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12085 5月17日 曇 不良 （2京都3） 第8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

24 アールウェルス 牡3栗 56 浜中 俊前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B528＋ 21：12．1 2．8�
35 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 470－ 81：12．2� 77．7�
611 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 452－ 6 〃 アタマ 16．0�
713 スナークレジスト 牡3鹿 56 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 高昭牧場 500＋141：12．41� 7．6�
714 ペイシャノリッジ 牝3鹿 54 藤岡 康太北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 418－ 61：12．72 3．2�
11 デ ロ リ ス 牝3青鹿54 坂井 瑠星栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 424＋ 21：12．8クビ 27．9	
48 ニホンピロブケーラ 牡3青 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 484＋101：13．01� 120．2

815 モ ズ ア ス カ 牡3栗 56 小崎 綾也 �キャピタル・システム 小崎 憲 浦河 谷川牧場 504＋ 21：13．21 48．7�
23 モズセカイイサン 牝3鹿 54 幸 英明 �キャピタル・システム 飯田 祐史 新冠 秋田牧場 486＋ 2 〃 クビ 89．1�
47 エ ラ シ コ 牡3鹿 56 国分 恭介今村 明浩氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 526－ 21：13．3� 78．8
612 コ ン ウ ィ 牡3鹿 56 藤懸 貴志中村 祐子氏 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 448＋ 81：13．4� 10．1�
510 サンドジョーカー 牡3鹿 56 北村 友一 �YGGホースクラブ 高橋 康之 日高 船越牧場 500± 0 〃 ハナ 9．7�
816 アンティークブーケ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 平山牧場 404＋101：13．5� 122．4�
12 マルグレーテ 牝3鹿 54 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 浦河 谷川牧場 448 ―1：14．77 17．0�
36 ザ ナ イ ツ 牡3青鹿56 太宰 啓介竹下 浩一氏 上村 洋行 新冠 福本 次雄 510＋101：14．9� 56．6�
59 グリントビート 牡3鹿 56 荻野 琢真�ターフ・スポート寺島 良 浦河 中島牧場 490 ―1：17．3大差 61．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，897，400円 複勝： 35，238，000円 枠連： 9，635，900円
馬連： 46，043，000円 馬単： 19，761，200円 ワイド： 37，956，300円
3連複： 75，099，900円 3連単： 75，401，400円 計： 324，033，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 1，330円 � 400円 枠 連（2－3） 5，180円

馬 連 �� 14，530円 馬 単 �� 19，270円

ワ イ ド �� 4，280円 �� 930円 �� 9，590円

3 連 複 ��� 52，290円 3 連 単 ��� 207，850円

票 数

単勝票数 計 248974 的中 � 69515（1番人気）
複勝票数 計 352380 的中 � 90675（1番人気）� 5042（12番人気）� 19526（6番人気）
枠連票数 計 96359 的中 （2－3） 1439（15番人気）
馬連票数 計 460430 的中 �� 2455（31番人気）
馬単票数 計 197612 的中 �� 769（53番人気）
ワイド票数 計 379563 的中 �� 2243（35番人気）�� 11040（8番人気）�� 991（64番人気）
3連複票数 計 750999 的中 ��� 1077（117番人気）
3連単票数 計 754014 的中 ��� 263（469番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．3―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．7―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アールウェルス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2019．10．5 東京2着

2017．4．23生 牡3栗 母 ア シ ェ ラ フ 母母 Cinnamon Sugar 7戦1勝 賞金 11，900，000円
〔発走状況〕 サンドジョーカー号は，馬場入場後に右後肢落鉄。発走時刻4分遅延。

グリントビート号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリントビート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月17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 イサチルキンノホシ号・シゲルガリレオ号・マーティンヒル号・マーブルレディー号

12086 5月17日 曇 不良 （2京都3） 第8日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時20分 （ダート・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
1：47．8
1：47．6

重
重

811 ジョウショーリード 牝3黒鹿54 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 456－ 61：52．3 4．7�
810 ウインオリヴィア 牝3栗 54 松若 風馬�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 21：52．51 11．5�
11 ウォーターラーテル 牝3栗 54 藤岡 康太山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 492± 01：53．13� 1．5�
66 ワンダーシンシア 牝3鹿 54 城戸 義政山本 能成氏 斉藤 崇史 浦河 秋場牧場 412＋ 21：53．31� 131．5�
33 メイジュシンワ 牝3鹿 54 �島 克駿荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 464＋ 4 〃 クビ 7．2�
79 ルシアンバレエ 牝3鹿 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 日高 豊洋牧場 434－ 21：53．4クビ 22．6	
78 ウインアマルフィ 牝3栗 54 藤井勘一郎�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 454± 01：53．5� 37．6

