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12073 5月16日 雨 稍重 （2京都3） 第7日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走9時55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
1：21．7
1：20．3

重
不良

59 リ ノ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444＋101：24．8 3．2�

24 グッドラックスター 牝3青鹿54 藤岡 康太�嶋 孝司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 448＋ 61：25．01� 4．4�
36 ヒ ロ イ ン 牝3鹿 54 藤井勘一郎寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 514－ 2 〃 ハナ 4．7�
35 フィナールショコラ 牝3黒鹿54 幸 英明吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 410－ 81：25．1クビ 17．4�
510 タマモカガヤキ 牝3黒鹿54 川島 信二タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 452＋ 61：25．2� 10．8�
611 ヒ ボ ン 牝3鹿 54 松若 風馬木部 厳生氏 �島 一歩 日高 木部ファーム 486＋101：25．41� 13．8	
815 アマデトワール 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 4 〃 ハナ 67．3

714 モレキュール 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 442＋12 〃 クビ 32．0�
612 バトルピアサー 牝3鹿 54 城戸 義政�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 408＋101：25．5クビ 137．8
11 サイレントスウープ 牝3黒鹿54 秋山真一郎ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 21：25．92� 32．1�
47 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 430－ 61：26．32� 76．6�
12 ア ヴ ェ イ ル 牝3黒鹿54 北村 友一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448－ 41：26．72� 8．1�
48 サンブリテニア 牝3栗 54 太宰 啓介 �YGGホースクラブ 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 446＋101：27．44 101．4�
23 フォールクヴァング 牝3鹿 54 坂井 瑠星�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：27．5� 120．7�
713 ジ ェ ッ タ ー 牝3栗 54 小崎 綾也鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 小葉松 幸雄 426＋ 61：28．13� 306．7�
816 ステラアルバ 牝3芦 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B452＋161：28．2� 21．8�
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売 得 金
単勝： 20，285，600円 複勝： 37，201，700円 枠連： 8，237，100円
馬連： 45，915，200円 馬単： 19，840，000円 ワイド： 39，829，900円
3連複： 78，875，400円 3連単： 76，769，000円 計： 326，953，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 130円 � 170円 枠 連（2－5） 510円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 230円 �� 380円 �� 450円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 4，420円

票 数

単勝票数 計 202856 的中 � 49812（1番人気）
複勝票数 計 372017 的中 � 85218（1番人気）� 77474（2番人気）� 47131（3番人気）
枠連票数 計 82371 的中 （2－5） 12445（1番人気）
馬連票数 計 459152 的中 �� 59190（1番人気）
馬単票数 計 198400 的中 �� 13112（1番人気）
ワイド票数 計 398299 的中 �� 49299（1番人気）�� 25517（2番人気）�� 20640（5番人気）
3連複票数 計 788754 的中 ��� 59936（1番人気）
3連単票数 計 767690 的中 ��� 12571（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．6―46．6―59．1―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ノ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．9．16 阪神3着

2017．3．28生 牝3鹿 母 キングベイビー 母母 シネマスコープ 6戦1勝 賞金 10，950，000円
〔制裁〕 タマモカガヤキ号の騎手川島信二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番）

12074 5月16日 雨 稍重 （2京都3） 第7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

11 パイプライナー 牡3芦 56 松若 風馬 �CHEVAL AT-
TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 510± 01：52．4 6．3�

33 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 474＋101：52．93 40．0�
67 シンゼンウイング 牡3黒鹿56 小崎 綾也原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 484＋ 6 〃 アタマ 33．2�
68 � ベッサメモー 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 和子氏 武 幸四郎 米

Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

516＋ 21：53．0� 1．4�
55 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 448＋ 81：53．1� 17．8�
22 スティーヴン 牡3鹿 56 高倉 稜林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 478－ 21：53．2� 173．0	
811 クリノターハイ 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 永村 侑 488＋ 21：53．3� 17．2

812 ケ イ マ ー ダ 牡3栗 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476－ 41：54．04 14．4�
56 ゴールドクレスト 牡3黒鹿56 藤井勘一郎ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 21：54．1� 35．1�
710 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 ―1：54．3� 96．7
44 ブレイヴサウンド 牡3栗 56 藤岡 佑介 �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 502＋ 4 〃 ハナ 8．4�
79 ク サ ナ ギ �3栗 56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 中尾 秀正 浦河 カナイシスタッド 464－ 61：54．72� 126．2�
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売 得 金
単勝： 25，588，800円 複勝： 89，125，100円 枠連： 7，613，900円
馬連： 39，274，200円 馬単： 27，274，800円 ワイド： 35，496，400円
3連複： 57，294，400円 3連単： 103，828，000円 計： 385，495，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 420円 � 1，870円 � 1，850円 枠 連（1－3） 14，110円

