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11109 5月24日 晴 良 （2東京2） 第10日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時05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
1：21．5
1：20．3

重
不良

24 サンキーウエスト 牝3青鹿54 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社
ケイズ 448＋ 61：26．1 2．5�

48 ク ー レ ク ー 牝3栗 54 M．デムーロ程田 真司氏 伊藤 大士 浦河 有限会社
吉田ファーム 452± 01：26．31� 4．3�

36 タッカーメイヴィス 牝3鹿 54 丹内 祐次小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 458－ 81：27．15 47．1�
714 ブラーニーキス 牝3栗 54

52 △木幡 育也吉田 和美氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：27．2クビ 141．5�
612 サイモンベラーノ 牝3栗 54 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 470＋ 4 〃 クビ 18．8�
713 ドライブラン 牝3栗 54 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 476＋ 2 〃 アタマ 27．8	
815 ワンモアデイ 牝3栗 54 伊藤 工真松田 整二氏 林 徹 浦河 富塚ファーム 430－ 61：27．3� 416．6

47 ラブロッソー 牝3青鹿54 和田 竜二増田 陽一氏 星野 忍 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 41：27．5� 26．6�
611 スマイルフェイス 牝3栗 54 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 504－ 21：27．71� 25．7�
11 アッタヴァンティ 牝3鹿 54 内田 博幸 サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 アタマ 55．7�
12 レッドシノン 牝3栗 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 494－ 41：27．8� 48．6�
35 ディヴィニティ 牝3鹿 54 C．ルメール J．ウー氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 540＋ 41：28．22� 2．9�
510 ク ロ キ シ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 410＋101：28．3� 33．4�
23 スラーリドラーテ 牝3鹿 54 松山 弘平加藤 厚子氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 470＋121：28．51 40．2�
59 ゼ ン カ 牝3黒鹿54 加藤 祥太田中 春美氏 的場 均 新ひだか 田中 春美 530 ―1：31．7大差 357．3�
816 デルマラリマー 牝3青鹿54 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 486－141：32．12� 420．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，215，700円 複勝： 62，740，100円 枠連： 13，294，800円
馬連： 72，997，900円 馬単： 33，173，300円 ワイド： 62，408，200円
3連複： 117，872，000円 3連単： 130，945，300円 計： 532，647，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 160円 � 550円 枠 連（2－4） 500円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，390円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 7，360円 3 連 単 ��� 23，820円

票 数

単勝票数 計 392157 的中 � 121564（1番人気）
複勝票数 計 627401 的中 � 209980（1番人気）� 94851（3番人気）� 17043（9番人気）
枠連票数 計 132948 的中 （2－4） 20294（2番人気）
馬連票数 計 729979 的中 �� 98351（2番人気）
馬単票数 計 331733 的中 �� 23620（3番人気）
ワイド票数 計 624082 的中 �� 81160（2番人気）�� 10344（16番人気）�� 4699（31番人気）
3連複票数 計1178720 的中 ��� 11999（23番人気）
3連単票数 計1309453 的中 ��� 3984（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．7―49．5―1：01．7―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンキーウエスト �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2019．12．7 中山5着

2017．3．26生 牝3青鹿 母 サンマディソン 母母 チューベローズ 8戦1勝 賞金 14，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼンカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月24日まで平地競走に出走

できない。
デルマラリマー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月24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 ノボパニコ号

11110 5月24日 晴 良 （2東京2） 第10日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時30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
1：33．8
1：33．3

重
良

713 ロワマージュ 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474－ 21：38．6 6．4�

48 サウンドトラック 牡3栗 56 松山 弘平 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 504＋ 41：38．81� 7．7�
35 ブラックトマホーク 牡3黒鹿56 D．レーン 吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 472± 01：38．9クビ 4．2�

（豪）

510 リヴィエラボーイ 牡3黒鹿56 M．デムーロ吉岡 泰治氏 松山 将樹 新冠 アラキフアーム B456＋ 61：39．53� 5．3�
816 セイウンノア 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 512± 01：39．92� 307．0�
47 テンチシンメイ 牡3鹿 56 三浦 皇成岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 B500＋ 21：40．11� 2．5	
714 ウインオーサム 牡3栗 56 伊藤 工真�ウイン 中舘 英二 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 61：40．2� 45．5

612 マ ン ド ゥ 牡3黒鹿56 木幡 巧也 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 458＋ 4 〃 クビ 48．1�
36 ラ パ ウ ィ ラ 牡3芦 56 内田 博幸八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 460＋ 21：40．83� 131．6�
23 マイネルチェスト 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 458± 01：40．9クビ 24．1
815 ブラックシャウト 牡3青鹿56 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 木村 哲也 新ひだか タイヘイ牧場 466－141：41．0� 58．2�
11 カシノスペリオル 牡3鹿 56 柴田 大知柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 土田農場 450－ 41：42．17 406．6�
24 ニーマルブラック �3青 56 和田 竜二板橋 秋氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 470－281：42．2クビ 115．9�
611 メルヴェイユシチー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �友駿ホースクラブ 田中 清隆 新冠 浜口牧場 524－ 81：42．51� 426．5�
12 エルサフィーロ 牡3鹿 56