44 ブルーアズール 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真飯田 正剛氏 石坂 公一 新ひだか 千代田牧場 420－ 81：54．14 40．6�
67 イコロチャン 牝3青鹿54 国分 優作�谷岡牧場 坂口 智康 新ひだか 谷岡牧場 418 ―1：56．0大差 58．7
55 ナスタチューム 牝3栗 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 笹田 和秀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 21：56．32 29．4�
22 ニホンピロファーズ 牝3鹿 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 488 ―1：58．8大差 108．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，397，000円 複勝： 60，297，500円 枠連： 8，015，600円
馬連： 38，891，300円 馬単： 25，408，000円 ワイド： 30，895，800円
3連複： 59，198，600円 3連単： 106，724，300円 計： 358，828，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 200円 � 110円 枠 連（8－8） 2，020円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 470円 �� 160円 �� 350円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 8，610円

票 数

単勝票数 計 293970 的中 � 49167（2番人気）
複勝票数 計 602975 的中 � 65408（2番人気）� 29793（4番人気）� 370893（1番人気）
枠連票数 計 80156 的中 （8－8） 3061（6番人気）
馬連票数 計 388913 的中 �� 14943（6番人気）
馬単票数 計 254080 的中 �� 4906（12番人気）
ワイド票数 計 308958 的中 �� 14034（6番人気）�� 61121（1番人気）�� 19813（4番人気）
3連複票数 計 591986 的中 ��� 55968（2番人気）
3連単票数 計1067243 的中 ��� 8978（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．6―49．1―1：01．7―1：14．2―1：27．0―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジョウショーリード �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．8．11 小倉13着

2017．4．27生 牝3黒鹿 母 パ シ テ ィ ア 母母 ソルティーレディー 9戦1勝 賞金 10，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時25分に変更。
〔制裁〕 ウインアマルフィ号の騎手藤井勘一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロファーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月17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〕 ナスタチューム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月17日まで平地競走に出走でき

ない。

第３回 京都競馬 第８日



12087 5月17日 曇 重 （2京都3） 第8日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走10時50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
1：06．7
1：06．5

良
良

713 エレヴァート 牝3黒鹿54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 432± 01：09．4 3．3�
11 メイショウミモザ 牝3芦 54 藤岡 佑介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 446－ 21：09．61 7．2�
36 カーテンコール 牝3栗 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 466± 01：09．7� 6．0�
48 ナオミエキスプレス 牝3青鹿54 浜中 俊塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 414＋ 61：10．12� 165．8�
714 スノーテーラー 牝3芦 54 坂井 瑠星中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 440－ 21：10．2クビ 18．6�
12 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 422－ 4 〃 クビ 171．1	
23 ゴープラチナム 牝3芦 54

51 ▲泉谷 楓真前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 岡田スタツド 428＋10 〃 アタマ 18．4

24 エールヴィフ 牝3鹿 54 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 492－101：10．3クビ 2．7�
816 ニホンピロリーズン 牡3鹿 56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 466－ 61：10．4� 57．8�
611 エイシンマホロバ 牝3栗 54 小崎 綾也�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 土田 扶美子 B424－101：10．93 87．2
47 ダイアナマロン 牝3栗 54 秋山真一郎�駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 454－ 21：11．0� 99．9�
612 ディキシーグロウ 牝3青鹿54 �島 克駿窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 410－ 21：11．21� 270．3�
510 ジュンジュン 牡3黒鹿56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 480± 01：11．51� 26．1�
59 ブライティアフジ 牝3鹿 54 北村 友一小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 474－ 4 〃 ハナ 21．3�
35 オルフェスタイル 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希�信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 384－ 61：11．81� 270．6�
815 ラインエンジェル 牝3栗 54 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 456－ 21：12．33 36．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，758，900円 複勝： 45，913，100円 枠連： 9，124，200円
馬連： 51，891，100円 馬単： 23，937，200円 ワイド： 42，187，600円
3連複： 77，334，000円 3連単： 86，795，000円 計： 370，941，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 160円 � 170円 枠 連（1－7） 1，120円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 490円 �� 400円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 10，220円

票 数

単勝票数 計 337589 的中 � 81023（2番人気）
複勝票数 計 459131 的中 � 87813（2番人気）� 70456（3番人気）� 66392（4番人気）
枠連票数 計 91242 的中 （1－7） 6274（5番人気）
馬連票数 計 518911 的中 �� 30034（5番人気）
馬単票数 計 239372 的中 �� 8082（8番人気）
ワイド票数 計 421876 的中 �� 21954（5番人気）�� 28129（4番人気）�� 16568（6番人気）
3連複票数 計 773340 的中 ��� 27081（4番人気）
3連単票数 計 867950 的中 ��� 6153（21番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．7―46．1―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレヴァート �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2019．10．14 京都11着

