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12109 5月20日 晴 良 （30東京2）第10日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

59 シングシングシング 牝3鹿 54 C．ルメール �グリーンファーム新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 452＋ 41：26．9 6．6�

48 チビノオリヴィア 牝3青鹿54 内田 博幸梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 448＋ 21：27．0� 5．1�
35 レガロデルソル 牝3鹿 54 田辺 裕信�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 498＋ 21：27．1� 2．6�
611 タツオウカランブ 牝3栗 54 岩田 康誠鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 474＋ 21：27．42 14．5�
714 サクラノハナビラ 牝3鹿 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 408－101：27．5� 98．3	
510 テトラクォーク 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 420＋ 4 〃 クビ 3．4

815 サクライザベル 牝3栗 54 江田 照男坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 伏木田牧場 448＋ 61：27．6� 25．7�
24 ベ リ ッ シ マ 牝3青鹿54 横山 典弘磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 472＋ 81：27．81 66．2�
816 サムシングクール 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也桜井 忠隆氏 中川 公成 苫小牧 藤澤 昭勝 438＋141：28．33 50．7
47 エリーエスパー 牝3鹿 54

52 △武藤 雅谷川 正純氏 本間 忍 新ひだか 城地牧場 466＋ 21：28．93� 158．6�
713 リアルハニー 牝3栗 54 伊藤 工真湊 義明氏 大竹 正博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－ 81：29．0� 29．5�
11 クレバーレディー 牝3栗 54 嘉藤 貴行増山 武志氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 456－ 21：29．31� 394．8�
612 フジジェットレディ 牝3栗 54 武士沢友治�フジレーシング 根本 康広 むかわ 桑原牧場 416＋ 41：29．51� 470．3�
23 リーベグランツ 牝3鹿 54 柴田 善臣吉田 晴哉氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 458± 01：29．6クビ 247．3�
12 パ ン テ ラ 牝3栗 54 北村 宏司佐藤 範夫氏 田島 俊明 新冠 松浦牧場 432＋ 61：29．91� 29．6�
36 ネオヴァラドン 牝3栗 54 松岡 正海小林 仁幸氏 中舘 英二 日高 白井牧場 456＋ 6 〃 クビ 299．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，452，100円 複勝： 52，560，700円 枠連： 15，677，400円
馬連： 67，194，900円 馬単： 32，186，500円 ワイド： 39，577，400円
3連複： 90，387，400円 3連単： 110，836，000円 計： 438，872，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 170円 � 160円 � 140円 枠 連（4－5） 520円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 430円 �� 450円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 9，650円

票 数

単勝票数 計 304521 的中 � 36452（4番人気）
複勝票数 計 525607 的中 � 70444（4番人気）� 81690（3番人気）� 114878（2番人気）
枠連票数 計 156774 的中 （4－5） 23272（2番人気）
馬連票数 計 671949 的中 �� 39301（6番人気）
馬単票数 計 321865 的中 �� 8943（13番人気）
ワイド票数 計 395774 的中 �� 22674（5番人気）�� 21462（6番人気）�� 35532（2番人気）
3連複票数 計 903874 的中 ��� 61225（3番人気）
3連単票数 計1108360 的中 ��� 8325（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．3―49．1―1：01．8―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シングシングシング �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2017．10．22 新潟15着

2015．5．12生 牝3鹿 母 シンギングセンセーション 母母 Court Reception 5戦1勝 賞金 8，000，000円

12110 5月20日 晴 良 （30東京2）第10日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

815 サイモンジルバ 牝3鹿 54 戸崎 圭太澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 446－ 21：41．6 2．3�
612 ラスティユース 牡3栗 56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 474＋ 4 〃 アタマ 8．5�
713 スターオンザヒル 牡3黒鹿56 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 494＋ 21：41．91� 56．8�
48 カプリロマン 牝3鹿 54 大庭 和弥小川 敏夫氏 小桧山 悟 浦河 不二牧場 424－ 21：42．0� 141．0�
47 アルスラーン 牡3黒鹿56 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 500＋161：42．21� 8．4�
816 ベルウッドヘルタ 牡3鹿 56 北村 宏司鈴木 照雄氏 伊藤 大士 浦河 中脇 満 512－101：42．3� 79．5�
611 ロイヤルバースデー 牡3栗 56 横山 典弘松井 晴彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 484＋ 21：42．4� 10．4	
23 シャドウラーテル 牡3黒鹿56 岩田 康誠
Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B472± 01：42．5� 3．7�
12 モルドレッド 牡3鹿 56 蛯名 正義村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B488－ 61：42．6� 31．1�
11 パズルリンクス 牡3黒鹿56 大野 拓弥水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 432＋ 61：42．7クビ 9．8
510 ポイズンピル 牡3鹿 56 村田 一誠田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 安達 洋生 430－ 51：43．23 548．5�
714 プリサイスプロミス 牡3栗 56 岩部 純二阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム 518－ 2 〃 ハナ 135．5�
36 ペイシャガンセ 牝3鹿 54 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 480－ 21：43．3� 182．2�
59 ケイジーワンダー 牡3黒鹿56 柴田 大知鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 500－141：43．4� 298．7�
35 シ ン マ 牡3栗 56