54 △木幡 育也 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム B460－ 21：43．03 38．9�
59 ユアザオンリー 牡3黒鹿56 加藤 祥太藤本 直弘氏 尾形 和幸 平取 鹿戸 辰幸 464 ―1：44．7大差 360．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，189，600円 複勝： 62，676，900円 枠連： 10，523，700円
馬連： 63，288，000円 馬単： 31，705，800円 ワイド： 53，077，900円
3連複： 92，259，500円 3連単： 110，537，900円 計： 463，259，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 230円 � 180円 枠 連（4－7） 530円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 710円 �� 540円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 32，850円

票 数

単勝票数 計 391896 的中 � 48313（4番人気）
複勝票数 計 626769 的中 � 85104（4番人気）� 66110（5番人気）� 99122（2番人気）
枠連票数 計 105237 的中 （4－7） 15175（3番人気）
馬連票数 計 632880 的中 �� 21296（10番人気）
馬単票数 計 317058 的中 �� 4501（21番人気）
ワイド票数 計 530779 的中 �� 19026（10番人気）�� 25813（7番人気）�� 19186（9番人気）
3連複票数 計 922595 的中 ��� 15845（13番人気）
3連単票数 計1105379 的中 ��� 2439（98番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．3―12．5―12．8―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．6―49．1―1：01．9―1：14．2―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロワマージュ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Dansili デビュー 2019．12．14 阪神4着

2017．2．4生 牡3鹿 母 エ ヴ ァ モ ア 母母 Reunite 5戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユアザオンリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月24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〕 メルヴェイユシチー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月24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 アルコンシチー号・キリシマダイオウ号・タシロ号・リョウランハート号
※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。

第２回 東京競馬 第１０日



11111 5月24日 晴 良 （2東京2） 第10日 第3競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時00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
1：56．1
1：56．1

良
良

34 アイブランコ 牡3栗 56 内田 博幸ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 492＋ 21：59．8 3．7�

58 トロワシャルム 牡3青鹿56 C．ルメール 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464－ 42：00．01 3．2�
713 スワーヴカエサル 牡3鹿 56 横山 典弘�NICKS 田中 博康 千歳 社台ファーム 524－ 82：00．21� 4．7�
611 ショウナンハリマオ 牡3芦 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 登別 青藍牧場 496－ 42：00．41� 8．4�
46 ハスキージュリー 牝3黒鹿54 吉田 豊渡邊 隆氏 土田 稔 浦河 高野牧場 436－ 82：00．5� 398．6�
815 ハーツシンフォニー 牡3青鹿56 D．レーン DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 下河辺牧場 B476＋ 6 〃 ハナ 4．0	

（豪）

35 ヴィーヴァメジロ 牡3鹿 56 和田 竜二芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 B468－ 2 〃 ハナ 19．6

814 ト レ ベ ー ラ 牝3鹿 54 藤井勘一郎田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 22：00．81� 239．2�
712 バッハスピリッツ 牡3栗 56 伊藤 工真小川 敏夫氏 小桧山 悟 清水 小野瀬 竜馬 432＋ 22：00．9� 669．2�
59 ワイルドブリット 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 増本牧場 440－ 22：01．11� 626．0
22 ニシノカテリーナ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗西山 茂行氏 伊藤 大士 新ひだか 下屋敷牧場 446－ 6 〃 ハナ 140．5�
47 ラビングシーン 牝3芦 54

52 △木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本間 忍 日高 宝寄山 拓樹 474－ 42：01．95 426．2�

23 アドマイヤグルス 牡3鹿 56 野中悠太郎近藤 旬子氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 クビ 55．5�
610 ウチノファイバー 牝3栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 斉藤 安行 430－102：03．7大差 357．1�
11 ウィシュワールド 牡3鹿 56 柴田 大知 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 川上牧場 518 ―2：05．6大差 129．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，411，700円 複勝： 61，765，700円 枠連： 10，660，400円
馬連： 73，847，400円 馬単： 32，500，300円 ワイド： 50，704，700円
3連複： 93，340，100円 3連単： 120，537，600円 計： 485，767，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（3－5） 640円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 280円 �� 380円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 7，120円

票 数

単勝票数 計 424117 的中 � 90768（2番人気）
複勝票数 計 617657 的中 � 139766（1番人気）� 131737（2番人気）� 94404（4番人気）
枠連票数 計 106604 的中 （3－5） 12890（3番人気）
馬連票数 計 738474 的中 �� 77658（3番人気）
馬単票数 計 325003 的中 �� 18785（3番人気）
ワイド票数 計 507047 的中 �� 47762（3番人気）�� 32402（6番人気）�� 34959（5番人気）
3連複票数 計 933401 的中 ��� 52202（5番人気）
3連単票数 計1205376 的中 ��� 12271（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．5―47．6―1：00．1―1：12．3―1：24．4―1：35．9―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．4