馬 連 �� 9，040円 馬 単 �� 14，060円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，780円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 48，880円 3 連 単 ��� 229，490円

票 数

単勝票数 計 255888 的中 � 32070（2番人気）
複勝票数 計 891251 的中 � 62431（2番人気）� 11929（8番人気）� 12120（7番人気）
枠連票数 計 76139 的中 （1－3） 418（20番人気）
馬連票数 計 392742 的中 �� 3364（19番人気）
馬単票数 計 272748 的中 �� 1454（33番人気）
ワイド票数 計 354964 的中 �� 4340（18番人気）�� 5204（17番人気）�� 2429（29番人気）
3連複票数 計 572944 的中 ��� 879（74番人気）
3連単票数 計1038280 的中 ��� 328（332番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―13．0―13．1―12．7―12．3―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．7―49．8―1：02．5―1：14．8―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4F49．9―3F37．6
1
3
・（1，7）8（4，5）（2，9）12，11，3，10－6
1（7，8）（2，4，5）12（3，9）11，10－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パイプライナー �
�
父 サムライハート �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．9．22 阪神11着

2017．4．13生 牡3芦 母 ケージーナデシコ 母母 ナポレオンオオミネ 5戦1勝 賞金 8，370，000円
〔3走成績による出走制限〕 ゴールドクレスト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月16日まで平地競走に出走でき

ない。

第３回 京都競馬 第７日

追 加 記 事（第 3回京都競馬第 3日第 2競走）
〔その他〕　　ルヴァンダル号は，競走中に疾病〔右中間手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



12075 5月16日 雨 稍重 （2京都3） 第7日 第3競走 2，000�3歳未勝利
発走10時55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
1：56．8
1：56．1

良
良

47 アトリビュート 牝3鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：03．5 3．2�
713 ヴィオリーナ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 62：03．6� 3．6�
46 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＋ 42：04．02� 47．1�
59 ウィズダイヤモンズ 牝3鹿 54 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 400± 0 〃 アタマ 14．1�
34 ペプチドヒミコ 牝3栗 54 幸 英明沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 456＋ 2 〃 ハナ 4．8	
22 ヤマニンイリス 牝3鹿 54 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 430－ 4 〃 クビ 148．2

11 ウ ル ス ラ 牝3栗 54 藤岡 康太 �社台レースホース吉岡 辰弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B402± 02：04．21 22．1�
58 ノーブルプリンセス 牝3鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 折手牧場 446－ 42：04．73 47．0�
815 ダノンルミナ 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 486－122：04．91� 28．4
611 シンフェイス 牝3青鹿54 秋山真一郎 STレーシング 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 450± 02：05．32� 7．6�
35 ルリマツリムーン 牝3鹿 54 加藤 祥太�イクタ 庄野 靖志 新冠 村本牧場 466－ 42：05．51� 283．9�
23 ルナソルガール 牝3黒鹿54 �島 克駿合同会社雅苑興業 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 496－ 22：05．6� 33．4�
712 ノ ヴ ァ エ ラ 牝3鹿 54 小崎 綾也 �ローレルレーシング 新谷 功一 新冠 松浦牧場 422＋ 82：05．91� 85．8�
814 ナ ツ キ 牝3黒鹿54 城戸 義政西村 清子氏 清水 久詞 新ひだか グローリーファーム 426＋ 62：06．0クビ 383．0�
610 バブリースノー 牝3芦 54 松若 風馬 �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 456－ 2 〃 ハナ 11．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，754，000円 複勝： 48，430，700円 枠連： 9，558，500円
馬連： 63，028，700円 馬単： 26，430，400円 ワイド： 46，742，300円
3連複： 90，924，100円 3連単： 96，503，400円 計： 415，372，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 160円 � 720円 枠 連（4－7） 610円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，990円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 19，550円

票 数

単勝票数 計 337540 的中 � 83313（1番人気）
複勝票数 計 484307 的中 � 102448（1番人気）� 86542（2番人気）� 11719（11番人気）
枠連票数 計 95585 的中 （4－7） 12135（1番人気）
馬連票数 計 630287 的中 �� 91318（1番人気）
馬単票数 計 264304 的中 �� 17753（1番人気）
ワイド票数 計 467423 的中 �� 53031（1番人気）�� 5447（22番人気）�� 4054（30番人気）
3連複票数 計 909241 的中 ��� 11668（20番人気）
3連単票数 計 965034 的中 ��� 3578（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．4―48．9―1：01．1―1：14．4―1：26．8―1：39．0―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アトリビュート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2019．10．19 京都2着