54 △武藤 雅
MMC 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 442－ 81：43．61 74．1�
24 テリングブロウ 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 41：45．19 51．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，169，100円 複勝： 49，916，400円 枠連： 15，499，300円
馬連： 61，996，300円 馬単： 34，977，000円 ワイド： 40，919，200円
3連複： 80，154，300円 3連単： 114，552，200円 計： 428，183，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 210円 � 740円 枠 連（6－8） 480円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，370円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 15，680円

票 数

単勝票数 計 301691 的中 � 103762（1番人気）
複勝票数 計 499164 的中 � 199125（1番人気）� 48331（3番人気）� 9647（8番人気）
枠連票数 計 154993 的中 （6－8） 24977（2番人気）
馬連票数 計 619963 的中 �� 55101（2番人気）
馬単票数 計 349770 的中 �� 21591（3番人気）
ワイド票数 計 409192 的中 �� 29272（2番人気）�� 7331（15番人気）�� 3181（28番人気）
3連複票数 計 801543 的中 ��� 9851（17番人気）
3連単票数 計1145522 的中 ��� 5294（47番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．7―13．7―13．5―12．5―12．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．8―50．5―1：04．0―1：16．5―1：29．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F37．6
3 1（3，4）（2，7）8（6，15）11（13，16）5（14，12）10－9 4 ・（1，3）（4，7）2（6，8，15）（11，16）（5，13）（14，12）10，9

勝馬の
紹 介

サイモンジルバ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．7．30 新潟12着

2015．4．9生 牝3鹿 母 メイショウチルチェ 母母 チアズグレイス 12戦1勝 賞金 12，600，000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。
（非当選馬） 4頭 アルファルミナス号・コーラルフィーユ号・ジュビラント号・ミスティカル号
（非抽選馬） 2頭 ゴウノモノ号・スガノブリランテ号

第２回 東京競馬 第１０日



12111 5月20日 晴 良 （30東京2）第10日 第3競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

59 サクラトップスター 牡3栗 56 武士沢友治�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 460－ 82：15．8 112．1�
713 ペイストリー 牝3栗 54 北村 宏司 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 514－ 42：16．11� 5．9�
12 デルマバラライカ 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 528＋ 62：16．63 3．7�
11 タイセイカレッジ 牡3芦 56 大野 拓弥田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 432－ 22：17．23� 7．2�
23 ネ コ マ ヒ カ 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 522－ 42：18．05 16．7	
35 コスモターンブルー 牡3青 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム B498－ 62：18．1� 11．1

24 クロックムッシュ 牡3鹿 56 石川裕紀人青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 クビ 32．2�
816 トラジェクトリー 牡3鹿 56 菅原 隆一松尾 正氏 小西 一男 平取 北島牧場 464－ 42：18．31� 102．7�
612 メモリーブレッド 牡3鹿 56 三浦 皇成保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 B504－ 82：18．51� 5．6
36 サクラトップタイム 牡3鹿 56 江田 照男�トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B484＋ 42：18．7� 56．5�
510 リネンマンファス 牝3鹿 54 和田 竜二戸山 昌彦氏 加藤 和宏 新ひだか 高橋 修 478＋ 42：19．02 72．7�
47 ロイヤルアフェア 牡3栗 56 内田 博幸 �シルクレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋182：19．32 4．1�
714 ハッピーメモリアル 牝3鹿 54 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 470± 02：19．4� 66．9�
815 マラビージャドラダ 牡3栗 56 大庭 和弥柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 432－ 42：19．71� 396．4�
48 シンシアリティー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 514－ 62：21．310 193．1�
611 クリノカナロアオー �3黒鹿56 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 438－142：22．79 352．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，698，800円 複勝： 41，895，400円 枠連： 16，247，000円
馬連： 62，112，000円 馬単： 28，998，800円 ワイド： 34，843，700円
3連複： 75，953，200円 3連単： 93，355，100円 計： 381，104，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，210円 複 勝 � 2，070円 � 200円 � 150円 枠 連（5－7） 14，020円