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アイブランコ �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．8．3 札幌8着

2017．4．11生 牡3栗 母 クリスコンフリクト 母母 フリクション 10戦1勝 賞金 9，920，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィシュワールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月24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〕 バッハスピリッツ号・ワイルドブリット号・ニシノカテリーナ号・ラビングシーン号は，「3走成績による出走

制限」のため，令和2年7月24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。

11112 5月24日 晴 良 （2東京2） 第10日 第4競走 ��
��2，400�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
2：20．6
2：20．6

良
良

22 ル カ 牡3鹿 56 C．ルメール 窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 482－ 82：27．6 1．9�
710 スターリーゴールド 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 458 ―2：27．7� 38．9�
44 アネモネテソーロ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 幌村牧場 484＋ 82：27．8� 28．4�

33 マイネルエルガー 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 42：27．9� 12．6�

68 マイロングタイム 牡3鹿 56 村田 一誠佐藤 良二氏 藤原 辰雄 日高 賀張三浦牧場 458＋ 22：28．11� 8．5	
11 フジマサヒーロー 牡3鹿 56 野中悠太郎藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B476－ 2 〃 アタマ 5．7

67 ニシノコルレオーネ 	3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 442－ 8 〃 ハナ 18．7�
56 ク ロ ス キ ー 	3鹿 56 松山 弘平 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 526＋142：28．2クビ 5．1�
79 フルールエトワール 牝3芦 54 木幡 巧也髙松 悟氏 上原 博之 日高 いとう牧場 B492－ 22：28．73 20．0
811 ロンドンストライプ 牡3黒鹿56 丹内 祐次ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 モトスファーム 458－ 62：28．8� 174．1�
55 ヌ ン シ ー ズ 牡3鹿 56 武士沢友治ヌンクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 420－ 82：29．12 306．4�
812 ルージュカプリス 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗 �友駿ホースクラブ 菊川 正達 新ひだか 三石橋本牧場 408－ 22：33．6大差 318．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 45，888，400円 複勝： 59，340，200円 枠連： 11，383，000円
馬連： 66，968，400円 馬単： 34，903，200円 ワイド： 53，230，800円
3連複： 96，502，200円 3連単： 139，984，300円 計： 508，200，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 740円 � 610円 枠 連（2－7） 1，410円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 5，160円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 1，040円 �� 9，100円

3 連 複 ��� 29，260円 3 連 単 ��� 92，590円

票 数

単勝票数 計 458884 的中 � 186462（1番人気）
複勝票数 計 593402 的中 � 160468（1番人気）� 15875（9番人気）� 19841（8番人気）
枠連票数 計 113830 的中 （2－7） 6223（7番人気）
馬連票数 計 669684 的中 �� 11207（17番人気）
馬単票数 計 349032 的中 �� 5069（18番人気）
ワイド票数 計 532308 的中 �� 9397（17番人気）�� 13528（13番人気）�� 1454（40番人気）
3連複票数 計 965022 的中 ��� 2473（62番人気）
3連単票数 計1399843 的中 ��� 1096（251番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．9―13．0―12．6―12．7―12．9―12．3―11．7―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．2―37．1―50．1―1：02．7―1：15．4―1：28．3―1：40．6―1：52．3―2：03．8―2：15．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3
9－4－6，3，8（2，7）5，1－11，10－12
9－4（6，8）3（2，1，7）－（5，12）10，11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ル カ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danehill デビュー 2019．11．24 東京11着

2017．4．6生 牡3鹿 母 ディラローシェ 母母 Sea Port 7戦1勝 賞金 8，470，000円
〔制裁〕 マイネルエルガー号の騎手柴田大知は，決勝線手前で外側に斜行したことについて令和2年6月6日から令和2年6月14日

まで騎乗停止。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルージュカプリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月24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〕 ルージュカプリス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月24日まで平地競走に出走で

きない。



11113 5月24日 晴 良 （2東京2） 第10日 第5競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走12時20分 （500万円以下） （ダート・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
1：21．5
1：20．3

重
不良

815 タイキラッシュ 牡3黒鹿56 D．レーン �大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 510± 01：23．9 1．4�

（豪）

713 メタルスパーク 牡3芦 56 三浦 皇成ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 21：24．53� 6．2�
36 ペルシャンジュエル 牝3鹿 54 和田 竜二深澤 朝房氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 426－ 21：24．81� 34．1�
11 トリプルシックス 牝3黒鹿54 横山 典弘西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 466＋ 21：25．01 43．8�
47 ベイビーボス 牡3鹿 56 M．デムーロ酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 452＋ 21：25．1� 6．1	
48 プ リ ン サ ン 牝3鹿 54 吉田 豊是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 422－ 61：25．2� 320．9

