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11085 5月17日 晴 稍重 （2東京2） 第8日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・左）

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
1：21．5
1：20．3

重
不良

23 オメガエリタージュ 牡3青鹿56 M．デムーロ原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 438－ 81：25．8 7．2�
510 ケイアイロトルア 牡3鹿 56 川田 将雅亀田 和弘氏 加藤 征弘 新ひだか 松田牧場 472－ 41：26．01 4．1�
36 ウラワザテクニック 牡3芦 56 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 オリオンファーム 474－ 2 〃 クビ 190．7�
612 スパークインザアイ �3鹿 56 武藤 雅西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：26．42� 5．0�
714 ラ フ ァ エ ル 牡3栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B488－ 21：26．61� 7．5�
35 ツキマデトドケ 牡3栗 56 福永 祐一�レッドマジック田島 俊明 浦河 栄進牧場 480－ 81：26．7クビ 3．8	
47 アルトゥーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥
ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 428－ 21：26．91� 34．1�
11 ヌ ン カ プ ト 牡3鹿 56 内田 博幸ヌンクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 B446－ 8 〃 アタマ 27．0�
24 プレシャススパート 牝3栗 54 的場 勇人日向 均氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 498－101：27．0� 162．6
611 ゼ ノ ン 牡3鹿 56 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 454－ 21：27．42� 33．9�
713 キタノタカワシ 牡3黒鹿56 武士沢友治北所 直人氏 土田 稔 様似 髙村 伸一 450＋ 51：27．5クビ 285．3�
48 ペガサスターボ 牡3鹿 56 横山 和生千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 514＋ 2 〃 クビ 8．6�
59 ハバチューバー 牡3栗 56 岩部 純二細川 大輔氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 476－161：28．03 393．8�
816 ゴールドハーレー 牡3芦 56

54 △木幡 育也米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 白井牧場 484± 0 〃 クビ 48．1�
12 キューゴーパドック 牡3鹿 56 野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 鹿戸 和幸 490－ 21：28．42� 132．2�
815 マ リ ク シ 牝3黒鹿54 石川裕紀人畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 444－101：28．71� 49．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，166，200円 複勝： 62，678，400円 枠連： 10，861，200円
馬連： 69，392，800円 馬単： 28，335，500円 ワイド： 56，507，900円
3連複： 104，491，600円 3連単： 103，153，700円 計： 472，587，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 270円 � 190円 � 3，550円 枠 連（2－5） 1，950円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 920円 �� 25，520円 �� 12，940円

3 連 複 ��� 93，960円 3 連 単 ��� 608，010円

票 数

単勝票数 計 371662 的中 � 40947（4番人気）
複勝票数 計 626784 的中 � 61694（6番人気）� 105403（2番人気）� 3496（14番人気）
枠連票数 計 108612 的中 （2－5） 4314（11番人気）
馬連票数 計 693928 的中 �� 27974（9番人気）
馬単票数 計 283355 的中 �� 5047（21番人気）
ワイド票数 計 565079 的中 �� 16659（12番人気）�� 555（77番人気）�� 1098（59番人気）
3連複票数 計1044916 的中 ��� 834（148番人気）
3連単票数 計1031537 的中 ��� 123（867番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．9―48．1―59．9―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガエリタージュ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．11．10 京都2着

2017．3．2生 牡3青鹿 母 オメガハートロック 母母 オメガアイランド 6戦1勝 賞金 9，430，000円
〔3走成績による出走制限〕 ゴールドハーレー号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ケイツーポンド号・ローダンテ号

11086 5月17日 晴 稍重 （2東京2） 第8日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・左）

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
1：33．8
1：33．3

重
良

23 クリノファイヤー 牝3栗 54 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 450－ 21：39．5 15．0�
713 ソ ヨ ギ 牝3青鹿54 吉田 豊海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 466＋ 41：39．81� 2．3�
714 ルレーヴドゥリリ 牝3黒鹿54 野中悠太郎加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 490＋ 8 〃 アタマ 13．7�
36 スノーレイズ 牝3芦 54

52 △木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 436－ 2 〃 クビ 49．3�

47 クインズモモナ 牝3鹿 54 田辺 裕信亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 478－141：40．01 11．4�
510 ゾ ー ル シ カ 牝3芦 54 内田 博幸山口 敦広氏 土田 稔 新冠 山岡ファーム 440± 01：40．31� 8．2	
48 ユウチャファスト 牝3鹿 54 北村 宏司長谷川祐司氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 41：40．61� 5．0

815 キ ー リ ア 牝3鹿 54 松田 大作 �カタオカファーム中野 栄治 新ひだか カタオカフアーム 438± 0 〃 クビ 71．6�
612 ラズベリードリーム 牝3黒鹿54 武藤 雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 496＋ 8 〃 クビ 69．1
35 ジ ャ ニ ス 牝3青 54 和田 竜二矢野 和雅氏 田中 清隆 新冠 カミイスタット 422－ 21：41．23� 5．3�
59 ハ ヴ ォ ナ 牝3栗 54 嘉藤 貴行阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 434－ 61：42．05 175．6�
611 ブレージングサドル 牝3栗 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 436± 01：42．42� 96．2�
11 グリーンスナップ 牝3栗 54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 芳住 鉄兵 476± 0 〃 アタマ 106．0�
12 エンゼルバイオ 牝3芦 54 大野 拓弥バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 468＋101：42．71� 218．6�
24 フクノフェザン 牝3栗 54 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 464－14 〃 ハナ 201．5�

（15頭）
816 トラストダーコ 牝3黒鹿54 江田 照男菅波 雅巳氏 高橋 文雅 日高 浜本牧場 452＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，577，500円 複勝： 38，253，200円 枠連： 9，356，500円
馬連： 48，885，400円 馬単： 21，732，500円 ワイド： 34，715，000円
3連複： 67，833，300円 3連単： 74，471，500円 計： 320，824，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 340円 � 140円 � 350円 枠 連（2－7） 1，330円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，160円 �� 530円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 34，920円

票 数

単勝票数 差引計 255775（返還計 5080） 的中 � 13636（7番人気）
複勝票数 差引計 382532（返還計 8964） 的中 � 23980（6番人気）� 100995（1番人気）� 22486（7番人気）
枠連票数 差引計 93565（返還計 157） 的中 （2－7） 5448（6番人気）
馬連票数 差引計 488854（返還計 18947） 的中 �� 27846（5番人気）
馬単票数 差引計 217325（返還計 8587） 的中 �� 4253（17番人気）
ワイド票数 差引計 347150（返還計 18010） 的中 �� 17203（6番人気）�� 3816（20番人気）�� 17297（5番人気）
3連複票数 差引計 678333（返還計 53003） 的中 ��� 11239（14番人気）
3連単票数 差引計 744715（返還計 56386） 的中 ��� 1546（111番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．9―12．0―12．3―12．2―13．3―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．5―47．5―59．8―1：12．0―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．0―3F39．7
3 13（8，10）（7，15）3，5（1，14）（2，11）（9，12）6－4 4 ・（13，8，10）－7－（3，15）（1，5）－2（14，11）9，12－6－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリノファイヤー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．31 新潟8着

2017．3．10生 牝3栗 母 ジョウノナンシー 母母 シーズグレイス 11戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走除外〕 トラストダーコ号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 クリノファイヤー号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
〔3走成績による出走制限〕 ラズベリードリーム号は，「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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ディーバダンス号
（非抽選馬） 1頭 ノボパニコ号

第２回 東京競馬 第８日



11087 5月17日 晴 稍重 （2東京2） 第8日 第3競走 ��2，100�3歳未勝利
発走11時00分 （ダート・左）

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
2：06．7
2：05．9

良
良

57 カッティングロック 牡3黒鹿56 井上 敏樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 506－ 22：15．8 18．1�
11 シュバルツイェガー 牡3黒鹿56 大野 拓弥西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 478－ 22：15．9� 3．0�
69 ロドルフォブレイン 牡3鹿 56 石橋 脩エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 信岡牧場 526－ 62：16．0� 4．5�
46 ゲンキチボン 牡3栗 56 木幡 巧也荒井 元明氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 476＋ 42：16．1クビ 8．5�
610 エアリアルシティー 牡3栗 56 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 486＋182：16．2� 345．4	
711 ビレッジイーグル 牡3黒鹿56 江田 照男村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 B492± 02：16．3� 16．6

814 マラジェッツ 牡3黒鹿56 M．デムーロ伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 B458－ 42：16．4クビ 5．1�
33 キークラウン 牡3栗 56 野中悠太郎北前孔一郎氏 黒岩 陽一 浦河 赤田牧場 494－ 22：16．61� 34．2�
34 ショウナンアクア 牡3栗 56 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム 466－ 4 〃 ハナ 17．1
22 アポロダーウィン 牡3栗 56 石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 稲垣 幸雄 新冠 サンローゼン 508＋ 22：17．13 86．9�
712 サバイバルボス 牡3栗 56 内田 博幸福田 光博氏 和田 雄二 浦河 鎌田 正嗣 496＋ 2 〃 アタマ 97．5�
813 キ ヨ セ 牡3鹿 56 和田 竜二中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 小野 秀治 446＋ 22：17．2クビ 76．9�
45 マッチザハッチ 牡3黒鹿56 D．レーン 金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 482± 02：17．83� 7．2�
（豪）

58 ルミナリアス 牡3鹿 56
54 △木幡 育也 �京都ホースレーシング 畠山 吉宏 浦河 カナイシスタッド 520 ―2：21．8大差 128．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，820，200円 複勝： 58，209，700円 枠連： 11，454，600円
馬連： 67，022，700円 馬単： 30，155，000円 ワイド： 54，732，500円
3連複： 98，058，200円 3連単： 106，708，600円 計： 465，161，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 440円 � 140円 � 150円 枠 連（1－5） 3，520円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 8，840円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，390円 �� 250円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 40，330円

