52．9クビ 58．3	
24 モンサンイルベント 牡3鹿 56 坂井 瑠星山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 492－121：53．21� 17．7

612� エイシンアメンラー 牡3栗 56

55 ☆岩田 望来�栄進堂 野中 賢二 米 Team Block 488＋ 21：53．3� 15．7�
510 メイショウドヒョウ 牡3栗 56 松田 大作松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 478± 01：54．04 4．9�
11 ロードグリュック 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 21：54．1� 12．2
59 ア グ ロ ウ 牝3黒鹿54 田中 健吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 416－ 81：54．31 142．0�
815 バ カ ラ 牡3栗 56 浜中 俊ケーエスHD 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 B538－ 21：54．72� 17．6�
23 エイシンワルツ 牝3鹿 54 和田 竜二�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 428－ 41：55．55 154．5�
714 キャルブルー 牡3黒鹿56 川島 信二里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 510± 0 〃 ハナ 59．7�
35 � アブルハウル 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 米 Teruya

Yoshida 486－ 61：55．71 10．5�
611 セルファース 牡3黒鹿56 藤井勘一郎水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 B522－ 21：56．76 126．8�
12 マイネルクライマー 牡3鹿 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 三石川上牧場 488± 01：56．8クビ 155．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，799，200円 複勝： 76，058，500円 枠連： 16，211，500円
馬連： 83，735，900円 馬単： 32，231，800円 ワイド： 75，322，900円
3連複： 140，586，600円 3連単： 127，702，000円 計： 603，648，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 320円 � 180円 枠 連（4－8） 1，600円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 770円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 6，280円 3 連 単 ��� 39，290円

票 数

単勝票数 計 517992 的中 � 62172（3番人気）
複勝票数 計 760585 的中 � 81211（4番人気）� 53008（6番人気）� 130804（1番人気）
枠連票数 計 162115 的中 （4－8） 7812（5番人気）
馬連票数 計 837359 的中 �� 20013（13番人気）
馬単票数 計 322318 的中 �� 4255（19番人気）
ワイド票数 計 753229 的中 �� 16439（12番人気）�� 25808（3番人気）�� 15827（14番人気）
3連複票数 計1405866 的中 ��� 16789（14番人気）
3連単票数 計1277020 的中 ��� 2356（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．5―36．4―49．2―1：02．1―1：14．9―1：27．1―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ダイメイコリーダ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 スパイキュール デビュー 2019．7．13 中京6着

2017．4．30生 牡3栗 母 ミラクルフラッグ 母母 ポイントフラッグ 8戦2勝 賞金 20，047，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セルファース号・マイネルクライマー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月

2日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 イルミネーター号・ヴィブラント号・シュテルクスト号・ジョーコレット号



12031 5月2日 晴 良 （2京都3） 第3日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右・外）（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
1：31．3
1：30．3

良
良

812 グッドレイズ 牡4栗 57
56 ☆岩田 望来杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 498＋ 41：33．1 9．8�

710 ダノンフォーチュン 牡5鹿 57 川田 将雅�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 528－ 61：33．31 3．2�
711� ミッドサマーハウス 牝4青 55 藤岡 康太ゴドルフィン �島 一歩 英 Godolphin 468＋ 2 〃 クビ 3．0�
813 ダノンシティ 牡4鹿 57 松若 風馬�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 482－ 21：33．62 8．3�
45 � 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 420－ 61：33．7クビ 23．0�
68 ギンコイエレジー 牝5黒鹿 55

52 ▲泉谷 楓真 	フジワラ・ファーム 南井 克巳 新冠 有限会社 大
作ステーブル 476－ 61：34．02 28．9


44 フィールドドウサン 牡5黒鹿57 横山 典弘地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 B540＋20 〃 ハナ 45．1�
56 スペースクラフト �4芦 57 浜中 俊 	社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム B486± 01：34．1	 9．2�
11 アリストライン 牝5黒鹿55 坂井 瑠星 	キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 486＋141：34．2クビ 84．1
33 
 シーシャンティ 牡5鹿 57 幸 英明谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 492＋ 21：34．3� 9．3�
22 タニノミステリー �5黒鹿57 和田 竜二谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 432± 0 〃 クビ 29．8�
69 
 ディーププリモ 牡4鹿 57 北村 友一ライオンレースホース� 飯田 雄三 登別 登別上水牧場 476＋121：34．62 38．0�
57 トレミエール 牝4鹿 55 酒井 学�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 81：38．5大差 128．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，888，300円 複勝： 53，870，200円 枠連： 14，408，400円
馬連： 68，675，300円 馬単： 29，310，700円 ワイド： 55，587，900円
3連複： 97，744，000円 3連単： 115，329，900円 計： 472，814，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 180円 � 130円 � 130円 枠 連（7－8） 310円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 420円 �� 430円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 10，180円