816 ウィーンソナタ 牝3青鹿 54

52 △木幡 育也星野 �男氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 488± 01：25．3� 94．0�
59 ツインシップ 牡3芦 56 武 豊合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 444＋ 21：25．4クビ 35．2
35 テンサイドカップ 牝3鹿 54 内田 博幸天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 466＋ 41：25．61	 18．4�
510 コ ル ニ リ ア 牡3鹿 56 田辺 裕信�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 442± 0 〃 アタマ 78．4�
714 ブレイクザボーダー 牡3栗 56 柴田 大知 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 新ひだか 萩澤 國男 470± 01：25．92 67．6�
12 セレンディピア 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 464－ 21：27．07 230．4�
611 ルヴァンヴェール 牡3鹿 56 松山 弘平 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B478± 01：27．74 28．9�
24 コパノライダー 牡3青鹿 56

53 ▲小林 脩斗小林 照弘氏 斎藤 誠 新ひだか へいはた牧場 448＋ 4 〃 ハナ 394．4�
23 キラットダイヤ 牝3栗 54 野中悠太郎�ビリオンスター上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B456－161：27．91	 61．0�

（15頭）
612 リアンフィーユ 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 450＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 42，209，300円 複勝： 136，086，700円 枠連： 16，061，600円
馬連： 71，913，700円 馬単： 41，552，200円 ワイド： 61，523，000円
3連複： 106，141，700円 3連単： 153，159，500円 計： 628，647，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 310円 枠 連（7－8） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 160円 �� 490円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 差引計 422093（返還計 15571） 的中 � 234521（1番人気）
複勝票数 差引計1360867（返還計 38447） 的中 � 938107（1番人気）� 125613（2番人気）� 30365（5番人気）
枠連票数 差引計 160616（返還計 596） 的中 （7－8） 37513（1番人気）
馬連票数 差引計 719137（返還計 72897） 的中 �� 163552（1番人気）
馬単票数 差引計 415522（返還計 39171） 的中 �� 71835（1番人気）
ワイド票数 差引計 615230（返還計 73209） 的中 �� 125928（1番人気）�� 27845（4番人気）�� 11887（12番人気）
3連複票数 差引計1061417（返還計215154） 的中 ��� 48986（3番人気）
3連単票数 差引計1531595（返還計308725） 的中 ��� 33585（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．0―12．5―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―46．7―59．2―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキラッシュ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2019．6．16 東京6着

2017．4．1生 牡3黒鹿 母 グッドイヴニング 母母 イブニングアフェア 8戦2勝 賞金 22，200，000円
〔競走除外〕 リアンフィーユ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アポロティアモ号・ウインアクティーボ号・ココラ号・サンダーブリッツ号・タイムマシン号・トミケンレゲンダ号・

トーアリュウジン号・ハシレコウマ号・ファンファン号
※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。

11114 5月24日 晴 良 （2東京2） 第10日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時50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
1：30．5
1：30．3

良
良

77 サクラトゥジュール 牡3青鹿56 D．レーン �さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 488－ 41：31．7 1．6�
（豪）

33 チアチアクラシカ 牝3鹿 54 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 496＋ 41：32．12� 7．8�
55 ラキャラントシス 牝3栗 54 横山 典弘�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 474＋ 21：32．3� 12．8�
11 フェルミスフィア 牝3栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 ハナ 3．8�
810	 アルファウェーブ 牡3栗 56

54 △木幡 育也吉田 勝己氏 藤沢 和雄 愛 Athassel House
Stud Ltd B532＋101：33．15 109．0	

22 ネバーゴーンアウト 牡3青鹿56 松山 弘平岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 488± 01：33．2クビ 44．0

66 ラッシュアップ 牡3青鹿56 M．デムーロ �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 532－ 2 〃 クビ 17．9�
78 アイルショウユー 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 428＋ 41：33．51� 513．8�
89 レッドアダン 牡3鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466± 01：33．82 10．4
44 アピテソーロ 牡3青鹿56 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 486－ 4 〃 クビ 106．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 50，356，000円 複勝： 140，872，600円 枠連： 9，868，700円
馬連： 73，296，600円 馬単： 47，804，200円 ワイド： 56，352，300円
3連複： 93，152，800円 3連単： 221，653，200円 計： 693，356，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 220円 枠 連（3－7） 550円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 290円 �� 330円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 4，400円

票 数

単勝票数 計 503560 的中 � 237224（1番人気）
複勝票数 計1408726 的中 � 975330（1番人気）� 75766（4番人気）� 53987（5番人気）
枠連票数 計 98687 的中 （3－7） 13687（2番人気）
馬連票数 計 732966 的中 �� 98036（2番人気）
馬単票数 計 478042 的中 �� 45886（3番人気）
ワイド票数 計 563523 的中 �� 52889（3番人気）�� 45181（4番人気）�� 12294（13番人気）
3連複票数 計 931528 的中 ��� 36624（7番人気）
3連単票数 計2216532 的中 ��� 36506（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．3―45．5―57．0―1：08．2―1：19．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラトゥジュール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．6 東京1着