2017．4．18生 牝3鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 4戦1勝 賞金 10，500，000円

12076 5月16日 雨 稍重 （2京都3） 第7日 第4競走 1，600�3歳未勝利
発走11時25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
1：32．2
1：30．3

良
良

510 エターナルハート 牝3黒鹿54 北村 友一 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 402 ―1：35．9 7．1�
816 サンライズオネスト 牡3黒鹿56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 464－ 81：36．11� 7．5�
815 カ ケ ル 牡3鹿 56 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 478± 0 〃 クビ 4．2�
714 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 B488－ 4 〃 ハナ 34．3�
611 ポピュリズム 牝3鹿 54 秋山真一郎ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 61：36．2クビ 2．3�
713 アントルラッセ 牝3鹿 54 太宰 啓介	下河辺牧場 上村 洋行 日高 下河辺牧場 406＋ 21：36．73 166．5

47 メイショウホルス 牡3芦 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 504± 01：36．8� 13．7�
612 ハクサンルピナス 牝3鹿 54 �島 良太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 446＋121：36．9� 93．8�
24 ウォーターハミング 牝3黒鹿54 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 446＋ 61：37．21� 201．1
12 ベルリオーズ 牝3栗 54 荻野 琢真�須野牧場 藤岡 健一 新ひだか 前田ファーム 424± 01：37．3� 24．2�
11 オーヴァーネクサス 牡3鹿 56 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 490 ―1：38．04 17．9�
23 アスターファゴット 牡3鹿 56 松若 風馬加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 498＋ 4 〃 クビ 12．0�
35 ランニングスター 牡3青鹿56 川須 栄彦中野 和子氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 498－ 61：38．31� 159．7�
36 ゴーゴールーラー 牝3黒鹿54 高倉 稜上山 牧氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 418± 01：38．72� 328．5�
59 オーミボンズ 牡3黒鹿56 川島 信二岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新ひだか 高橋フアーム 394＋ 21：38．8クビ 270．4�
48 ア ナ ラ ビ 牝3黒鹿54 �島 克駿田所 英子氏 坂口 智康 平取 北島牧場 380 ―1：39．22� 274．4�
817 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 402－ 61：39．41� 279．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 34，413，400円 複勝： 47，401，600円 枠連： 11，073，200円
馬連： 46，201，100円 馬単： 23，379，800円 ワイド： 40，609，300円
3連複： 70，587，800円 3連単： 81，276，400円 計： 354，942，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 220円 � 140円 枠 連（5－8） 1，300円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 7，540円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 830円 �� 520円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 34，170円

票 数

単勝票数 計 344134 的中 � 38481（3番人気）
複勝票数 計 474016 的中 � 41881（4番人気）� 49899（3番人気）� 107467（2番人気）
枠連票数 計 110732 的中 （5－8） 6594（4番人気）
馬連票数 計 462011 的中 �� 8436（14番人気）
馬単票数 計 233798 的中 �� 2325（24番人気）
ワイド票数 計 406093 的中 �� 6646（16番人気）�� 12420（9番人気）�� 21170（4番人気）
3連複票数 計 705878 的中 ��� 11553（11番人気）
3連単票数 計 812764 的中 ��� 1724（93番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．4―12．0―12．1―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．4―47．8―59．8―1：11．9―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナルハート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2017．3．23生 牝3黒鹿 母 デアリングハート 母母 デアリングダンジグ 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ウォーターハミング号・オーミボンズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月16日まで平

地競走に出走できない。



12077 5月16日 雨 稍重 （2京都3） 第7日 第5競走 2，200�3歳未勝利
発走12時15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
2：09．7
2：09．7