馬 連 �� 41，070円 馬 単 �� 109，840円

ワ イ ド �� 7，970円 �� 8，720円 �� 590円

3 連 複 ��� 63，220円 3 連 単 ��� 743，760円

票 数

単勝票数 計 276988 的中 � 1976（13番人気）
複勝票数 計 418954 的中 � 3539（13番人気）� 57479（3番人気）� 92528（1番人気）
枠連票数 計 162470 的中 （5－7） 898（19番人気）
馬連票数 計 621120 的中 �� 1172（46番人気）
馬単票数 計 289988 的中 �� 198（111番人気）
ワイド票数 計 348437 的中 �� 1079（44番人気）�� 985（48番人気）�� 16502（6番人気）
3連複票数 計 759532 的中 ��� 901（102番人気）
3連単票数 計 933551 的中 ��� 91（831番人気）

ハロンタイム 6．9―11．7―13．0―13．1―13．2―13．5―13．3―13．5―12．8―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―18．6―31．6―44．7―57．9―1：11．4―1：24．7―1：38．2―1：51．0―2：03．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F37．6
1
3
14（15，13）（5，9，16）（6，10）（12，11）7，4，8－（1，3，2）・（14，13）（5，16）10（6，15，9）12（7，4）2（1，8）3－11

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

勝馬の
紹 介

サクラトップスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．1．21 中山13着

2015．3．28生 牡3栗 母 サクラトップクイン 母母 マストシーストップ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 コスモターンブルー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノカナロアオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月20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 サンライズソル号

12112 5月20日 晴 良 （30東京2）第10日 第4競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

612 ドリームスピリット 牡3鹿 56 C．ルメール 落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 492＋ 62：26．7 1．9�
611 アルビオリクス 牡3鹿 56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 クビ 3．5�
12 ツインクルテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：27．33� 16．2�
36 ショウナンバリウス 牡3黒鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 484± 0 〃 アタマ 49．7�
59 シ ン デ レ ラ 牝3鹿 54 三浦 皇成エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 村下農場 436± 02：27．61� 5．4	
24 ナ リ イ チ 牡3鹿 56 和田 竜二細川 勝也氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 502－102：28．23� 185．8

47 ハリケーンズアイ 牡3黒鹿56 松若 風馬会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 502＋ 2 〃 クビ 144．8�
510 ヒーロークライシス 牡3青鹿 56

54 △武藤 雅 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B522＋ 62：28．51� 31．9�
713 ウェルズレジェンド 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 B476－ 22：28．71� 464．6
23 ア ン ル ヴ ェ 牝3栗 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－ 62：28．91	 21．0�
714 サンクエトワール 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 378＋ 82：29．0� 286．3�
48 ニシノミストレス 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 430－ 6 〃 クビ 13．4�
815 ル フ ィ ー ナ 牝3鹿 54 石川裕紀人小川眞査雄氏 大竹 正博 洞
湖 レイクヴィラファーム 456－ 42：29．63� 124．2�
816 ア ビ リ テ ィ 牝3鹿 54 的場 勇人西村 專次氏 的場 均 浦河 グラストレーニ

ングセンター 464＋ 22：30．66 367．8�
11 ナ タ ー シ ャ 牝3青鹿54 岩部 純二�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476＋122：30．7クビ 347．7�
35 ノ ラ ボ ウ ナ �3鹿 56 武士沢友治�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム B496－102：31．55 238．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，212，900円 複勝： 77，951，000円 枠連： 17，513，200円
馬連： 69，940，100円 馬単： 41，757，700円 ワイド： 42，347，600円
3連複： 93，061，700円 3連単： 161，975，800円 計： 538，760，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 200円 枠 連（6－6） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 160円 �� 380円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 2，740円