2017．4．14生 牡3青鹿 母 サクラレーヌ 母母 セダンフオーエバー 6戦2勝 賞金 29，212，000円
※アイルショウユー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



11115 5月24日 晴 良 （2東京2） 第10日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・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
1：33．8
1：33．3

重
良

812 モ レ ッ キ �6黒鹿57 和田 竜二 �サンデーレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：38．0 7．9�
44 ホウオウトゥルース �4栗 57 三浦 皇成小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476－ 41：38．31� 13．3�
56 � ク ロ ヒ ョ ウ 牡4青鹿57 木幡 巧也河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 490＋ 8 〃 アタマ 57．7�
45 ヨクエロマンボ �7芦 57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460－ 8 〃 クビ 5．8�
813 グロリアスホープ 牡4鹿 57 石橋 脩�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B500－ 41：38．51	 2．3�
68 � シーオブセレニティ �5黒鹿57 福永 祐一ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－ 2 〃 クビ 6．1	
22 アナザークイーン 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B466＋ 21：38．6� 39．6

11 ユイノチョッパー 牡5黒鹿57 野中悠太郎由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B514＋ 61：38．7クビ 28．7�
69 ロダルキラー 牡4栗 57 M．デムーロディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 518＋ 81：38．8
 5．6
711 クラウンクラシック 牡5芦 57 丹内 祐次矢野 恭裕氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 480－ 2 〃 アタマ 69．8�
57 � ブレイブウォリアー 牡6青鹿57 武士沢友治谷口 祐人氏 小桧山 悟 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 61：39．01
 123．0�
710� スフィーダグリーン 牡6鹿 57 的場 勇人寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 536－ 41：39．74 466．6�
33 ダ イ フ ク 牡7黒鹿 57

55 △木幡 育也小林 博雄氏 深山 雅史 新ひだか 前田 宗将 480＋ 41：39．9� 181．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，795，100円 複勝： 56，057，600円 枠連： 15，748，200円
馬連： 76，025，800円 馬単： 32，438，400円 ワイド： 59，910，900円
3連複： 108，496，900円 3連単： 131，979，700円 計： 518，452，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 370円 � 1，060円 枠 連（4－8） 400円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 8，770円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 4，750円 �� 5，700円

3 連 複 ��� 64，630円 3 連 単 ��� 303，760円

票 数

単勝票数 計 377951 的中 � 37833（5番人気）
複勝票数 計 560576 的中 � 63648（4番人気）� 40356（6番人気）� 12056（9番人気）
枠連票数 計 157482 的中 （4－8） 30098（2番人気）
馬連票数 計 760258 的中 �� 12358（17番人気）
馬単票数 計 324384 的中 �� 2772（32番人気）
ワイド票数 計 599109 的中 �� 10400（17番人気）�� 3222（36番人気）�� 2674（42番人気）
3連複票数 計1084969 的中 ��� 1259（106番人気）
3連単票数 計1319797 的中 ��� 315（532番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．1―12．6―12．5―12．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．6―48．2―1：00．7―1：12．8―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ レ ッ キ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Grand Slam デビュー 2017．5．14 新潟1着

2014．2．13生 �6黒鹿 母 オールザウェイベイビー 母母 Lustily 15戦2勝 賞金 23，894，000円

11116 5月24日 晴 良 （2東京2） 第10日 第8競走 ��
��1，800�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （芝・左）
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
1：44．2
1：43．9

良
良

33 ドナアトラエンテ 牝4黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 444－ 41：44．8 1．5�
55 クインズサン 牡7青 57 D．レーン 亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 458－ 41：45．22� 4．1�

（豪）

77 ショワドゥロワ 牡6黒鹿57 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 514－ 21：45．41	 46．5�
11 ハイアーグラウンド 
6鹿 57 和田 竜二小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 516－ 41：45．5� 23．6�
44 ジョブックコメン 牝5黒鹿55 戸崎 圭太�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 426－ 4 〃 クビ 7．5	
88 エメラルスター 牡6黒鹿57 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 462± 01：45．6クビ 33．8

89 プリミエラムール 牝4芦 55 田辺 裕信ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 田中スタッド 446＋ 61：45．91� 47．0�
22 キ タ イ 牝4鹿 55 武 豊西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 512－ 21：46．64 11．5�
66 エニグマバリエート 牡8青鹿57 浜中 俊平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B498＋ 4 〃 クビ 89．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，569，600円 複勝： 127，386，700円 枠連： 9，710，900円
馬連： 66，220，600円 馬単： 48，188，200円 ワイド： 49，263，200円
3連複： 95，098，600円 3連単： 244，354，100円 計： 687，791，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 330円 枠 連（3－5） 230円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 160円 �� 590円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 3，320円