良
良

88 コスモジェミラ 牝3芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 22：18．7 4．2�
66 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 B488＋ 2 〃 クビ 7．4�
44 ビーマイオーシャン 牡3青鹿56 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B486－ 62：18．91� 17．0�
11 リーガルバローズ 牡3鹿 56 坂井 瑠星猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 日高 中原牧場 408－ 42：19．11 4．5�
89 ロードフェローズ 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 22：19．2� 4．3	
33 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 B478＋ 62：19．3� 27．8�
55 ヤンヤノカッサイ 牡3鹿 56 国分 恭介小田切有一氏 佐々木晶三 様似 猿倉牧場 502－ 42：19．4� 15．8�
22 エイシンジャスミン 牝3栗 54 藤井勘一郎�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 446＋ 22：19．5� 50．7
77 ヴィクトリーレーン 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 468－ 82：20．77 3．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，863，900円 複勝： 39，495，900円 枠連： 6，803，900円
馬連： 44，379，900円 馬単： 21，026，600円 ワイド： 32，076，700円
3連複： 59，539，200円 3連単： 94，136，900円 計： 323，323，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 190円 � 470円 枠 連（6－8） 620円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，420円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 7，560円 3 連 単 ��� 32，280円

票 数

単勝票数 計 258639 的中 � 48675（2番人気）
複勝票数 計 394959 的中 � 76525（1番人気）� 55159（5番人気）� 16697（7番人気）
枠連票数 計 68039 的中 （6－8） 8498（3番人気）
馬連票数 計 443799 的中 �� 26201（8番人気）
馬単票数 計 210266 的中 �� 6582（15番人気）
ワイド票数 計 320767 的中 �� 18926（7番人気）�� 5550（18番人気）�� 6088（16番人気）
3連複票数 計 595392 的中 ��� 5902（29番人気）
3連単票数 計 941369 的中 ��� 2114（109番人気）

ハロンタイム 13．4―12．0―13．1―13．1―12．8―13．2―13．3―12．7―12．2―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．4―25．4―38．5―51．6―1：04．4―1：17．6―1：30．9―1：43．6―1：55．8―2：06．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモジェミラ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2019．9．14 阪神10着

2017．2．26生 牝3芦 母 シーギリヤガール 母母 スパイシーキティ 9戦1勝 賞金 7，170，000円

12078 5月16日 雨 重 （2京都3） 第7日 第6競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走12時45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

611 サンライズホープ 牡3鹿 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 526－101：50．3 6．1�
816 ホッコーアカツキ 牡3鹿 56 国分 優作北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 508± 01：50．4� 87．4�
11 ミッキーメテオ 牡3鹿 56 坂井 瑠星野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486－ 61：50．61� 6．6�
36 マテンロウスパーク 牡3黒鹿56 浜中 俊寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 502＋ 41：50．91� 2．3�
612 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿56 森 一馬大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 466± 0 〃 クビ 40．6�
59 ハギノアレグリアス 牡3鹿 56 秋山真一郎日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 41：51．11� 6．9	
714 エピキュール 牡3黒鹿56 �島 克駿江馬 由将氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 516± 0 〃 クビ 9．5

47 クリノブレーヴ 牡3鹿 56 川島 信二栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム 450－101：51．2� 292．9�
713 ワイドレッジャドロ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 490－ 21：51．3� 17．3�
35 メイショウハリオ 牡3栗 56 松若 風馬松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 500＋ 61：51．5� 52．5
23 マジックスピーチ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 456－ 61：51．81� 25．6�
12 タガノキングロード 牡3黒鹿56 酒井 学八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 2 〃 クビ 26．4�
24 ユ ウ ゲ ン 牡3鹿 56 幸 英明林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 492＋ 21：51．9� 30．1�
510 アストゥーリアス 牡3栗 56 太宰 啓介菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 B458＋ 41：52．11 82．6�
48 サウザンドスマイル 牝3鹿 54 国分 恭介�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466± 01：52．2� 138．5�
815 キャルブルー 牡3黒鹿56 小崎 綾也里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 510± 01：52．73 74．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，020，200円 複勝： 63，747，100円 枠連： 14，260，100円
馬連： 70，051，000円 馬単： 27，910，800円 ワイド： 61，388，500円
3連複： 105，976，800円 3連単： 101，190，400円 計： 484，544，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 1，590円 � 210円 枠 連（6－8） 7，080円

馬 連 �� 26，220円 馬 単 �� 34，200円

ワ イ ド �� 7，400円 �� 850円 �� 7，320円

3 連 複 ��� 60，120円 3 連 単 ��� 344，420円

票 数

単勝票数 計 400202 的中 � 52461（2番人気）
複勝票数 計 637471 的中 � 89482（2番人気）� 7950（14番人気）� 89151（3番人気）
枠連票数 計 142601 的中 （6－8） 1559（21番人気）
馬連票数 計 700510 的中 �� 2070（56番人気）
馬単票数 計 279108 的中 �� 612（83番人気）
ワイド票数 計 613885 的中 �� 2079（60番人気）�� 19668（7番人気）�� 2104（59番人気）
3連複票数 計1059768 的中 ��� 1322（141番人気）
3連単票数 計1011904 的中 ��� 213（782番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―37．0―49．6―1：02．1―1：14．3―1：26．1―1：37．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