票 数

単勝票数 計 388202 的中 � 17115（8番人気）
複勝票数 計 582097 的中 � 23282（8番人気）� 124495（1番人気）� 117861（2番人気）
枠連票数 計 114546 的中 （1－5） 2519（14番人気）
馬連票数 計 670227 的中 �� 13242（16番人気）
馬単票数 計 301550 的中 �� 2558（34番人気）
ワイド票数 計 547325 的中 �� 9846（17番人気）�� 9081（18番人気）�� 65777（1番人気）
3連複票数 計 980582 的中 ��� 13723（18番人気）
3連単票数 計1067086 的中 ��� 1918（127番人気）

ハロンタイム 7．1―11．7―13．1―13．9―13．3―13．4―12．9―12．4―12．3―12．4―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．8―31．9―45．8―59．1―1：12．5―1：25．4―1：37．8―1：50．1―2：02．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カッティングロック �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 Empire Maker デビュー 2020．2．16 東京7着

2017．4．4生 牡3黒鹿 母 アルウェット 母母 アルヴァーダ 3戦1勝 賞金 5，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11088 5月17日 晴 稍重 （2東京2） 第8日 第4競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走11時30分 （芝・左）
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
1：19．4
1：19．0

良
良

48 サトノファビュラス 牝3鹿 54 田中 勝春 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 438－ 61：21．7 22．7�
612 クァンタムリープ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 470－ 21：21．91� 2．4�
818 ホイッスルヴォイス 牝3鹿 54 D．レーン 藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 21：22．0� 2．9�
（豪）

47 フィオーレカフェ 牝3黒鹿54 横山 和生西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 416± 01：22．2� 7．5�
24 シラカワカツコ 牝3鹿 54 江田 照男大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新冠 新冠橋本牧場 392－ 61：22．3� 41．6	
510 クリムゾンオーラ 牝3鹿 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 清水 英克 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 446± 01：22．4� 154．3

59 ダイワリチャード 牡3鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B450－ 2 〃 アタマ 15．7�
715 ト ル ニ 牝3鹿 54 吉田 豊水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 460＋ 41：22．5� 9．3�
35 ラインキャンドル 牝3黒鹿54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 アタマ 41．6
713 アンブローニュ 牡3鹿 56 野中悠太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 21：22．6� 175．6�
36 ビーポーレン 牝3鹿 54 木幡 巧也�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 472－ 41：22．7クビ 26．2�
817 パイオニアエース 牡3黒鹿56 内田 博幸杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 422＋ 21：23．02 81．2�
816 ペイシャスワン 牝3栗 54 嘉藤 貴行北所 直人氏 本間 忍 平取 二風谷ファーム 442－ 41：23．31� 162．1�
714 ヨドノウイング 牡3栗 56 松田 大作海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 B466－ 41：23．4� 191．6�
12 デルマアメジスト 牝3黒鹿54 伊藤 工真浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 432＋ 21：23．5クビ 152．3�
611 フレンドピース 牝3鹿 54

52 △木幡 育也横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 泊 寿幸 B418－ 21：23．82 43．8�
23 チンクエテッレ 牝3鹿 54 柴田 善臣片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 ヒカル牧場 B404＋ 61：24．65 262．1�
11 ファーマプリン 牝3栗 54 石川裕紀人中西 功氏 深山 雅史 日高 高山牧場 406－ 81：24．92 316．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，858，600円 複勝： 57，595，300円 枠連： 15，215，900円
馬連： 74，102，000円 馬単： 34，001，900円 ワイド： 59，794，300円
3連複： 115，015，300円 3連単： 133，367，200円 計： 531，950，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 440円 � 120円 � 130円 枠 連（4－6） 730円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 6，540円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，380円 �� 200円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 21，660円

票 数

単勝票数 計 428586 的中 � 15081（6番人気）
複勝票数 計 575953 的中 � 20324（6番人気）� 149846（1番人気）� 125522（2番人気）
枠連票数 計 152159 的中 （4－6） 15946（2番人気）
馬連票数 計 741020 的中 �� 22047（9番人気）
馬単票数 計 340019 的中 �� 3898（21番人気）
ワイド票数 計 597943 的中 �� 14650（9番人気）�� 9456（15番人気）�� 95618（1番人気）
3連複票数 計1150153 的中 ��� 34835（5番人気）
3連単票数 計1333672 的中 ��� 4464（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．1―47．1―58．3―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノファビュラス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．3．14 中山14着

2017．4．26生 牝3鹿 母 サトノエカテリーナ 母母 ロンドンブリッジ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況・騎手変更〕 フィオーレカフェ号は，発走地点で転倒。馬体検査。騎手大野拓弥は検査のため横山和生に変更。検量

及び装鞍のやり直しのため発走時刻11分遅延。
〔発走状況〕 ファーマプリン号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ファーマプリン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファーマプリン号は，「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〕 ペイシャスワン号は，「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。
※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。
（非抽選馬） 2頭 ゴールデンエポック号・デルマラピスラズリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



11089 5月17日 晴 良 （2東京2） 第8日 第5競走 ��
��2，000�3歳1勝クラス

発走12時20分 （500万円以下） （芝・左）
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
1：56．1
1：56．1