2017．4．12生 牝3黒鹿 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔制裁〕 ナオミエキスプレス号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 ディキシーグロウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月17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 タガノヴィアトゥル号

12088 5月17日 晴 重 （2京都3） 第8日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

55 レッドレビン 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B496＋ 61：52．3 3．7�
811 ルベルアージ 牡3黒鹿56 藤岡 康太前田 幸治氏 武 幸四郎 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 41：52．51 3．1�
812 ク レ ア ー レ 牡3鹿 56 藤井勘一郎池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 464＋ 61：52．6� 11．7�
11 エムテイフラッシュ 牡3青鹿56 幸 英明谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 480± 01：53．02� 3．8�
79 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 488－ 21：53．21� 13．6�
56 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 436＋ 8 〃 クビ 114．6	
710 チ ェ ー ロ 牡3黒鹿56 太宰 啓介東海林貴大氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 478－ 81：53．51� 32．6

22 テイエムキンシャ 牡3黒鹿56 酒井 学竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 512± 0 〃 クビ 40．0�
67 ヘルデンラウフ 牡3鹿 56 �島 良太西尾誠一郎氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 476± 01：53．6� 119．2�
68 シ ェ ノ ン 牡3鹿 56 坂井 瑠星�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 466－ 41：54．02� 14．4
44 テーオープラトン 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 むかわ 上水牧場 510＋ 2 〃 クビ 9．8�
33 シゲルアマノガワ 牡3栗 56 �島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 山田牧場 586＋341：57．0大差 159．7�
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売 得 金
単勝： 32，024，900円 複勝： 41，796，500円 枠連： 7，408，000円
馬連： 51，937，400円 馬単： 24，166，300円 ワイド： 38，367，000円
3連複： 72，533，300円 3連単： 90，737，400円 計： 358，970，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 150円 � 310円 枠 連（5－8） 530円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 320円 �� 770円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 10，170円

票 数

単勝票数 計 320249 的中 � 68422（2番人気）
複勝票数 計 417965 的中 � 91776（1番人気）� 76774（3番人気）� 25139（6番人気）
枠連票数 計 74080 的中 （5－8） 10804（2番人気）
馬連票数 計 519374 的中 �� 54922（2番人気）
馬単票数 計 241663 的中 �� 12158（5番人気）
ワイド票数 計 383670 的中 �� 33389（2番人気）�� 12066（9番人気）�� 11965（10番人気）
3連複票数 計 725333 的中 ��� 22143（7番人気）
3連単票数 計 907374 的中 ��� 6466（18番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．8―12．2―12．1―12．0―12．7―13．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．6―48．8―1：00．9―1：12．9―1：25．6―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．4
1
3
・（3，4，8）11（6，12）（9，10）7（2，5）－1・（10，5）（4，11）8，9－（3，6，12，1）7－2

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

勝馬の
紹 介

レッドレビン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．8．11 札幌2着

2017．5．6生 牡3鹿 母 リ メ レ ン ス 母母 Nijinsky’s Lover 8戦1勝 賞金 11，490，000円
〔3走成績による出走制限〕 シェノン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月17日まで平地競走に出走できない。



12089 5月17日 晴 稍重 （2京都3） 第8日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時10分 （芝・右）

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

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

810 ケイアイコブラ 牡3鹿 56 松若 風馬亀田 和弘氏 平田 修 新ひだか 松田牧場 460－ 42：04．1 7．4�
79 � サマーエモーション 牝3鹿 54 小崎 綾也ゴドルフィン 大久保龍志 英 Godolphin B434＋ 62：04．2� 10．0�
33 アンストッパブル 牡3鹿 56 酒井 学吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 辻 牧場 470± 0 〃 クビ 5．7�
55 エボカシオン 牡3黒鹿56 幸 英明森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 520＋142：04．73 18．6�
811 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 482－ 42：04．8� 63．6�
67 ワイワイキング 牡3鹿 56 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 476－ 62：05．22 9．1	
11 ロ ル ベ ー ア 牡3鹿 56 太宰 啓介 
社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 452－ 42：05．52 17．6�
66 サトノレガシー 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：05．6� 1．7�
78 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± 02：05．7クビ 46．7
22 アイファーサイアン 牡3鹿 56 藤井勘一郎中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 398－132：06．02 214．8�
44 ヤッホーペペ �3鹿 56 川須 栄彦廣崎利洋HD� 河内 洋 平取 株式会社