サンライズホープ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．11．9 京都1着

2017．3．29生 牡3鹿 母 オーパスクイーン 母母 オーパスワン 4戦2勝 賞金 15，400，000円
〔制裁〕 キャルブルー号の調教師村山明は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。



12079 5月16日 雨 重 （2京都3） 第7日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
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
1：21．7
1：20．3

重
不良

22 モズレジーナ 牝4鹿 55 高倉 稜 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 428－ 21：23．9 11．1�
44 � ファイナライズ 牝4鹿 55 浜中 俊 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 21：24．64 7．9�
11 ブールバール 牝4鹿 55 坂井 瑠星寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 アタマ 9．3�
710 レッドモアナ 牝4栗 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 452＋101：24．7クビ 8．5�
56 ダイヤレイジング 牝4栗 55 藤井勘一郎三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 460＋ 8 〃 クビ 3．0�
69 ピ ッ パ 牝5栗 55 国分 優作飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B478＋ 61：24．8� 16．4	
813 メイショウコミチ 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 456＋ 8 〃 アタマ 11．9

45 � メイショウブラボー 牝4青鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 442＋ 21：25．01� 8．9�
812� ピエナシニスター 牝5栗 55 酒井 学本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－11 〃 アタマ 54．7�
57 � ドゥシャンパーニュ 牝4青鹿55 藤岡 康太大塚 亮一氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B440＋ 21：25．1� 5．7
33 ユーフォニー 牝4青鹿55 �島 克駿前田 葉子氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 4 〃 ハナ 68．2�
68 � サダムオリジン 牝4芦 55 藤懸 貴志大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 434＋ 21：25．2� 125．7�
711� ジェイジーノ 牝6鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 今野 貞一 新冠 川島牧場 430＋101：25．83� 74．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，104，900円 複勝： 48，297，500円 枠連： 13，272，500円
馬連： 65，230，800円 馬単： 28，291，100円 ワイド： 47，651，600円
3連複： 89，234，500円 3連単： 101，062，500円 計： 427，145，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 390円 � 260円 � 320円 枠 連（2－4） 2，450円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 10，200円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 1，990円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 19，640円 3 連 単 ��� 110，340円

票 数

単勝票数 計 341049 的中 � 24427（7番人気）
複勝票数 計 482975 的中 � 30796（8番人気）� 53068（4番人気）� 38501（6番人気）
枠連票数 計 132725 的中 （2－4） 4197（12番人気）
馬連票数 計 652308 的中 �� 9637（25番人気）
馬単票数 計 282911 的中 �� 2079（49番人気）
ワイド票数 計 476516 的中 �� 6507（26番人気）�� 6142（29番人気）�� 7290（25番人気）
3連複票数 計 892345 的中 ��� 3407（73番人気）
3連単票数 計1010625 的中 ��� 664（420番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．3―47．3―59．3―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズレジーナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．3．17 阪神7着

2016．5．2生 牝4鹿 母 グランプリエンゼル 母母 ア ン ダ ン テ 14戦2勝 賞金 16，350，000円

12080 5月16日 雨 重 （2京都3） 第7日 第8競走 ��3，930�第22回京都ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード4：21．6良

11 スズカプレスト 牡8鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 468－ 44：43．9 15．2�
89 ラテールプロミーズ �7青鹿60 五十嵐雄祐ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 504－104：44．21� 15．3�
33 タガノエスプレッソ 牡8鹿 60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 44：45．26 3．6�
66 マイネルレオーネ 牡8黒鹿60 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 402－ 64：46．58 4．8�
55 アスターブリザード 牡4鹿 59 植野 貴也加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 492＋ 64：46．6クビ 30．8�
44 リングオブハピネス 牝7栗 58 小坂 忠士五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 480＋144：47．45 71．2	
22 ルペールノエル 牡10黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 528＋ 84：49．010 4．3

77 	 クリノライジン 牡4栗 59 熊沢 重文栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 486－ 44：49．21
 16．4�
810 シゲルスズキ 牡7栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 506＋ 45：06．8大差 74．7�
78 	 スプリングボックス 牡6黒鹿60 森 一馬田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 496＋ 4 （競走中止） 3．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，469，400円 複勝： 38，003，500円 枠連： 10，379，200円
馬連： 63，658，100円 馬単： 31，079，200円 ワイド： 40，475，000円
3連複： 108，886，100円 3連単： 160，538，200円 計： 485，488，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 300円 � 360円 � 170円 枠 連（1－8） 9，360円