良
良

33 グレイトオーサー 牡3栗 56 D．レーン �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 514－ 22：00．2 1．7�
（豪）

22 コスモインペリウム 牡3鹿 56 武藤 雅岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 510＋ 42：00．41 18．2�
55 コスモギンガ 牝3芦 54 野中悠太郎岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 454＋ 22：00．5� 33．3�
66 コロンドール 牡3栗 56 M．デムーロ栗坂 崇氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 508＋22 〃 アタマ 6．1�
77 フローズンスタイル 牝3黒鹿54 横山 和生吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 クビ 26．0�
44 フォアシュピール 牡3黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 456± 02：01．03 2．8	
11 ローレリスト 牡3鹿 56 田辺 裕信多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 450－ 42：01．21� 21．0


（7頭）

売 得 金
単勝： 58，647，200円 複勝： 44，889，900円 枠連： 発売なし
馬連： 54，841，900円 馬単： 35，574，100円 ワイド： 36，217，400円
3連複： 71，355，200円 3連単： 194，392，600円 計： 495，918，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 140円 � 530円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 490円 �� 890円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 22，170円

票 数

単勝票数 計 586472 的中 � 264413（1番人気）
複勝票数 計 448899 的中 � 162274（1番人気）� 23170（5番人気）
馬連票数 計 548419 的中 �� 27317（4番人気）
馬単票数 計 355741 的中 �� 11847（7番人気）
ワイド票数 計 362174 的中 �� 20070（5番人気）�� 10235（11番人気）�� 6125（17番人気）
3連複票数 計 713552 的中 ��� 8674（17番人気）
3連単票数 計1943926 的中 ��� 6355（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．8―49．5―1：02．2―1：14．5―1：26．5―1：37．5―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

グレイトオーサー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．4．25 東京1着

2017．3．7生 牡3栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 2戦2勝 賞金 12，400，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11090 5月17日 晴 稍重 （2東京2） 第8日 第6競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・左）（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
1：21．5
1：20．3

重
不良

814 イベリスリーフ 牝4栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：24．3 5．7�
33 オメガドーヴィル 牝4青鹿55 和田 竜二原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 400－ 21：25．04 12．0�
69 � ルミエールソレイユ 牝4栗 55 野中悠太郎岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 41：25．32 4．9�
813 プリンシアルーチェ 牝4鹿 55 三浦 皇成芳川 貴行氏 宮田 敬介 新冠 スカイビーチステーブル 500＋ 61：25．4クビ 4．1�
711� リワードノルン 牝4黒鹿55 横山 典弘宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 472－ 21：25．61� 9．5�
46 タツオウカランブ 牝5栗 55 木幡 巧也鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 502± 01：26．02	 91．5	
610 ネイビーアッシュ 牝5青鹿55 池添 謙一吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 490－ 21：26．21� 10．0

57 ア ポ ロ ア ミ 牝5鹿 55 C．ルメール アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 470＋ 4 〃 クビ 4．2�
34 ラプターゲイル 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 英樹 B456－ 61：26．3クビ 188．3�
58 � カズミドリーム 牝5栗 55 田中 勝春藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 468－ 4 〃 ハナ 26．5
11 � ラブインブルーム 牝4青鹿 55

53 △木幡 育也�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 426＋10 〃 クビ 81．2�

45 � レイナブローニュ 牝4栗 55 北村 宏司山本又一郎氏 古賀 慎明 新冠 秋田牧場 458＋ 61：26．72 53．0�
712 フ ラ ン シ ス 牝4栗 55 横山 和生田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 474－ 81：26．8	 53．8�
22 ラタンドレス 牝7鹿 55 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 41：27．22	 118．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 42，591，900円 複勝： 65，134，100円 枠連： 16，744，000円
馬連： 83，539，100円 馬単： 33，608，800円 ワイド： 63，367，400円
3連複： 116，828，500円 3連単： 123，685，500円 計： 545，499，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 290円 � 190円 枠 連（3－8） 1，360円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 6，390円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 460円 �� 970円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 29，500円

票 数

単勝票数 計 425919 的中 � 59415（4番人気）
複勝票数 計 651341 的中 � 82928（4番人気）� 52159（7番人気）� 99749（3番人気）
枠連票数 計 167440 的中 （3－8） 9498（6番人気）
馬連票数 計 835391 的中 �� 18962（18番人気）
馬単票数 計 336088 的中 �� 3943（34番人気）
ワイド票数 計 633674 的中 �� 13060（19番人気）�� 37490（2番人気）�� 16312（16番人気）
3連複票数 計1168285 的中 ��� 19888（18番人気）
3連単票数 計1236855 的中 ��� 3039（118番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．1―11．9―11．4―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．3―48．2―59．6―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イベリスリーフ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．7．14 福島4着

2016．3．21生 牝4栗 母 クローバーリーフ 母母 レースウィング 9戦2勝 賞金 17，460，000円
〔騎手変更〕 フランシス号の騎手大野拓弥は，第4競走の発走地点での落馬による検査のため横山和生に変更。