ASK STUD 440 ―2：06．42� 112．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 33，376，100円 複勝： 46，900，300円 枠連： 7，655，100円
馬連： 47，135，900円 馬単： 27，905，700円 ワイド： 39，733，200円
3連複： 66，533，800円 3連単： 115，322，800円 計： 384，562，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 230円 � 190円 枠 連（7－8） 1，710円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 6，390円

ワ イ ド �� 950円 �� 620円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 28，030円

票 数

単勝票数 計 333761 的中 � 35759（3番人気）
複勝票数 計 469003 的中 � 58417（3番人気）� 51367（5番人気）� 68245（2番人気）
枠連票数 計 76551 的中 （7－8） 3461（8番人気）
馬連票数 計 471359 的中 �� 12416（12番人気）
馬単票数 計 279057 的中 �� 3271（23番人気）
ワイド票数 計 397332 的中 �� 10485（12番人気）�� 16604（6番人気）�� 15318（8番人気）
3連複票数 計 665338 的中 ��� 12502（15番人気）
3連単票数 計1153228 的中 ��� 2982（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．5―38．4―51．5―1：04．4―1：17．2―1：29．5―1：41．2―1：52．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイコブラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．17 京都3着

2017．2．27生 牡3鹿 母 ケイアイエレガント 母母 ポストパレード 5戦1勝 賞金 8，160，000円

12090 5月17日 晴 稍重 （2京都3） 第8日 第6競走 1，600�3歳1勝クラス
発走12時45分 （芝・右）（500万円以下）

牝；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
1：32．2
1：30．3

良
良

79 ゴールドティア 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B456± 01：34．6 8．1�
22 ク ラ ヴ ェ ル 牝3青鹿54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 430＋ 81：34．92 8．6�
56 テイエムフローラ 牝3黒鹿54 松若 風馬竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 天羽牧場 438± 01：35．21� 16．8�
811 ヒメノカリス 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 434＋ 4 〃 クビ 1．9�
44 マルカエイペックス 牝3黒鹿54 藤岡 康太日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 422－ 81：35．3クビ 11．2�
812 ダンツガゼール 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 460＋101：35．4� 78．0	
68 グレースオブナイル 牝3鹿 54 �島 克駿 
グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 432－ 41：35．5� 27．3�
55 アークフリゲート 牝3黒鹿54 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム 428－ 41：35．6クビ 84．6�
11 ブラックヒューマー 牝3黒鹿54 浜中 俊ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 41：35．7� 46．5
33 ハクサンチコチャン 牝3鹿 54 藤井勘一郎河﨑 五市氏 清水 久詞 浦河 谷口牧場 474＋20 〃 ハナ 78．5�
710 セウラサーリ 牝3鹿 54 幸 英明
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＋ 21：36．76 4．0�
67 モズブリリアント 牝3鹿 54 国分 恭介 
キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 谷川牧場 472＋101：37．01� 225．8�
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売 得 金
単勝： 44，075，100円 複勝： 53，490，400円 枠連： 9，476，300円
馬連： 65，205，600円 馬単： 33，792，500円 ワイド： 48，221，900円
3連複： 90，430，700円 3連単： 137，388，300円 計： 482，080，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 280円 � 380円 � 400円 枠 連（2－7） 1，370円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，360円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 11，120円 3 連 単 ��� 58，860円

票 数

単勝票数 計 440751 的中 � 43293（3番人気）
複勝票数 計 534904 的中 � 54160（3番人気）� 36066（5番人気）� 34177（6番人気）
枠連票数 計 94763 的中 （2－7） 5343（6番人気）
馬連票数 計 652056 的中 �� 18176（10番人気）
馬単票数 計 337925 的中 �� 4485（21番人気）
ワイド票数 計 482219 的中 �� 13351（12番人気）�� 9081（16番人気）�� 7434（18番人気）
3連複票数 計 904307 的中 ��� 6097（35番人気）
3連単票数 計1373883 的中 ��� 1692（169番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．2―12．1―11．9―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．8―47．0―59．1―1：11．0―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドティア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．7．20 中京6着

2017．3．27生 牝3鹿 母 ヒストリックスター 母母 ベ ガ 5戦2勝 賞金 14，828，000円



12091 5月17日 晴 重 （2京都3） 第8日 第7競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．6