票 数

単勝票数 計 475696 的中 � 253095（1番人気）
複勝票数 計1273867 的中 � 957791（1番人気）� 112326（2番人気）� 19570（7番人気）
枠連票数 計 97109 的中 （3－5） 32704（1番人気）
馬連票数 計 662206 的中 �� 217346（1番人気）
馬単票数 計 481882 的中 �� 120415（1番人気）
ワイド票数 計 492632 的中 �� 110170（1番人気）�� 17790（8番人気）�� 10668（13番人気）
3連複票数 計 950986 的中 ��� 39426（6番人気）
3連単票数 計2443541 的中 ��� 53239（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―35．6―47．1―58．6―1：10．3―1：21．7―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ドナアトラエンテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー 2018．8．5 新潟1着

2016．1．24生 牝4黒鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 6戦3勝 賞金 38，868，000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。



11117 5月24日 晴 良 （2東京2） 第10日 第9競走 ��
��2，100�

たんざわ

丹沢ステークス
発走14時25分（番組第12競走を順序変更） （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

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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

44 � バスカヴィル 牡6鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 加藤 征弘 米
Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

486＋ 22：11．3 1．9�
88 ヴィジョンオブラヴ 牡5青鹿57 三浦 皇成大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 512＋ 42：11．4	 6．3�
22 パイロキネシスト 牡8黒鹿57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B492－ 42：11．71
 23．3�
66 リフトトゥヘヴン 牡6鹿 57 川田 将雅丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490± 02：11．8
 4．6�
77 テトラルキア �5鹿 57 石橋 脩吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 480－ 42：12．01� 5．0�
33 ジュンスターホース 牡6栗 57 藤井勘一郎河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B478＋ 22：12．63	 23．2�
55 ロ ジ テ ィ ナ 牡5黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 542＋ 2 〃 アタマ 32．0	
11 サトノディード �5青鹿57 田辺 裕信 
サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム B498± 02：14．08 16．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 50，201，900円 複勝： 52，709，700円 枠連： 発売なし
馬連： 93，557，800円 馬単： 50，204，400円 ワイド： 62，259，800円
3連複： 110，725，700円 3連単： 239，578，000円 計： 659，237，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 150円 � 360円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 250円 �� 620円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 7，870円

票 数

単勝票数 計 502019 的中 � 202184（1番人気）
複勝票数 計 527097 的中 � 162979（1番人気）� 85664（3番人気）� 24156（7番人気）
馬連票数 計 935578 的中 �� 118652（3番人気）
馬単票数 計 502044 的中 �� 46055（2番人気）
ワイド票数 計 622598 的中 �� 74396（2番人気）�� 24352（8番人気）�� 7653（22番人気）
3連複票数 計1107257 的中 ��� 25621（13番人気）
3連単票数 計2395780 的中 ��� 22058（28番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．6―12．2―12．2―12．6―12．7―12．6―12．4―12．6―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．1―30．7―42．9―55．1―1：07．7―1：20．4―1：33．0―1：45．4―1：58．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�バスカヴィル �

父 Bernardini �


母父 Distorted Humor デビュー 2016．10．23 東京2着

2014．3．4生 牡6鹿 母 Divalarious 母母 Alidiva 22戦4勝 賞金 74，598，000円

11118 5月24日 晴 良 （2東京2） 第10日 第10競走 ��
��1，400�フリーウェイステークス

発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．5．18以降2．5．17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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

34 ア ビ ー ム 牝5青鹿53 武 豊 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 474± 01：19．7 4．5�
58 カ ル リ ー ノ 牡4鹿 55 D．レーン �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 508－ 21：19．8� 6．8�
（豪）

814 ネ リ ッ サ 牝4鹿 52 浜中 俊木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 440± 01：19．9� 16．6�
712 アフランシール 牝4鹿 53 川田 将雅前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋141：20．0クビ 8．2�
46 ブレイブメジャー 牡4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 ハナ 4．2	
69 ウインフェニックス 牡9鹿 54 柴田 大知�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 B476± 0 〃 クビ 53．0

610 ビ リ ー バ ー 牝5黒鹿54 松山 弘平�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 466± 01：20．1クビ 5．3�
33 レ ノ ー ア 牝4栗 53 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 420＋ 21：20．31 9．5�
45 キ ル ロ ー ド 	5鹿 55 和田 竜二エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 B502± 0 〃 クビ 11．7
22 ダイトウキョウ 牡8鹿 54 田辺 裕信市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 466－ 4 〃 ハナ 73．8�
57 ホウオウカトリーヌ 牝4鹿 52 内田 博幸小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 474－ 81：20．4� 106．6�
711 ドルチャーリオ 牡7栗 54 藤井勘一郎ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋161：20．5� 113．2�
11 ウィンドライジズ 牡6鹿 55 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 468＋ 21：20．6� 24．2�

（13頭）
813 ソーラーフレア 牡5鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 67，468，200円 複勝： 103，013，000円 枠連： 29，423，000円
馬連： 168，315，500円 馬単： 57，421，400円 ワイド： 108，347，800円
3連複： 227，310，800円 3連単： 240，397，700円 計： 1，001，697，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 220円 � 430円 枠 連（3－5） 1，040円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，710円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 34，760円

票 数

単勝票数 差引計 674682（返還計 8743） 的中 � 117695（2番人気）
複勝票数 差引計1030130（返還計 12787） 的中 � 153059（3番人気）� 129470（4番人気）� 52046（8番人気）
枠連票数 差引計 294230（返還計 832） 的中 （3－5） 21894（4番人気）
馬連票数 差引計1683155（返還計 41888） 的中 �� 85864（3番人気）
馬単票数 差引計 574214（返還計 14120） 的中 �� 16334（4番人気）
ワイド票数 差引計1083478（返還計 34900） 的中 �� 50491（4番人気）�� 15801（24番人気）�� 14036（27番人気）
3連複票数 差引計2273108（返還計105059） 的中 ��� 19091（37番人気）
3連単票数 差引計2403977（返還計 99489） 的中 ��� 5014（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．6―45．7―56．8―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．0
3 5（9，10）（4，11）（1，6，12）（3，8）（2，7）14 4 5（9，10）（4，11）（1，6，12）3（2，8）7，14

勝馬の
紹 介

ア ビ ー ム �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．8．26 札幌2着

2015．4．18生 牝5青鹿 母 ジ タ ー ナ 母母 マ ル バ イ ユ 17戦4勝 賞金 73，639，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 ソーラーフレア号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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。

２レース目



11119 5月24日 晴 良 （2東京2） 第10日 第11競走 ��
��2，400�優 駿 牝 馬（ＧⅠ）

発走15時40分 （第81回オークス） （芝・左）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 110，000，000円 44，000，000円 28，000，000円 17，000，000円 11，000，000円
付 加 賞 26，516，000円 7，576，000円 3，788，000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

2：20．6
2：20．6
2：22．8

良
良
良

24 デアリングタクト 牝3青鹿55 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 日高 長谷川牧場 466± 02：24．4 1．6�

816 ウインマリリン 牝3栗 55 横山 典弘�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 22：24．5� 28．5�
47 ウインマイティー 牝3芦 55 和田 竜二�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 62：24．6クビ 60．5�
36 リアアメリア 牝3黒鹿55 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474－ 42：24．7	 30．8�
612 マジックキャッスル 牝3鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 422－ 22：24．8	 107．6	
715 チェーンオブラブ 牝3栗 55 石橋 脩前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 42：24．9クビ 249．9

510 ミヤマザクラ 牝3芦 55 武 豊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 13．1�
35 ホウオウピースフル 牝3栗 55 内田 博幸小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 476－ 22：25．0クビ 37．4�
611 リリーピュアハート 牝3鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 430－ 82：25．1� 26．4
817 マルターズディオサ 牝3青鹿55 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 434－ 6 〃 アタマ 51．2�
11 デ ゼ ル 牝3青鹿55 D．レーン �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 460－ 8 〃 ハナ 5．9�

（豪）

713 ウーマンズハート 牝3鹿 55 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 456－ 42：25．2� 132．9�

818 サンクテュエール 牝3鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：25．41
 21．9�
714 フィオリキアリ 牝3鹿 55 田中 勝春槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424－102：25．61� 236．6�
12 クラヴァシュドール 牝3青鹿55 M．デムーロ�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 440－ 22：25．7	 8．0�
48 スマイルカナ 牝3芦 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 420＋ 42：25．8クビ 36．3�
23 ア ブ レ イ ズ 牝3青鹿55 藤井勘一郎前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 22：26．12 51．1�
59 インターミッション 牝3黒鹿55 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 402－ 42：26．3	 382．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 771，693，100円 複勝： 730，688，000円 枠連： 463，882，100円 馬連： 2，198，206，400円 馬単： 921，870，600円
ワイド： 1，281，440，100円 3連複： 3，755，563，900円 3連単： 5，988，811，800円 5重勝： 739，475，700円 計： 16，851，631，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 130円 � 420円 � 830円 枠 連（2－8） 700円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，750円 �� 5，740円

3 連 複 ��� 15，020円 3 連 単 ��� 42，410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����� 137，410円

票 数

単勝票数 計7716931 的中 � 3665498（1番人気）
複勝票数 計7306880 的中 � 2297912（1番人気）� 344231（6番人気）� 159625（13番人気）
枠連票数 計4638821 的中 （2－8） 513509（2番人気）
馬連票数 計21982064 的中 �� 1000855（4番人気）
馬単票数 計9218706 的中 �� 354276（5番人気）
ワイド票数 計12814401 的中 �� 449790（5番人気）�� 187072（17番人気）�� 55212（50番人気）
3連複票数 計37555639 的中 ��� 187444（47番人気）
3連単票数 計59888118 的中 ��� 102378（119番人気）
5重勝票数 差引計7394757（返還計 69055） 的中 ����� 3767