11091 5月17日 晴 良 （2東京2） 第8日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・左）（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
1：19．4
1：19．0

良
良

510 ト ロ シ ュ ナ 牝4黒鹿55 D．レーン �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：19．9 3．7�
（豪）

47 アイワナビリーヴ 牝4黒鹿55 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 5．8�
23 マサノアッレーグラ 牝5芦 55 川田 将雅中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 506＋101：20．0クビ 8．1�
11 � ドクターデューン 牝5鹿 55 横山 和生松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 482－ 41：20．21� 68．6�
59 キングドンドルマ 牡5青鹿57 松山 弘平田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 474＋ 21：20．41� 19．1	
713 シャンデフレーズ 牝4鹿 55

53 △木幡 育也 �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 420－ 21：20．61� 7．0

24 マーヴェラスクイン 牝4鹿 55 内田 博幸山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 422＋ 61：20．7クビ 75．2�
714� スズレジーム 牝6鹿 55 武士沢友治森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 454－ 61：20．8� 367．2�
611� ストームウォリアー 	4黒鹿57 武藤 雅伊東 純一氏 中川 公成 新ひだか 元道牧場 472－ 61：21．01 86．6
816 レディードリー 牝4青鹿55 柴田 善臣小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 442± 0 〃 同着 8．0�
36 リーディングエッジ 	5鹿 57 嘉藤 貴行ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－14 〃 クビ 17．9�
817 ウエスタンランポ 牝4鹿 55 江田 照男西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 406± 0 〃 クビ 136．3�
612 サクステッド 	5栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 476－201：21．32 11．6�
815� ヴィンチェロ 牡4鹿 57 横山 典弘�磯波勇F 武井 亮 新冠 守矢牧場 B488－151：21．51� 54．2�
35 ガ イ セ ン 牡4鹿 57 木幡 巧也中村 智幸氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小河 豊水 B436－ 21：21．6� 86．9�
12 � サトノコメット 牝5黒鹿55 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 奥村 武 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：22．13 6．8�
48 ラバストーン 牡4鹿 57 岩部 純二田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 474－ 41：23．16 473．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 44，937，900円 複勝： 74，312，500円 枠連： 15，344，300円
馬連： 98，660，000円 馬単： 34，560，400円 ワイド： 73，608，200円
3連複： 135，334，900円 3連単： 133，041，900円 計： 609，800，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 200円 � 220円 枠 連（4－5） 1，000円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 620円 �� 670円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 14，320円

票 数

単勝票数 計 449379 的中 � 96949（1番人気）
複勝票数 計 743125 的中 � 135863（1番人気）� 92437（2番人気）� 80398（6番人気）
枠連票数 計 153443 的中 （4－5） 11846（1番人気）
馬連票数 計 986600 的中 �� 54725（1番人気）
馬単票数 計 345604 的中 �� 10167（1番人気）
ワイド票数 計 736082 的中 �� 30930（3番人気）�� 28506（4番人気）�� 15565（17番人気）
3連複票数 計1353349 的中 ��� 27930（6番人気）
3連単票数 計1330419 的中 ��� 6734（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．5―44．8―56．0―1：07．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．1
3 4，13，3，1，9－（10，14）12（7，15）16，6，2（8，17）11，5 4 4，13，3，1，9－（10，14）（7，12）6（15，16）－2（8，17）（5，11）

勝馬の
紹 介

ト ロ シ ュ ナ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2018．10．21 新潟1着

2016．5．5生 牝4黒鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 8戦2勝 賞金 20，900，000円
〔発走状況〕 リーディングエッジ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 リーディングエッジ号は，令和2年5月18日から令和2年6月7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〕 ラバストーン号は，「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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11092 5月17日 晴 良 （2東京2） 第8日 第8競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走13時55分 （1000万円以下） （芝・左）
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
1：30．5
1：30．3

良
良

44 アイスフィヨルド 牡5芦 57 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 448－ 41：33．4 14．3�
810 アオイシンゴ �6芦 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 498＋16 〃 ハナ 3．2�
77 メ ッ シ ー ナ 牝4鹿 55 武 豊 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：33．61	 9．2�
11 サトノフォース 牡4黒鹿57 C．ルメール �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 462＋ 4 〃 クビ 4．0�
55 ロジスカーレット 牡5鹿 57 田辺 裕信久米田正明氏 国枝 栄 洞
湖 レイクヴィラファーム 446± 01：34．23	 29．1	
66 スペキュラース 牝4黒鹿55 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 61：34．3� 12．5

78 ゲ バ ラ 牡4鹿 57 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 474＋ 41：34．4	 2．7�
89 ロードプレミアム 牡7黒鹿57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 506＋ 21：34．5クビ 25．1�
33 カワキタピリカ 牡7鹿 57 吉田 豊川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B506± 01：34．82 261．3
22 � エブリバディ 牡5青 57