重
重

56 メイショウソテツ 牡4青 57 幸 英明松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 B514－ 21：50．2 2．7�
710 キングリスティア 牡4青 57 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 514＋ 21：50．51� 7．9�
22 ヤマニンスプレモ 牡4青鹿57 太宰 啓介土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 466＋ 21：50．92� 95．6�
45 マテラサンオウ 牡4黒鹿57 坂井 瑠星大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 446－ 2 〃 ハナ 13．4�
813 ヒミノブルー 牡4青鹿57 秋山真一郎佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 522－ 41：51．0クビ 2．9�
33 � 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 566－ 81：51．32 200．7�
57 � フェブタイズ 牡4鹿 57 	島 克駿釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 518＋ 81：51．4� 20．7	
68 オ ー マ オ 牡4栗 57 藤岡 康太吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 クビ 7．8

69 セブンティサン 牝4鹿 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 438＋101：51．5� 38．7�
812 サンレイファイト 牡4栗 57 城戸 義政永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 472＋ 2 〃 ハナ 14．5�
11 ブルベアパンサー 牡6栗 57 藤井勘一郎 ブルアンドベア 石坂 公一 新ひだか 三石川上牧場 B490＋101：51．6クビ 29．1�
44 ブルベアジネンジョ 牡5栗 57 酒井 学 ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B474－ 4 〃 クビ 131．5�
711 メイショウゴテツ 牡7青鹿 57

54 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 486－ 41：52．34 38．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，355，700円 複勝： 45，774，200円 枠連： 11，084，700円
馬連： 61，794，400円 馬単： 28，061，500円 ワイド： 50，514，600円
3連複： 89，747，500円 3連単： 106，158，500円 計： 427，491，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 280円 � 1，080円 枠 連（5－7） 1，050円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 610円 �� 3，550円 �� 11，210円

3 連 複 ��� 39，820円 3 連 単 ��� 127，000円

票 数

単勝票数 計 343557 的中 � 98465（1番人気）
複勝票数 計 457742 的中 � 99209（2番人気）� 39494（5番人気）� 8268（11番人気）
枠連票数 計 110847 的中 （5－7） 8132（5番人気）
馬連票数 計 617944 的中 �� 34468（5番人気）
馬単票数 計 280615 的中 �� 8615（6番人気）
ワイド票数 計 505146 的中 �� 23123（6番人気）�� 3545（30番人気）�� 1107（56番人気）
3連複票数 計 897475 的中 ��� 1690（92番人気）
3連単票数 計1061585 的中 ��� 606（323番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―36．0―48．5―1：01．2―1：13．4―1：25．7―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
11，1，6－9，2，7，5（3，8，13）10－（4，12）・（11，1）6（2，9）（5，13）（8，7）10，4，3，12

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

勝馬の
紹 介

メイショウソテツ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．9．2 小倉9着

2016．3．4生 牡4青 母 メイショウナナボシ 母母 スプレッドウィング 13戦2勝 賞金 24，402，000円

12092 5月17日 晴 稍重 （2京都3） 第8日 第8競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・右）（500万円以下）

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

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

77 カズマークセン 牡4鹿 57 浜中 俊合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 追分ファーム 504＋ 22：03．2 3．0�
22 ペプチドオーキッド 牡5鹿 57 藤岡 佑介沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 484－102：03．41� 3．1�
66 � スズカローレル 牝5鹿 55

52 ▲泉谷 楓真永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 414＋ 22：03．71� 21．2�
55 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 B502＋ 22：04．44 23．8�
44 メイショウカスガ 牝4栗 55 幸 英明松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 466－ 42：04．61	 7．6�
88 � カズマッカレン 
4鹿 57 藤井勘一郎合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 428－ 22：04．7クビ 38．9	
11 メイショウクライム 
4鹿 57 太宰 啓介松本 好
氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム B438－102：05．44 7．7�
33 アドマイヤリーブラ 牡4栗 57 北村 友一近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－ 42：06．25 6．5�
89 ショウサンシルエラ 牝4栗 55 川須 栄彦鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 490＋142：09．6大差 12．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，653，300円 複勝： 34，893，700円 枠連： 7，948，200円
馬連： 54，158，800円 馬単： 26，342，300円 ワイド： 35，589，800円
3連複： 69，203，800円 3連単： 114，736，500円 計： 372，526，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 130円 � 300円 枠 連（2－7） 530円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 250円 �� 940円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 8，950円