票 数

単勝票数 計 378883 的中 � 30633（6番人気）
複勝票数 計 538702 的中 � 63034（3番人気）� 114103（2番人気）� 121835（1番人気）
枠連票数 計 144084 的中 （7－8） 34945（1番人気）
馬連票数 計 686753 的中 �� 40989（4番人気）
馬単票数 計 293107 的中 �� 6139（13番人気）
ワイド票数 計 555879 的中 �� 31475（3番人気）�� 30720（4番人気）�� 65144（1番人気）
3連複票数 計 977440 的中 ��� 68901（2番人気）
3連単票数 計1153299 的中 ��� 8206（20番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―11．5―11．3―11．7―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．5―46．0―57．3―1：09．0―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドレイズ �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．7．15 中京4着

2016．2．24生 牡4栗 母 ディアテイスティー 母母 エヌティミラクル 22戦2勝 賞金 41，761，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トレミエール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月2日まで平地競走に

出走できない。

12032 5月2日 晴 良 （2京都3） 第3日 第8競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走13時55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
1：09．0
1：08．7

不良
重

48 ノンライセンス 牝4黒鹿55 松田 大作�桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 454± 01：12．1 2．3�
12 サトノゲイル 牡5青鹿57 幸 英明 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 478＋ 21：12．31 9．9�
59 レッドランサー 牡5黒鹿57 中井 裕二 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 B466＋ 61：12．4� 27．2�
23 パラーティウム 牝4黒鹿55 武 豊 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 2 〃 クビ 5．7�
714 レッドシャーロット 牝5鹿 55

54 ☆岩田 望来 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 468± 01：12．61� 7．0	
36 オンリーワンスター 牝7鹿 55 岩崎 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 460－ 21：12．81� 34．6

815 スターペスマリア 牝6栗 55 国分 優作河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 498－ 41：13．01 35．7�
35 タマモサザンクロス 牡6黒鹿57 酒井 学タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 476＋ 2 〃 ハナ 12．1�
611 ミッキーマインド 牡5鹿 57 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 474－ 81：13．1� 28．9
510 リ ガ ス 牡6芦 57

54 ▲泉谷 楓真 �カナヤマホール
ディングス 坂口 智康 日高 新井 昭二 508＋ 21：13．31� 63．0�

713	 カ ミ ノ コ 牡5青鹿57 小牧 太門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-
ter Farm 470－ 4 〃 ハナ 9．9�

24 ノボリレーヴ 牝5鹿 55 池添 謙一原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 450± 01：13．51� 22．9�
11 ナムラムート 牡6栗 57 国分 恭介奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 504－ 61：13．71 79．5�
816
 ライブリテックス 牡5青鹿57 小崎 綾也加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 B516± 01：13．8� 229．4�
612 ヤマニンブルーベル 牝4芦 55 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 B478＋121：15．39 158．2�
47 ミルメルシー 牝4鹿 55 坂井 瑠星市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 468＋101：17．7大差 53．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，053，700円 複勝： 69，665，900円 枠連： 15，848，200円
馬連： 85，031，200円 馬単： 33，079，800円 ワイド： 69，098，600円
3連複： 125，157，700円 3連単： 130，301，600円 計： 571，236，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 260円 � 470円 枠 連（1－4） 1，310円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，250円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 8，190円 3 連 単 ��� 30，040円

票 数

単勝票数 計 430537 的中 � 144959（1番人気）
複勝票数 計 696659 的中 � 155778（1番人気）� 65426（4番人気）� 29887（8番人気）
枠連票数 計 158482 的中 （1－4） 9306（5番人気）
馬連票数 計 850312 的中 �� 41943（4番人気）
馬単票数 計 330798 的中 �� 10331（6番人気）
ワイド票数 計 690986 的中 �� 29398（4番人気）�� 14067（14番人気）�� 6155（31番人気）
3連複票数 計1251577 的中 ��� 11457（24番人気）
3連単票数 計1303016 的中 ��� 3144（76番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―12．2―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．0―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノンライセンス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2019．3．9 中京4着