馬 連 �� 10，280円 馬 単 �� 23，540円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 840円 �� 980円

3 連 複 ��� 13，130円 3 連 単 ��� 118，520円

票 数

単勝票数 計 324694 的中 � 17021（5番人気）
複勝票数 計 380035 的中 � 30858（5番人気）� 23925（6番人気）� 69748（3番人気）
枠連票数 計 103792 的中 （1－8） 859（22番人気）
馬連票数 計 636581 的中 �� 4796（25番人気）
馬単票数 計 310792 的中 �� 990（53番人気）
ワイド票数 計 404750 的中 �� 4364（25番人気）�� 12647（9番人気）�� 10703（13番人気）
3連複票数 計1088861 的中 ��� 6218（40番人気）
3連単票数 計1605382 的中 ��� 982（285番人気）
上り 1マイル 1：52．6 4F 55．5－3F 40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→
→�」
�
�
9（1，7）6，3＝2－4＝5＝10
9，1，3－7，6，4，2＝5＝10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカプレスト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．6．29 阪神9着

2012．5．3生 牡8鹿 母 メジロプレスト 母母 レールデユタン 障害：15戦3勝 賞金 101，206，000円
〔競走中止〕 スプリングボックス号は，1周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



12081 5月16日 雨 重 （2京都3） 第7日 第9競走 ��2，000�あ ず さ 賞
発走14時25分 （芝・右）

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
1：56．8
1：56．1

良
良

77 ソニックベガ 牝3黒鹿54 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 448＋182：03．8 5．3�
33 リ ノ キ ア ナ 牝3鹿 54 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 428＋ 22：03．9� 16．7�
810 ドゥラモット 牝3黒鹿54 酒井 学合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464± 02：04．0� 27．3�
55 イズジョーノキセキ 牝3鹿 54 坂井 瑠星泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 440－ 2 〃 クビ 2．1�
11 ワールドウインズ �3鹿 56 秋山真一郎川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 462± 0 〃 ハナ 12．7�
89 ル ヴ ァ ン 牡3鹿 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460－ 22：04．95 23．7	
22 オールザワールド 牡3鹿 56 藤岡 佑介前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 464－ 22：05．0クビ 3．6

44 マリオマッハー 牡3芦 56 松若 風馬サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 440－ 42：05．21� 10．7�
66 テイエムクイーン 牝3鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 470－ 42：05．62� 116．8�
78 エールヴィオレ 牝3栗 54 藤懸 貴志佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 クビ 184．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，994，100円 複勝： 56，406，700円 枠連： 12，309，800円
馬連： 82，015，300円 馬単： 38，737，200円 ワイド： 51，082，000円
3連複： 110，817，100円 3連単： 168，774，400円 計： 568，136，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 230円 � 370円 � 510円 枠 連（3－7） 4，500円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 5，940円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，210円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 13，810円 3 連 単 ��� 69，800円

票 数

単勝票数 計 479941 的中 � 72295（3番人気）
複勝票数 計 564067 的中 � 75073（3番人気）� 37860（4番人気）� 26265（7番人気）
枠連票数 計 123098 的中 （3－7） 2119（17番人気）
馬連票数 計 820153 的中 �� 18581（15番人気）
馬単票数 計 387372 的中 �� 4888（24番人気）
ワイド票数 計 510820 的中 �� 12176（15番人気）�� 10998（18番人気）�� 4881（26番人気）
3連複票数 計1108171 的中 ��� 6016（44番人気）
3連単票数 計1687744 的中 ��� 1753（212番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．4―37．3―50．1―1：03．0―1：15．8―1：27．9―1：39．9―1：51．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
10（1，3）（5，9）6，7，2－4，8
10，3，9，1，5（7，6）2－4，8

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

勝馬の
紹 介

ソニックベガ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2019．8．11 小倉4着

2017．4．20生 牝3黒鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 6戦2勝 賞金 19，534，000円

12082 5月16日 雨 重 （2京都3） 第7日 第10競走 ��1，400�
お い け

御 池 特 別
発走15時00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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