票 数

単勝票数 計 296533 的中 � 77024（1番人気）
複勝票数 計 348937 的中 � 79005（2番人気）� 79918（1番人気）� 19862（7番人気）
枠連票数 計 79482 的中 （2－7） 11460（1番人気）
馬連票数 計 541588 的中 �� 80612（1番人気）
馬単票数 計 263423 的中 �� 17727（2番人気）
ワイド票数 計 355898 的中 �� 41632（1番人気）�� 8761（16番人気）�� 12841（9番人気）
3連複票数 計 692038 的中 ��� 22200（7番人気）
3連単票数 計1147365 的中 ��� 9284（23番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．8―12．4―12．9―12．7―12．7―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―34．6―46．4―58．8―1：11．7―1：24．4―1：37．1―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．8
1
3
9，2，5＝3，4，6，7，1－8・（9，2，5）－（3，4）7－（6，1）＝8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カズマークセン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Crocker Road デビュー 2018．10．27 京都4着

2016．1．31生 牡4鹿 母 ディヴィナプレシオーサ 母母 Hecate 11戦2勝 賞金 23，410，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウサンシルエラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月17日まで平地

競走に出走できない。



12093 5月17日 晴 稍重 （2京都3） 第8日 第9競走 ��2，400�
し ら か わ

白 川 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）

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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

22 レオビヨンド 牡4鹿 57 幸 英明�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 478± 02：27．6 2．0�
66 ディバインフォース 牡4鹿 57 藤岡 康太吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 454± 02：28．45 3．2�
88 ヴ ァ イ ザ ー 牡5黒鹿57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 464＋ 62：28．5� 6．0�
11 ジョウショームード 牡4黒鹿57 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 438－ 22：28．6� 30．7�
44 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 516＋ 22：28．7� 116．6	
33 ムーンレイカー 牡5鹿 57 �島 克駿門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 482± 02：29．01� 36．2

55 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－ 42：29．1� 134．5�
77 イ ベ リ ア 牡5黒鹿57 浜中 俊森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 504＋ 22：29．42 7．7�
89 キングフォルテ 牡5鹿 57 川須 栄彦平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 532＋ 22：30．46 14．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，236，600円 複勝： 38，350，700円 枠連： 8，647，700円
馬連： 62，462，600円 馬単： 36，333，200円 ワイド： 39，281，500円
3連複： 81，117，100円 3連単： 179，471，700円 計： 485，901，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（2－6） 340円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 160円 �� 190円 �� 280円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，250円

票 数

単勝票数 計 402366 的中 � 160550（1番人気）
複勝票数 計 383507 的中 � 158165（1番人気）� 68149（2番人気）� 46665（3番人気）
枠連票数 計 86477 的中 （2－6） 19304（1番人気）
馬連票数 計 624626 的中 �� 140258（1番人気）
馬単票数 計 363332 的中 �� 53920（1番人気）
ワイド票数 計 392815 的中 �� 70769（1番人気）�� 52548（2番人気）�� 30063（4番人気）
3連複票数 計 811171 的中 ��� 134965（1番人気）
3連単票数 計1794717 的中 ��� 103421（1番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―11．8―13．0―12．9―12．4―12．7―12．8―12．4―12．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．2―23．7―35．5―48．5―1：01．4―1：13．8―1：26．5―1：39．3―1：51．7―2：04．0―2：15．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9
1
3
・（3，7）9－（5，2）－4－8（1，6）・（3，7）（2，9）－5，4－（1，8）6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レオビヨンド �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2018．7．8 中京8着

2016．3．31生 牡4鹿 母 ワタシマッテルワ 母母 パントミーマ 20戦3勝 賞金 47，766，000円

12094 5月17日 晴 稍重 （2京都3） 第8日 第10競走 ��1，400�
とげつきょう

渡月橋ステークス
発走14時50分 （芝・右・外）

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

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

46 アンリミット 牝5青鹿55 城戸 義政前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 490＋161：21．7 11．9�
35 スイーズドリームス 牡6鹿 57 浜中 俊大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 516＋ 61：22．01� 7．7�
58 ジュランビル 牝4黒鹿55 �島 克駿村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 468－ 41：22．21� 9．9�
11 コンパウンダー 牡5黒鹿57 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 454－ 2 〃 ハナ 19．0�
610 インスピレーション 牡5黒鹿57 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 494± 0 〃 クビ 13．4�
34 フォックスクリーク 牡5黒鹿57 坂井 瑠星金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム B482－ 61：22．41� 7．2	
59 アクアミラビリス 牝4鹿 55 藤岡 佑介 
社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 424＋ 61：22．61� 4．8�
47 タマモメイトウ 牡4黒鹿57 秋山真一郎タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 490＋ 6 〃 ハナ 38．5�
22 デスティニーソング 牝6鹿 55 小崎 綾也 �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 464＋ 41：22．7	 142．9
23 スピリットワンベル 牡5鹿 57 国分 恭介鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 532± 01：22．8クビ 42．9�
815 シトラスノート 牝4鹿 55 北村 友一吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448－ 21：23．01� 6．0�
713 メリーメーキング 牡4黒鹿57 藤井勘一郎前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464－ 41：23．21� 65．7�
814 トウカイオラージュ 牡4栗 57 松若 風馬内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 478＋ 6 〃 同着 10．7�
712 オールザゴー 牡6鹿 57 川須 栄彦 
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 508± 01：23．3	 9．1�
611 ナムラムツゴロー 牡5栗 57 �島 良太奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 494－ 8 〃 クビ 37．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，615，100円 複勝： 73，086，200円 枠連： 27，190，700円
馬連： 136，973，400円 馬単： 46，563，400円 ワイド： 87，835，100円
3連複： 205，949，300円 3連単： 200，962，800円 計： 826，176，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 380円 � 250円 � 290円 枠 連（3－4） 2，180円