55 △木幡 育也中西 功氏 尾形 和幸 新ひだか 畠山牧場 494＋241：35．12 242．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 60，538，000円 複勝： 65，536，100円 枠連： 11，495，200円
馬連： 91，631，000円 馬単： 41，830，200円 ワイド： 59，970，200円
3連複： 120，720，000円 3連単： 190，097，600円 計： 641，818，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 280円 � 180円 � 230円 枠 連（4－8） 2，200円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 6，460円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，260円 �� 540円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 36，260円

票 数

単勝票数 計 605380 的中 � 33705（6番人気）
複勝票数 計 655361 的中 � 55568（6番人気）� 110866（3番人気）� 72122（4番人気）
枠連票数 計 114952 的中 （4－8） 4041（10番人気）
馬連票数 計 916310 的中 �� 30617（12番人気）
馬単票数 計 418302 的中 �� 4849（27番人気）
ワイド票数 計 599702 的中 �� 21163（12番人気）�� 11673（19番人気）�� 29831（7番人気）
3連複票数 計1207200 的中 ��� 19339（23番人気）
3連単票数 計1900976 的中 ��� 3800（139番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―11．9―11．3―11．4―11．1―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―36．8―48．1―59．5―1：10．6―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイスフィヨルド �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．8．19 新潟3着

2015．4．22生 牡5芦 母 ラトーヌインパクト 母母 ラトーヌサンライズ 24戦3勝 賞金 63，836，000円



11093 5月17日 晴 良 （2東京2） 第8日 第9競走 ��2，000�テ レ 玉 杯
発走14時25分 （芝・左）

牝，4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，55�
テレ玉杯（1着）

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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

77 シングフォーユー 牝4鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 472＋ 41：58．3 3．1�
55 ガ ロ シ ェ 牝4黒鹿55 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 0 〃 クビ 8．5�
88 コンダクトレス 牝5黒鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 ハナ 12．9�
22 ダノンポピー 牝5栗 55 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484－ 61：58．4� 4．2�
44 パルティアーモ 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 アタマ 2．4	
66 � ハ ナ ザ カ リ 牝5黒鹿55 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 498＋ 21：58．82� 66．2

11 メ イ オ ー ル 牝4鹿 55 石橋 脩千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 462± 01：59．01	 12．3�
33 ランペドゥーザ 牝4栗 55 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480± 02：00．8大差 149．6�
（8頭）

売 得 金
単勝： 51，155，200円 複勝： 53，918，200円 枠連： 発売なし
馬連： 87，554，600円 馬単： 42，976，100円 ワイド： 47，938，200円
3連複： 94，998，000円 3連単： 212，291，600円 計： 590，831，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 200円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 410円 �� 500円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 12，000円

票 数

単勝票数 計 511552 的中 � 127935（2番人気）
複勝票数 計 539182 的中 � 133925（2番人気）� 62006（4番人気）� 42283（6番人気）
馬連票数 計 875546 的中 �� 58423（5番人気）
馬単票数 計 429761 的中 �� 16130（8番人気）
ワイド票数 計 479382 的中 �� 31309（5番人気）�� 24625（8番人気）�� 12115（14番人気）
3連複票数 計 949980 的中 ��� 24120（14番人気）
3連単票数 計2122916 的中 ��� 12825（50番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．6―11．8―12．3―12．1―11．8―11．4―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―35．9―47．7―1：00．0―1：12．1―1：23．9―1：35．3―1：46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

シングフォーユー 
�
父 ジャスタウェイ 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．11．17 東京4着

2016．2．22生 牝4鹿 母 シングライクバード 母母 シングライクトーク 12戦3勝 賞金 48，677，000円

11094 5月17日 晴 良 （2東京2） 第8日 第10競走 ��
��1，600�

せいりゅう

青竜ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
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1，400万
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 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000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
1：33．8
1：33．3

重
良

713 デュードヴァン 牡3鹿 56 川田 将雅 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 474± 01：36．2 7．9�
23 ダノンファスト 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 クビ 4．4�
611 タガノビューティー 牡3鹿 56 和田 竜二八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 21：36．41	 2．4�
814 ショウナンナデシコ 牝3栗 54 石橋 脩国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 468－ 6 〃 ハナ 19．9�
59 フルデプスリーダー 牡3鹿 56 M．デムーロ小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 476＋ 21：36．61 10．5�
47 ムーランアンディゴ 牡3鹿 56 柴田 善臣村上 卓史氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 478－ 8 〃 クビ 103．5	
11 フ ォ ー テ 牡3黒鹿56 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B480－ 81：36．7	 20．4

610 シ ェ ダ ル 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 528＋ 81：37．33	 6．4�
815 アウトウッズ 牡3鹿 56 松山 弘平林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 520＋ 4 〃 クビ 26．7
712
 イモータルスモーク 牡3鹿 56 田辺 裕信�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