2016．4．7生 牝4黒鹿 母 サマーリガード 母母 リーガルジョイ 8戦3勝 賞金 33，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミルメルシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月2日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ガンケン号・ショウナンパンサー号・タイガーアチーヴ号・モハー号



12033 5月2日 晴 良 （2京都3） 第3日 第9競走 2，200�
や ぐ る ま

矢 車 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．7

良
良

66 ソフトフルート 牝3黒鹿54 川田 将雅ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466＋ 22：13．3 3．3�

810 ア カ イ イ ト 牝3青鹿54 C．ルメール 岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 492＋ 42：13．4� 3．3�
11 アンサンブル 牝3青鹿54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 462－ 62：13．71� 4．4�
55 キムケンドリーム 牝3鹿 54 幸 英明木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 444＋ 82：14．01� 14．8�
33 アルテフィーチェ 牝3鹿 54 武 豊 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438＋ 22：14．42� 4．6	
44 ラヴィンフォール 牝3青鹿54 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：14．61� 11．4

89 スピリトゥス 牝3黒鹿54 松田 大作�桑田牧場 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 396－ 4 〃 クビ 43．2�
77 アイスヴィスタ 牝3芦 54 岩田 望来村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 454± 02：15．45 145．8�
22 エールヴィオレ 牝3栗 54 松若 風馬佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 430－10 〃 ハナ 99．5
78 ナイトオブレディ 牝3黒鹿54 荻野 極 �シルクレーシング 庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 22：16．25 47．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 58，776，600円 複勝： 67，428，600円 枠連： 11，035，000円
馬連： 95，226，700円 馬単： 44，050，700円 ワイド： 60，975，000円
3連複： 122，086，900円 3連単： 192，907，900円 計： 652，487，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 120円 � 130円 枠 連（6－8） 590円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 240円 �� 270円 �� 280円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 3，110円

票 数

単勝票数 計 587766 的中 � 142348（1番人気）
複勝票数 計 674286 的中 � 139475（2番人気）� 147148（1番人気）� 120852（3番人気）
枠連票数 計 110350 的中 （6－8） 14290（1番人気）
馬連票数 計 952267 的中 �� 132380（1番人気）
馬単票数 計 440507 的中 �� 32696（1番人気）
ワイド票数 計 609750 的中 �� 67398（1番人気）�� 57714（2番人気）�� 52677（3番人気）
3連複票数 計1220869 的中 ��� 139286（1番人気）
3連単票数 計1929079 的中 ��� 44856（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．1―12．5―13．0―13．0―13．1―12．1―11．8―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．1―35．2―47．7―1：00．7―1：13．7―1：26．8―1：38．9―1：50．7―2：01．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．4
1
3
5，8（1，4）（2，7）（6，9）10，3
5，8（1，2）（6，4）3（9，10）7

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

勝馬の
紹 介

ソフトフルート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．10．13 京都4着

2017．3．8生 牝3黒鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song 7戦2勝 賞金 20，074，000円

12034 5月2日 晴 良 （2京都3） 第3日 第10競走 ��2，000�
しもがも

下鴨ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．4．27以降2．4．26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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

812 ヒンドゥタイムズ 牡4鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464－ 42：00．0 2．7�
56 サンレイポケット 牡5黒鹿55 荻野 極永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 474－ 22：00．21� 9．9�
711 サマーセント 牝4黒鹿52 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452± 0 〃 クビ 12．9�
22 ドリームソルジャー 牡6栗 54 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 486＋ 42：00．3� 33．6�

813 モアナアネラ 牝4黒鹿52 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432＋122：00．4� 10．3	
69 グレースゼット 牝4芦 52 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 504＋ 42：00．5クビ 47．6

33 � ペ ガ ー ズ 牡6鹿 54 川須 栄彦 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 494－ 2 〃 アタマ 77．5�
68 ウォーターパルフェ 牡5鹿 54 武 豊山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 486＋ 4 〃 クビ 8．1�
44 ミヤビパーフェクト 	4鹿 56 C．ルメール 村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 472＋ 42：00．6クビ 3．0
11 スズカルパン 牡11鹿 51 泉谷 楓真永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 474－102：01．13 168．9�
57 バイオレントブロー 	5黒鹿55 中谷 雄太 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 476＋ 22：01．31 29．4�
710 マイハートビート 牡5鹿 56 和田 竜二三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 454－ 42：01．4� 55．1�
45 チャチャチャ 牝4栗 52 松若 風馬ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 438－ 42：02．57 27．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 66，942，400円 複勝： 89，516，100円 枠連： 21，056，600円
馬連： 134，126，100円 馬単： 53，772，800円 ワイド： 94，271，900円
3連複： 197，062，200円 3連単： 235，618，700円 計： 892，366，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 230円 � 270円 枠 連（5－8） 720円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 470円 �� 610円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 14，440円