22 ザイツィンガー 牡4芦 57 藤岡 佑介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 428± 01：23．1 12．6�
66 トオヤリトセイト 牡4青鹿57 浜中 俊村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 478－ 61：23．2� 3．3�
55 ケイアイサクソニー 牡4鹿 57 藤懸 貴志亀田 和弘氏 吉岡 辰弥 新ひだか 佐竹 学 B498－ 4 〃 クビ 6．3�
67 セプタリアン �4鹿 57 坂井 瑠星吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 502－ 61：23．3� 22．1�
11 ナ リ ス 牝4鹿 55 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 480＋ 81：23．5� 5．2�
79 ピエナミント 牝5鹿 55 秋山真一郎本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 472＋ 61：24．03 6．4�
811 ナイトバナレット 牡6芦 57 川須 栄彦 	シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 41：24．21� 9．2

33 アルジャーノン 牡5栗 57 川島 信二 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 464＋ 41：24．3	 26．6�
44 サヤカチャン 牝5鹿 55 高倉 稜瀬谷 雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 470－ 21：24．4� 42．2�
78 
 プリヒストリー �5黒鹿57 松若 風馬ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 01：24．93 7．5�
810 ジューンシルフィア 牝4栗 55 �島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 442＋121：25．75 37．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，793，300円 複勝： 60，824，900円 枠連： 15，408，900円
馬連： 98，189，300円 馬単： 37，687，600円 ワイド： 62，558，500円
3連複： 127，472，200円 3連単： 155，951，700円 計： 598，886，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 300円 � 160円 � 210円 枠 連（2－6） 1，900円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，040円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 24，680円

票 数

単勝票数 計 407933 的中 � 25706（7番人気）
複勝票数 計 608249 的中 � 44896（7番人気）� 119097（1番人気）� 72439（4番人気）
枠連票数 計 154089 的中 （2－6） 6278（9番人気）
馬連票数 計 981893 的中 �� 42346（7番人気）
馬単票数 計 376876 的中 �� 6239（17番人気）
ワイド票数 計 625585 的中 �� 22397（9番人気）�� 14647（17番人気）�� 38351（3番人気）
3連複票数 計1274722 的中 ��� 28749（11番人気）
3連単票数 計1559517 的中 ��� 4581（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．6―35．4―47．6―59．7―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザイツィンガー �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．13 京都1着

2016．3．25生 牡4芦 母 ザッハトルテ 母母 パ フ ェ 14戦3勝 賞金 35，885，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ケイアイサクソニー号の騎手藤懸貴志は，決勝線手前で外側に斜行したことについて令和2年5月30日から令和2年6月7日

まで騎乗停止。（被害馬：7番）



12083 5月16日 雨 重 （2京都3） 第7日 第11競走 ��1，800�
みやこおおじ

都大路ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （芝・右・外）
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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

712 ベステンダンク 牡8栗 58 藤岡 佑介市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 520＋ 21：48．2 15．7�

57 バイオスパーク 牡5黒鹿56 藤井勘一郎宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 482± 0 〃 クビ 16．5�
58 サトノアーサー 牡6青鹿57 坂井 瑠星 �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 486－ 61：48．3� 2．9�
33 ワイプティアーズ 牡5栗 56 川島 信二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 534＋ 41：48．61� 17．0�
69 テリトーリアル 牡6栗 57 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484± 01：48．7� 4．9�
22 ブレスジャーニー 牡6鹿 56 国分 恭介島川 	哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 478＋121：48．8� 25．5

711 チェスナットコート 牡6栗 56 幸 英明窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 470＋121：49．22� 114．1�
34 ランスオブプラーナ 牡4黒鹿57 太宰 啓介五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 61：49．41� 35．0�
813 アメリカズカップ 牡6黒鹿56 	島 克駿谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454－ 41：49．61
 17．3
610 キ ョ ウ ヘ イ 牡6鹿 56 高倉 稜瀬谷 	雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B456＋ 41：49．7� 9．9�
11 ヴァルディゼール 牡4鹿 57 北村 友一�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 ハナ 5．5�
814 カリビアンゴールド 牝6黒鹿54 松若 風馬ゴドルフィン 	島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 81：50．23 22．8�
45 アドマイヤジャスタ 牡4鹿 56 秋山真一郎近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：50．3� 15．4�
46 ボールライトニング 牡7栗 56 荻野 琢真 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 524± 01：50．61� 127．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 84，216，900円 複勝： 123，465，000円 枠連： 43，365，000円
馬連： 266，184，400円 馬単： 86，127，900円 ワイド： 159，805，400円
3連複： 422，743，600円 3連単： 434，087，100円 計： 1，619，995，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 380円 � 360円 � 160円 枠 連（5－7） 1，680円