馬 連 �� 5，130円 馬 単 �� 11，160円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，740円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 14，400円 3 連 単 ��� 96，680円

票 数

単勝票数 計 476151 的中 � 31837（8番人気）
複勝票数 計 730862 的中 � 47380（8番人気）� 81353（3番人気）� 66186（5番人気）
枠連票数 計 271907 的中 （3－4） 9666（10番人気）
馬連票数 計1369734 的中 �� 20668（29番人気）
馬単票数 計 465634 的中 �� 3129（62番人気）
ワイド票数 計 878351 的中 �� 12478（32番人気）�� 12952（30番人気）�� 16589（17番人気）
3連複票数 計2059493 的中 ��� 10726（59番人気）
3連単票数 計2009628 的中 ��� 1507（430番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．4―11．6―11．5―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―34．9―46．5―58．0―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンリミット �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．3．18 中京2着

2015．4．9生 牝5青鹿 母 リミッターブレイク 母母 トロフィーポイント 15戦4勝 賞金 73，982，000円

１レース目



12095 5月17日 晴 重 （2京都3） 第8日 第11競走 ��1，400�
りっとう

栗東ステークス（Ｌ）
発走15時30分 （ダート・右）

4歳以上，1．5．11以降2．5．10まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
栗東市長賞（1着）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：21．7
1：20．3

重
不良

23 サクセスエナジー 牡6黒鹿58 酒井 学髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 542＋ 21：21．9 2．7�
36 レピアーウィット 牡5栗 55 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 548＋ 21：22．0� 7．5�
815 ファッショニスタ 牝6鹿 55 �島 克駿ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504＋ 8 〃 クビ 4．6�
714 ア ー ド ラ ー 牡6鹿 56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482± 01：22．31� 16．9�
510 タマモカトレア 牝5鹿 51 藤懸 貴志タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 486＋ 81：22．51� 87．1�
611 ジョルジュサンク 牡7栗 53 川須 栄彦 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 528＋ 8 〃 ハナ 235．2	
47 マルカソレイユ 牝6栗 52 幸 英明日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 482＋ 41：22．71 22．7

713 ドライヴナイト �7黒鹿55 太宰 啓介桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 520－ 6 〃 アタマ 47．5�
35 ダノンフェイス 牡7黒鹿57 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 542± 01：22．8クビ 10．3�
11 ド リ ュ ウ 牡5栗 55 坂井 瑠星ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 442－10 〃 クビ 13．8�
612 サ ン グ ラ ス 牡9青鹿55 藤井勘一郎玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B516＋ 61：22．9クビ 105．8�
12 ヨ シ オ 牡7鹿 56 小牧 太岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486＋ 2 〃 クビ 108．1�
816 ヒ ザ ク リ ゲ 牝5栗 53 高倉 稜手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 450＋ 61：23．11	 129．9�
24 ダイメイフジ 牡6鹿 57 秋山真一郎宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 532＋ 21：23．2� 8．3�
48 ドンフォルティス 牡5栗 55 藤岡 佑介山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 B500－181：23．94 18．2�
59 メイショウアリソン 牡6黒鹿54 川島 信二松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 504± 01：24．0� 33．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，627，900円 複勝： 98，652，500円 枠連： 46，160，900円
馬連： 237，046，300円 馬単： 84，495，400円 ワイド： 134，729，100円
3連複： 370，491，800円 3連単： 423，689，500円 計： 1，469，893，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 220円 � 160円 枠 連（2－3） 490円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 520円 �� 330円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 8，780円