ハロンタイム 12．3―11．1―12．0―12．3―12．1―12．7―13．0―12．6―12．1―11．2―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．3―23．4―35．4―47．7―59．8―1：12．5―1：25．5―1：38．1―1：50．2―2：01．4―2：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．2
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

デアリングタクト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．16 京都1着

2017．4．15生 牝3青鹿 母 デアリングバード 母母 デアリングハート 4戦4勝 賞金 293，891，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エヴァーガーデン号・クリスティ号・ショウナンハレルヤ号・ミスニューヨーク号
（非抽選馬） 1頭 ルトロヴァイユ号
※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。

11120 5月24日 晴 良 （2東京2） 第10日 第12競走 ��
��2，100�

こ れ ま さ

是 政 特 別
発走16時25分（番組第8競走を順序変更） （ダート・左）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

611 ネオブレイブ 牡4栗 57 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 508± 02：12．9 6．1�
47 ロードストライク 牡4栗 57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム B476－ 22：13．32� 48．7�
59 グレンマクナス 牡6鹿 57 C．ルメール �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 524＋ 22：13．4� 5．2�
713 ヒュミドール 	4鹿 57 松山 弘平�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 472＋ 62：13．71
 40．1�
12 キャベンディッシュ 牡5栗 57 野中悠太郎本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 508－ 22：14．01
 46．6	
714 フーズサイド 牡4黒鹿57 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 490± 0 〃 ハナ 53．0

816� ディスカバー 	6鹿 57 藤井勘一郎村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B468－ 2 〃 クビ 279．2�
815 ファイトアローン 牡5栗 57 福永 祐一�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 540－ 62：14．1クビ 10．4�
24 カフェアトラス 牡5鹿 57 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 B538＋ 6 〃 クビ 117．2
612 トレイントレイン 牡4黒鹿57 石橋 脩�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B512＋ 62：14．52 4．9�
510� デ ス ト ロ イ 牡6栗 57 M．デムーロ諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B512－ 42：14．6� 15．0�
48 スピアザゴールド 	7鹿 57 武 豊 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－102：14．7
 13．6�
35 フィストバンプ 牡4青鹿57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 488＋ 42：14．8� 3．8�
36 � ラ ラ ロ ワ 	5黒鹿57 木幡 巧也飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B500＋ 42：15．22� 12．6�
11 ベルウッドカザン 牡4黒鹿57 柴田 大知鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 494＋ 22：16．26 76．5�
23 シンコーマーチャン 牡6鹿 57 和田 竜二豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B504－ 22：18．2大差 111．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 128，974，700円 複勝： 180，717，200円 枠連： 69，422，900円
馬連： 292，031，800円 馬単： 100，574，900円 ワイド： 215，320，500円
3連複： 457，095，900円 3連単： 520，002，000円 計： 1，964，139，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 860円 � 230円 枠 連（4－6） 1，620円

馬 連 �� 17，750円 馬 単 �� 26，950円

ワ イ ド �� 5，280円 �� 820円 �� 4，440円

3 連 複 ��� 36，510円 3 連 単 ��� 264，560円

票 数

単勝票数 計1289747 的中 � 168516（4番人気）
複勝票数 計1807172 的中 � 238290（3番人気）� 44403（10番人気）� 224448（4番人気）
枠連票数 計 694229 的中 （4－6） 33119（6番人気）
馬連票数 計2920318 的中 �� 12744（45番人気）
馬単票数 計1005749 的中 �� 2798（77番人気）
ワイド票数 計2153205 的中 �� 10217（47番人気）�� 71331（6番人気）�� 12172（44番人気）
3連複票数 計4570959 的中 ��� 9388（103番人気）
3連単票数 計5200020 的中 ��� 1425（707番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―13．0―13．4―12．6―12．8―13．1―12．2―12．0―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．7―31．7―45．1―57．7―1：10．5―1：23．6―1：35．8―1：47．8―2：00．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネオブレイブ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Wild Rush デビュー 2018．10．7 東京7着

2016．3．22生 牡4栗 母 スズノメガミ 母母 Sue’s Temper 18戦3勝 賞金 41，200，000円
〔制裁〕 ロードストライク号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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。
（非当選馬） 1頭 フラテルニテ号

５レース目



（2東京2）第10日 5月24日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

417，180，000円
2，990，000円
29，200，000円
39，340，000円
51，520，000円
67，642，500円
5，066，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
1，362，973，300円
1，774，054，400円
659，979，300円
3，316，669，900円
1，432，336，900円
2，113，839，200円
5，353，560，100円
8，241，941，100円
739，475，700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 24，994，829，900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10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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