488－ 21：37．4クビ 34．0�
58 � ヘイセイメジャー 牡3黒鹿56 池添 謙一菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 462－ 21：38．99 244．2�
46 プロヴィデンス 牡3栗 56 江田 照男藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 474－ 61：39．11 161．3�
22 アフィラトゥーラ 牡3黒鹿56 北村 宏司加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 482－ 61：39．41	 241．2�
34 コ パ シ ー ナ �3栗 56 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 486± 01：40．67 92．3�
35 ペールエール 牡3栗 56 武 豊林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494－121：42．3大差 24．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 97，151，200円 複勝： 120，543，200円 枠連： 34，086，400円
馬連： 225，750，900円 馬単： 84，445，900円 ワイド： 136，262，200円
3連複： 310，754，100円 3連単： 376，164，100円 計： 1，385，158，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 180円 � 140円 � 120円 枠 連（2－7） 1，500円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 570円 �� 350円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 11，140円

票 数

単勝票数 計 971512 的中 � 97833（4番人気）
複勝票数 計1205432 的中 � 134944（4番人気）� 231678（2番人気）� 316098（1番人気）
枠連票数 計 340864 的中 （2－7） 17523（6番人気）
馬連票数 計2257509 的中 �� 93446（7番人気）
馬単票数 計 844459 的中 �� 15601（14番人気）
ワイド票数 計1362622 的中 �� 54605（6番人気）�� 96539（2番人気）�� 165862（1番人気）
3連複票数 計3107541 的中 ��� 184738（1番人気）
3連単票数 計3761641 的中 ��� 24469（23番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．2―12．4―12．0―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．6―46．8―59．2―1：11．2―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．0
3 1（2，6）（4，8）14（12，13，10，15）9（3，11）7－5 4 1，2（4，6，14）（8，13）（12，10，15）9（3，11）7－5

勝馬の
紹 介

デュードヴァン �
�
父 Declaration of War �

�
母父 Tapit デビュー 2019．10．26 東京1着

2017．1．29生 牡3鹿 母 ジェラスキャット 母母 Zealous Cat 4戦3勝 賞金 35，672，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 ムーランアンディゴ号の騎手大野拓弥は，第4競走の発走地点での落馬負傷のため柴田善臣に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペールエール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月17日まで平地競走

に出走できない。

２レース目



11095 5月17日 晴 良 （2東京2） 第8日 第11競走 ��
��1，600�第15回ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
牝，4歳以上；負担重量は，55�

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 105，000，000円 42，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 10，500，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：30．5
1：30．3
1：30．5

良
良
良

612 アーモンドアイ 牝5鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486± 01：30．6 1．4�
818 サウンドキアラ 牝5鹿 55 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 460＋ 21：31．34 12．9�
816 ノ ー ム コ ア 牝5芦 55 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 466－12 〃 クビ 17．4�
713 トロワゼトワル 牝5鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 466－161：31．4� 123．8�
47 ダノンファンタジー 牝4鹿 55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466－201：31．5� 18．4	
24 シゲルピンクダイヤ 牝4黒鹿55 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 456－ 21：31．6	 100．6

11 ラヴズオンリーユー 牝4鹿 55 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 466－ 61：31．81 9．5�
35 プリモシーン 牝5青鹿55 D．レーン �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496－ 41：32．01
 7．5�

（豪）

12 ビーチサンバ 牝4黒鹿55 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 38．1

23 シャドウディーヴァ 牝4黒鹿55 池添 謙一 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：32．21� 86．0�
715 ア ル ー シ ャ 牝5芦 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：32．3� 288．4�
36 トーセンブレス 牝5黒鹿55 柴田 善臣島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 223．0�
611 サトノガーネット 牝5黒鹿55 吉田 豊 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－121：32．4クビ 293．1�
817 コントラチェック 牝4黒鹿55 武 豊 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 アタマ 31．9�
714 スカーレットカラー 牝5鹿 55 石橋 脩前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 81：32．82� 21．0�
510 メジェールスー 牝5鹿 55 岡田 祥嗣太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 474－101：33．33 280．0�

（16頭）
48 ディメンシオン 牝6鹿 55 松田 大作広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 ― （出走取消）

59 セ ラ ピ ア 牝4芦 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 780，189，200円 複勝： 712，824，400円 枠連： 346，220，400円 馬連： 1，887，401，800円 馬単： 1，025，637，700円
ワイド： 1，229，521，500円 3連複： 3，568，746，000円 3連単： 6，352，300，300円 5重勝： 724，473，900円 計： 16，627，315，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 220円 � 300円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 390円 �� 530円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 7，340円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／新潟11R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 325，710円

票 数

単勝票数 差引計7801892（返還計 55033） 的中 � 4210058（1番人気）
複勝票数 差引計7128244（返還計 66191） 的中 � 2626335（1番人気）� 621963（3番人気）� 404080（7番人気）
枠連票数 差引計3462204（返還計 1803） 的中 （6－8） 680032（1番人気）
馬連票数 差引計18874018（返還計466522） 的中 �� 1928647（3番人気）
馬単票数 差引計10256377（返還計220959） 的中 �� 807471（3番人気）
ワイド票数 差引計12295215（返還計322378） 的中 �� 875173（2番人気）�� 601579（6番人気）�� 187967（17番人気）
3連複票数 差引計35687460（返還計1679388） 的中 ��� 901285（9番人気）
3連単票数 差引計63523003（返還計2788316） 的中 ��� 626619（15番人気）
5重勝票数 差引計7244739（返還計 65641） 的中 ����� 1557