票 数

単勝票数 計 669424 的中 � 195777（1番人気）
複勝票数 計 895161 的中 � 253865（1番人気）� 85188（4番人気）� 65465（6番人気）
枠連票数 計 210566 的中 （5－8） 22632（2番人気）
馬連票数 計1341261 的中 �� 81257（4番人気）
馬単票数 計 537728 的中 �� 21523（5番人気）
ワイド票数 計 942719 的中 �� 54794（3番人気）�� 40211（6番人気）�� 14353（17番人気）
3連複票数 計1970622 的中 ��� 34180（13番人気）
3連単票数 計2356187 的中 ��� 11822（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．1―36．9―49．8―1：02．6―1：14．8―1：26．4―1：37．7―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．2―3F33．6
1
3
9－11－（1，5）（4，12）3，13－6－8，10（2，7）・（9，11）7（1，4，13）（5，12）10（8，3）6，2

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

勝馬の
紹 介

ヒンドゥタイムズ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．12．2 阪神1着

2016．4．4生 牡4鹿 母 マハーバーラタ 母母 マ ハ ー ブ 9戦4勝 賞金 78，725，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



12035 5月2日 晴 良 （2京都3） 第3日 第11競走 ��1，200�
てんのうざん

天王山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：09．0
1：08．7

不良
重

714 サクセスエナジー 牡6黒鹿59 和田 竜二髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 540± 01：10．2 5．4�
510 シ ュ ウ ジ 牡7鹿 59 C．ルメール 安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 504± 01：10．73 8．0�
47 ヴァニラアイス 牝4鹿 54 幸 英明�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 81：10．8� 9．0�
59 スズカコーズライン 牡6鹿 58 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 516－ 81：11．01� 4．8�
12 ハ ッ ト ラ ブ 牝6鹿 54 横山 典弘服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482－ 41：11．21� 22．6�
36 ホウショウナウ 牡5栗 57 武 豊芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 518± 01：11．3クビ 2．7	
23 ヨ シ オ 牡7鹿 57 M．デムーロ岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484± 01：11．51� 53．7

35 ヒロブレイブ 牡7鹿 56 松田 大作石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 486－ 21：11．6クビ 120．6�
48 バ イ ラ 牡5鹿 56 岩田 望来ケーエスHD 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 512＋ 2 〃 クビ 21．6�
815 スナークライデン 牡6芦 56 国分 恭介杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 480± 01：11．7	 41．3
612 ルッジェーロ 
5黒鹿56 浜中 俊村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 510－ 61：12．01	 28．5�
611 タ テ ヤ マ 牡6栗 57 松若 風馬小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 474－ 2 〃 クビ 21．0�
24 フュージョンロック 牡6栗 56 藤井勘一郎金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 498± 01：12．42� 75．5�
713 プレスティージオ 牡7栗 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 486± 0 〃 クビ 90．6�
11 メイショウワダイコ 牡8鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 550＋201：12．61� 121．9�

（15頭）
816� モンペルデュ 牝4鹿 55 藤岡 佑介吉田 和子氏 松永 幹夫 米

Bluewater Sales,
LLC & Three
Diamonds Farm

― （出走取消）

売 得 金
単勝： 76，935，800円 複勝： 110，446，100円 枠連： 41，911，000円
馬連： 245，439，200円 馬単： 84，204，200円 ワイド： 142，432，500円
3連複： 396，343，500円 3連単： 436，649，500円 計： 1，534，361，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 250円 � 270円 枠 連（5－7） 810円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，130円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 8，640円 3 連 単 ��� 43，560円