馬 連 �� 9，740円 馬 単 �� 21，660円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 850円 �� 870円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 73，390円

票 数

単勝票数 計 842169 的中 � 42732（6番人気）
複勝票数 計1234650 的中 � 71479（6番人気）� 75451（5番人気）� 268240（1番人気）
枠連票数 計 433650 的中 （5－7） 19988（7番人気）
馬連票数 計2661844 的中 �� 21175（32番人気）
馬単票数 計 861279 的中 �� 2981（76番人気）
ワイド票数 計1598054 的中 �� 13730（36番人気）�� 49684（6番人気）�� 48284（7番人気）
3連複票数 計4227436 的中 ��� 43546（24番人気）
3連単票数 計4340871 的中 ��� 4288（243番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．7―35．3―47．8―1：00．2―1：12．6―1：24．7―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．6
3 4，12（7，9，14）（2，8，13）（1，3）（5，10）11，6 4 4，12（7，9，14）13（2，8）（1，3）（5，10）11，6

勝馬の
紹 介

ベステンダンク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．9．21 阪神9着

2012．3．4生 牡8栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 41戦7勝 賞金 206，478，000円

12084 5月16日 雨 不良 （2京都3） 第7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）

牝；負担重量は，55�
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

34 グランデストラーダ 牝4鹿 55 松若 風馬 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 492－ 61：50．6 2．2�
59 � デュアルウィールド 牝5栗 55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 508± 0 〃 クビ 9．4�
11 サルサレイア 牝4栗 55 太宰 啓介菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 486＋ 41：50．81� 6．6�
610 シンコーメグチャン 牝5鹿 55 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 498＋101：51．11� 18．2�
47 ラブリーイレブン 牝5栗 55 秋山真一郎吉野加壽代氏 坂口 智康 日高 浜本牧場 448＋ 61：51．2クビ 51．0	
22 アスターストーリー 牝6鹿 55 加藤 祥太加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 466＋141：51．3� 71．0

35 ワタシノロザリオ 牝6青鹿55 小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 460＋ 4 〃 ハナ 39．3�
46 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＋ 6 〃 アタマ 14．0�
58 カリーニョミノル 牝6鹿 55

52 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 504＋ 61：51．51� 11．5
23 ダンツチョイス 牝5栗 55 酒井 学山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 462＋ 41：51．71 19．2�
712 バラーディスト 牝4黒鹿55 北村 友一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 ハナ 10．6�
611� フ ワ ト ロ 牝5鹿 55 坂井 瑠星佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 494＋ 41：51．8� 11．9�
815 ファステンバーグ 牝5青鹿55 藤岡 康太上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 448－ 61：51．9クビ 143．7�
814 ト ロ ハ 牝4黒鹿55 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋161：53．49 35．3�
713 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 476－ 21：54．03� 110．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 60，832，300円 複勝： 75，163，200円 枠連： 26，683，900円
馬連： 132，533，300円 馬単： 51，841，500円 ワイド： 98，553，000円
3連複： 206，910，000円 3連単： 240，078，000円 計： 892，595，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 240円 � 170円 枠 連（3－5） 590円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 540円 �� 300円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 7，950円

票 数

単勝票数 計 608323 的中 � 218578（1番人気）
複勝票数 計 751632 的中 � 183012（1番人気）� 62895（5番人気）� 108618（2番人気）
枠連票数 計 266839 的中 （3－5） 34707（1番人気）
馬連票数 計1325333 的中 �� 79113（3番人気）
馬単票数 計 518415 的中 �� 21393（4番人気）
ワイド票数 計 985530 的中 �� 45376（3番人気）�� 95298（1番人気）�� 20082（11番人気）
3連複票数 計2069100 的中 ��� 68455（2番人気）
3連単票数 計2400780 的中 ��� 21868（5番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．4―12．3―12．2―12．3―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．7―48．0―1：00．2―1：12．5―1：25．1―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランデストラーダ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．9．23 阪神1着

2016．5．4生 牝4鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 9戦3勝 賞金 31，132，000円
※サルサレイア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（2京都3）第7日 5月16日（土曜日） 雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 158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

271，600，000円
3，020，000円
24，860，000円
1，670，000円
32，720，000円
67，816，000円
5，207，500円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
480，336，800円
727，562，900円
178，966，000円
1，016，661，300円
419，626，900円
716，268，600円
1，529，261，200円
1，814，196，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，882，879，700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7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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