ハロンタイム 12．0―10．9―11．3―11．4―11．1―11．2―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．9―34．2―45．6―56．7―1：07．9―1：19．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．9
3 13－17，18（10，12）7，16（1，4，5，14）3，2，11（6，15） 4 13－17－18（10，12）（7，16）（1，4，14）（2，5）3，11（6，15）

勝馬の
紹 介

アーモンドアイ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．6 新潟2着

2015．3．10生 牝5鹿 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 11戦8勝 賞金 1，010，933，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔出走取消〕 ディメンシオン号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
セラピア号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。

〔騎手変更〕 トーセンブレス号の騎手大野拓弥は，第4競走の発走地点での落馬負傷のため柴田善臣に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11096 5月17日 晴 良 （2東京2） 第8日 第12競走 ��
��1，400�BSイレブン賞

発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減

BSイレブン賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 910，000
910，000

円
円

付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード
中央レコード

1：21．5
1：20．3

重
不良

714� サザンヴィグラス 牡5鹿 57 M．デムーロ村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ
ネツ牧場 492－ 41：24．0 5．8�

611 デピュティプライム 	7栗 57 松山 弘平丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 478－ 41：24．1
 16．5�
816� ターゲリート 牡7黒鹿57 武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492－ 21：24．2� 27．0�
47 グランソヴァール 牡4芦 57 C．ルメール 広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 514－ 8 〃 アタマ 6．3�
24 タイセイプレシャス 	8栗 57 石川裕紀人田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 468－ 41：24．62� 114．4�
713 ローレルジャック 牡7黒鹿57 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 500＋ 2 〃 同着 59．6	
510 ハルクンノテソーロ 牡6黒鹿57 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 476－ 2 〃 クビ 11．6

11 セイウンクールガイ 牡5栗 57 内田 博幸西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 B450－ 21：24．7クビ 61．6�
815 マンカストラップ 牡6青鹿57 木幡 巧也�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 492－121：24．91� 146．4
36 マイウェイアムール 牝5青鹿55 野中悠太郎田畑 利彦氏 林 徹 日高 モリナガファーム B476＋ 21：25．0� 17．8�
12 プレシャスエース 牡7鹿 57 横山 典弘鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 518± 01：25．2
 113．7�
23 � サンノゼテソーロ 牡4芦 57 武 豊了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

464＋ 81：25．73 4．7�
35 ラスティユース 牡5栗 57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 494－ 41：26．01
 89．7�
612� リ モ ン デ ィ 牡6鹿 57 木幡 育也吉田 和美氏 黒岩 陽一 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 552－ 2 〃 アタマ 239．7�
48 ペイシャネガノ 牝4栗 55 江田 照男北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 B470＋ 61：26．85 16．4�
59 � リトルモンスター 牝4鹿 55 D．レーン 吉田 千津氏 武井 亮 米

Off The Hook Part-
ners LLC & Farm III
Enterprises LLC

470－ 81：31．0大差 2．9�
（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 147，773，900円 複勝： 176，730，800円 枠連： 57，763，800円
馬連： 300，986，000円 馬単： 128，360，800円 ワイド： 225，734，000円
3連複： 494，203，600円 3連単： 644，189，400円 計： 2，175，742，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 250円 � 410円 � 600円 枠 連（6－7） 5，340円

馬 連 �� 7，480円 馬 単 �� 11，960円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，970円 �� 5，790円

3 連 複 ��� 41，310円 3 連 単 ��� 167，810円

票 数

単勝票数 計1477739 的中 � 203400（3番人気）
複勝票数 計1767308 的中 � 210988（4番人気）� 109377（6番人気）� 70362（9番人気）
枠連票数 計 577638 的中 （6－7） 8371（18番人気）
馬連票数 計3009860 的中 �� 31165（25番人気）
馬単票数 計1283608 的中 �� 8049（40番人気）
ワイド票数 計2257340 的中 �� 34058（20番人気）�� 29801（24番人気）�� 9866（46番人気）
3連複票数 計4942036 的中 ��� 8971（110番人気）
3連単票数 計6441894 的中 ��� 2783（451番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．0―11．6―12．1―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．3―45．9―58．0―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サザンヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ダンスインザダーク

2015．5．16生 牡5鹿 母 スプライトダンス 母母 タツプユアトウズ 12戦1勝 賞金 49，743，000円
地方デビュー 2017．5．23 門別

〔騎手変更〕 ハルクンノテソーロ号の騎手大野拓弥は，第4競走の発走地点での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
〔調教再審査〕 リトルモンスター号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 リトルモンスター号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（2東京2）第8日 5月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 166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

399，190，000円
5，490，000円
32，340，000円
6，740，000円
49，870，000円
9，000，000円
70，327，000円
5，157，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
1，427，407，000円
1，530，625，800円
528，542，300円
3，089，768，200円
1，541，218，900円
2，078，368，800円
5，298，338，700円
8，643，864，000円
724，473，900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
5 重 勝
計 24，862，607，600円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回東京競馬第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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