票 数

単勝票数 差引計 769358（返還計 3731） 的中 � 113534（3番人気）
複勝票数 差引計1104461（返還計 1959） 的中 � 134459（3番人気）� 113831（4番人気）� 104960（5番人気）
枠連票数 差引計 419110（返還計 57） 的中 （5－7） 39907（2番人気）
馬連票数 差引計2454392（返還計 17238） 的中 �� 76734（9番人気）
馬単票数 差引計 842042（返還計 6822） 的中 �� 13969（16番人気）
ワイド票数 差引計1424325（返還計 8189） 的中 �� 43710（8番人気）�� 32253（11番人気）�� 27857（13番人気）
3連複票数 差引計3963435（返還計 49160） 的中 ��� 34392（29番人気）
3連単票数 差引計4366495（返還計 68982） 的中 ��� 7267（134番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．3―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―34．6―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセスエナジー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．4．1 阪神6着

2014．4．11生 牡6黒鹿 母 サクセスアイニー 母母 アワーミスレッグス 16戦6勝 賞金 112，026，000円
［他本会外：10戦3勝］

〔出走取消〕 モンペルデュ号は，疾病〔感冒〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トゥラヴェスーラ号

12036 5月2日 晴 良 （2京都3） 第3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

815 ケイアイパープル 牡4鹿 57 藤岡 康太亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 502＋ 41：52．0 10．1�
714 ペ ガ サ ス 牡4青鹿57 武 豊中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 452－ 41：52．1� 6．1�
35 スズカフロンティア 牡6鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 438＋ 61：52．42 26．7�
713 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 480＋ 21：52．5� 2．5�
24 モダスオペランディ 牡4鹿 57 和田 竜二ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516± 01：52．6� 4．3�
48 � フ ワ ト ロ 牝5鹿 55 M．デムーロ佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 490＋141：52．7� 17．2�
12 メ ス キ ー タ 牡4鹿 57 坂井 瑠星岡 浩二氏 新谷 功一 浦河 大柳ファーム 510－10 〃 ハナ 41．7	
47 モ ン オ ー ル 牝4栗 55 松若 風馬吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 74．5

612 タマモサンシーロ 牡4鹿 57 太宰 啓介タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 502－12 〃 ハナ 20．5�
36 テーオーダンケルク 牡4栗 57 C．ルメール 小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 482± 01：52．8� 15．4
59 � コンボルブルス 牡4黒鹿 57

54 ▲泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 430＋ 61：53．65 31．8�
611 アロマティカス 牡6鹿 57 城戸 義政山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B460－ 81：53．81� 275．5�
510	 ベストマイウェイ 牡5鹿 57 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

532－121：53．9クビ 82．4�
11 マイネルブロッケン 牡6青鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B440－ 4 〃 クビ 15．5�
23 ブルレジーナ 牝5栗 55 小崎 綾也髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 448－ 61：55．7大差 101．2�
816 ジョースターライト 牡7青鹿57 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B472－ 21：56．01� 178．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，290，000円 複勝： 88，916，700円 枠連： 31，924，400円
馬連： 148，286，900円 馬単： 53，565，100円 ワイド： 107，642，000円
3連複： 228，059，600円 3連単： 249，025，000円 計： 983，709，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 360円 � 230円 � 460円 枠 連（7－8） 1，170円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 2，180円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 12，510円 3 連 単 ��� 59，900円

票 数

単勝票数 計 762900 的中 � 60240（4番人気）
複勝票数 計 889167 的中 � 62415（5番人気）� 116340（3番人気）� 45491（7番人気）
枠連票数 計 319244 的中 （7－8） 21011（5番人気）
馬連票数 計1482869 的中 �� 42124（8番人気）
馬単票数 計 535651 的中 �� 7231（16番人気）
ワイド票数 計1076420 的中 �� 27544（8番人気）�� 12501（26番人気）�� 14405（21番人気）
3連複票数 計2280596 的中 ��� 13672（41番人気）
3連単票数 計2490250 的中 ��� 3014（171番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．8―12．9―12．9―12．4―12．4―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．3―49．2―1：02．1―1：14．5―1：26．9―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

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 9戦3勝 賞金 32，643，000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。
（非抽選馬） 8頭 インターセクション号・クリノカポネ号・サンティーニ号・シンコーメグチャン号・トモノコテツ号・

ネクストムーブ号・ブルーコンパクタ号・ホウオウライジン号



（2京都3）第3日 5月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

214，120，000円
5，620，000円
26，020，000円
1，250，000円
24，820，000円
71，927，500円
4，785，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
599，062，300円
844，825，800円
206，511，100円
1，154，472，800円
477，332，200円
853，866，100円
1，759，390，100円
2，030，768，800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 7，926，229，200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3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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