票 数

単勝票数 計 746279 的中 � 217581（1番人気）
複勝票数 計 986525 的中 � 247337（1番人気）� 91734（3番人気）� 150865（2番人気）
枠連票数 計 461609 的中 （2－3） 72542（1番人気）
馬連票数 計2370463 的中 �� 147402（3番人気）
馬単票数 計 844954 的中 �� 32498（5番人気）
ワイド票数 計1347291 的中 �� 65099（4番人気）�� 113108（1番人気）�� 37599（7番人気）
3連複票数 計3704918 的中 ��� 117786（3番人気）
3連単票数 計4236895 的中 ��� 34976（7番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．4―11．7―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―33．8―45．2―56．9―1：09．1

コーナー
通過順位

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

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 17戦7勝 賞金 135，376，000円
［他本会外：10戦3勝］

〔制裁〕 ジョルジュサンク号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金70，000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 トゥザクラウン号・ニホンピロタイド号・バイラ号・ヒロブレイブ号・ブラックジョー号・プロディガルサン号

12096 5月17日 晴 重 （2京都3） 第8日 第12競走 ��1，200�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
1：09．0
1：08．7

不良
重

24 � フィールシュパース �5栗 57 国分 優作�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Sierra Farm 544＋ 81：10．2 12．7�
816 ゴッドバンブルビー 牝4栗 55 藤岡 佑介中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 464＋ 61：10．3� 11．8�
35 サンライズカラマ 牡6栗 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B502＋ 2 〃 クビ 7．4�
36 アッティーヴォ 牡6栗 57 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 476＋ 81：10．4クビ 6．3�
815 ロ ン ス 牝5芦 55 酒井 学熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470－ 41：10．5	 29．9�
47 イ メ ル 牡4黒鹿57 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 500＋26 〃 アタマ 6．9	
48 タイセイビルダー 牡4栗 57 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B514＋ 4 〃 アタマ 3．5

23 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 476－ 21：10．82 6．1�
713 テーオーソルジャー 牡9栗 57

54 ▲泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 490－ 61：11．0� 135．2�
611 アグネスエーデル 牡8鹿 57 小崎 綾也渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 526－ 61：11．21
 15．7
12 パワフルヒロコ 牝6黒鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 456＋ 61：11．3� 66．5�
714� メイショウヒボタン 牝6栗 55 国分 恭介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 454＋ 21：11．4	 84．1�
510 アスカノダイチ 牡4栗 57 �島 克駿豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 524＋ 2 〃 アタマ 25．1�
59 クインズマラクータ 牡6栗 57 藤懸 貴志亀田 和弘氏 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 B518＋10 〃 クビ 87．8�
11 タイガーアチーヴ 牡4鹿 57 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 �川 啓一 466－ 41：12．25 74．6�
612 サンライズフルメン 牡5栗 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 下河辺牧場 B490－ 61：12．41
 64．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，535，700円 複勝： 104，297，200円 枠連： 38，809，600円
馬連： 178，621，600円 馬単： 64，155，300円 ワイド： 119，510，500円
3連複： 280，218，900円 3連単： 312，588，200円 計： 1，164，737，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 440円 � 330円 � 270円 枠 連（2－8） 2，160円

馬 連 �� 8，410円 馬 単 �� 17，140円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 1，870円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 20，910円 3 連 単 ��� 131，530円

票 数

単勝票数 計 665357 的中 � 41634（7番人気）
複勝票数 計1042972 的中 � 57248（8番人気）� 83261（6番人気）� 108536（4番人気）
枠連票数 計 388096 的中 （2－8） 13876（8番人気）
馬連票数 計1786216 的中 �� 16441（30番人気）
馬単票数 計 641553 的中 �� 2806（61番人気）
ワイド票数 計1195105 的中 �� 11226（30番人気）�� 16506（24番人気）�� 20306（18番人気）
3連複票数 計2802189 的中 ��� 10049（69番人気）
3連単票数 計3125882 的中 ��� 1723（414番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．5―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．2―45．7―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 2（4，7，8）（3，6，12）（1，5，10，14）15（9，13，11，16） 4 ・（2，4，7，8）（3，6）12（5，14）（1，10，15）（11，16）（9，13）

勝馬の
紹 介

�フィールシュパース �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2017．6．11 東京13着

2015．4．26生 �5栗 母 Mighty Renee 母母 Margy 10戦2勝 賞金 25，433，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 1頭 デンコウハピネス号
（非抽選馬） 2頭 サンビショップ号・ビッグデータ号

４レース目



（2京都3）第8日 5月17日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 156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

218，970，000円
8，130，000円
25，800，000円
1，240，000円
25，390，000円
66，543，500円
4，290，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
490，553，700円
678，690，300円
191，156，900円
1，032，161，400円
440，922，000円
704，822，400円
1，537，858，700円
1，949，976，400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 7，026，141，800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8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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