票 数

単勝票数 計 342129 的中 � 141721（1番人気）
複勝票数 計 779510 的中 � 471910（1番人気）� 101791（2番人気）� 37084（4番人気）
枠連票数 計 175132 的中 （6－6） 51333（1番人気）
馬連票数 計 699401 的中 �� 188448（1番人気）
馬単票数 計 417577 的中 �� 79067（1番人気）
ワイド票数 計 423476 的中 �� 88670（1番人気）�� 24586（4番人気）�� 14644（7番人気）
3連複票数 計 930617 的中 ��� 66475（3番人気）
3連単票数 計1619758 的中 ��� 42781（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．4―12．0―12．9―13．2―12．3―12．2―12．6―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�
12．6―23．8―36．2―48．2―1：01．1―1：14．3―1：26．6―1：38．8―1：51．4―2：02．9―2：14．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．3
1
3
1，10（8，12）16（4，11）－6（2，13）（15，7）（3，5）－14，9
1（10，11）（8，12）（4，6）16（2，7）3（14，13）15，9－5

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

勝馬の
紹 介

ドリームスピリット �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2017．10．29 東京5着

2015．3．28生 牡3鹿 母 ティーアイディップ 母母 シ ェ ー マ 7戦1勝 賞金 11，600，000円
〔発走状況〕 シンデレラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ウェルズレジェンド号の騎手木幡育也は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）



12113 5月20日 晴 良 （30東京2）第10日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

612 エピックアン 牡3芦 56 田辺 裕信�TURFILS 大和田 成 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 486－ 61：25．8 4．6�

12 モリトユウブ 牡3鹿 56 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 490＋ 6 〃 クビ 6．9�
816 ド リ ュ ウ 牡3栗 56 江田 照男�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 440± 01：26．43� 5．6�
23 トラストロン 牝3黒鹿54 田中 勝春菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 434＋101：26．61� 85．2�
35 フェリーチェ 牝3鹿 54 横山 典弘�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 436－ 81：26．7� 10．0	
36 ラインギャラント 牝3芦 54 松若 風馬大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 442＋ 21：27．12� 139．2

48 イイコトズクシ 牡3鹿 56 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 482＋ 81：27．31 6．8�
713 タイキメサイア 牡3栗 56 内田 博幸�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 500－ 6 〃 クビ 24．2�
815 キョウエイソフィア 牝3鹿 54

52 △武藤 雅田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 444± 01：27．51� 4．0
611 ナイツブリッジ 牡3黒鹿56 和田 竜二村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 494＋ 41：27．6� 49．4�
11 ケイアイマリブ 牡3鹿 56 石川裕紀人亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 41：27．8� 21．1�
59 クレバーバード 牡3青 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480＋ 81：27．9� 14．2�
24 ミコジェンヌ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 440＋ 61：28．0� 155．0�
510 ホウオウスクラム 牡3栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 496± 01：28．31� 65．8�
47 エスシーハンコック 牝3栗 54 松岡 正海工藤 圭司氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 460＋ 41：28．83 226．3�
714 クラウンエンジニア 牡3栗 56 武士沢友治矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 484＋ 21：29．33 341．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，248，900円 複勝： 60，941，400円 枠連： 22，855，200円
馬連： 83，867，200円 馬単： 34，624，600円 ワイド： 52，972，700円
3連複： 107，503，700円 3連単： 119，337，000円 計： 520，350，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 290円 � 190円 枠 連（1－6） 1，080円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 560円 �� 520円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 17，570円

票 数

単勝票数 計 382489 的中 � 65179（2番人気）
複勝票数 計 609414 的中 � 88680（3番人気）� 47529（6番人気）� 89079（2番人気）
枠連票数 計 228552 的中 （1－6） 16270（5番人気）
馬連票数 計 838672 的中 �� 46757（3番人気）
馬単票数 計 346246 的中 �� 9811（5番人気）
ワイド票数 計 529727 的中 �� 24405（4番人気）�� 26938（3番人気）�� 13365（13番人気）
3連複票数 計1075037 的中 ��� 22133（9番人気）
3連単票数 計1193370 的中 ��� 4922（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．1―48．8―1：01．2―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．0
3 ・（1，9，15）11（10，13）12，6，2－4（3，8）（14，16）7－5 4 ・（1，9，15）（10，11，13）12，6，2（4，3）（8，14）（7，16）5

勝馬の
紹 介

エピックアン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．11．5 東京1着

2015．2．8生 牡3芦 母 ラフェクレール 母母 アドマイヤマカディ 5戦2勝 賞金 16，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キフジン号・キラキラオーラ号・グラスルーナ号・ランパク号

12114 5月20日 晴 良 （30東京2）第10日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

11 � アメリカンワールド 牡3栗 56 M．デムーロ吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 St. Elias
Stables, LLC 474－ 21：33．6 3．7�

69 � バトルマイスター 牡3鹿 56 岩田 康誠グリーンフィールズ� 手塚 貴久 米 Northwest
Farms LLC B494＋ 21：33．7� 4．5�

711� エアアルマス 牡3鹿 56 C．ルメール �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

460－ 61：34．01� 3．1�
813 ライラックカラー 牡3黒鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 462－ 21：34．1	 5．7�
610 バケットリスト 牝3鹿 54 内田 博幸宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 466＋121：34．52	 134．7�
45 シナモンフレイバー 牡3鹿 56 大野 拓弥尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 486－ 81：34．71
 37．7	
33 ロードイヒラニ 牡3青鹿56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 458－ 41：35．12	 9．8

58 エピックスター 牡3鹿 56 柴田 善臣子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 454± 01：35．52	 45．8�
814 ア ル ク ト ス 牡3鹿 56 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 536＋ 81：35．82 16．0�
57 イ ル ル ー メ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 478＋ 21：36．11� 28．4
712 デルマミモザ 牝3鹿 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 むかわ 東振牧場 438＋121：37．48 585．3�
34 ミキノシャミセン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也谷口 久和氏 南田美知雄 日高 中川 浩典 432－ 6 〃 クビ 493．5�
22 ラブリランテ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 平取 船越 伸也 468＋ 41：37．71� 125．9�
46 ライクアスター 牝3栗 54 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 新冠 武田 寛治 424－101：38．12	 561．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，535，800円 複勝： 65，167，800円 枠連： 16，806，000円
馬連： 92，054，000円 馬単： 40，563，700円 ワイド： 53，070，100円
3連複： 108，199，900円 3連単： 140，669，500円 計： 566，066，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 160円 � 130円 枠 連（1－6） 800円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 310円 �� 250円 �� 330円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 4，930円

票 数

単勝票数 計 495358 的中 � 105803（2番人気）
複勝票数 計 651678 的中 � 126218（2番人気）� 95233（3番人気）� 134267（1番人気）
枠連票数 計 168060 的中 （1－6） 16221（2番人気）
馬連票数 計 920540 的中 �� 104553（2番人気）
馬単票数 計 405637 的中 �� 21485（3番人気）
ワイド票数 計 530701 的中 �� 43065（2番人気）�� 56725（1番人気）�� 39143（3番人気）
3連複票数 計1081999 的中 ��� 84983（1番人気）
3連単票数 計1406695 的中 ��� 20668（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．8―11．8―11．9―11．1―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．0―47．8―59．7―1：10．8―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．9
3 12，5（2，13）（1，14）（6，3）（9，11）（7，10）－8－4 4 ・（12，5）13（2，1）（3，14）6（9，11）（7，10）－8－4

勝馬の
紹 介

�アメリカンワールド �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Street Cry デビュー 2017．10．21 京都4着

2015．4．3生 牡3栗 母 Limonar 母母 Trylko 7戦2勝 賞金 19，300，000円
〔制裁〕 バトルマイスター号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブリランテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月20日まで平地競走

に出走できない。
ライクアスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月20日まで平地競
走に出走できない。

※ミキノシャミセン号・ラブリランテ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12115 5月20日 晴 良 （30東京2）第10日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

811 コンフィデンス 牡4栗 57 C．ルメール 近藤 英子氏 奥村 武 浦河 日の出牧場 518＋ 42：00．2 8．8�
55 サトノマックス 牡4鹿 57 M．デムーロ里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488－12 〃 ハナ 2．1�
67 サトノキングダム 牡5鹿 57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 468－ 6 〃 アタマ 3．1�
33 プレイヤーサムソン 牡5鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 472± 02：00．62� 5．2�
56 ブラックギムレット 牡4黒鹿57 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 446± 02：00．7クビ 48．0�
68 ラ ペ ル ト ワ 牝5青 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 514± 02：00．91� 116．5	
11 ハルカノテソーロ 牡4鹿 57 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 514± 0 〃 クビ 28．9

812 ロードゼスト 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 448＋ 2 〃 ハナ 108．2�
44 プランスシャルマン 牡5栗 57 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 456＋ 42：01．11 11．6�
79 	 ブライトメモリー 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 育也広尾レース� 林 徹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 462＋112：01．73� 252．8

22 ムーンマジェスティ 牡6栗 57 松若 風馬伊東 純一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 千代田牧場 430－ 22：01．8
 229．6�
710 クインズゴールド 牝4鹿 55

53 △武藤 雅亀田 和弘氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 432＋ 42：02．01� 170．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，270，200円 複勝： 45，540，300円 枠連： 14，192，000円
馬連： 72，095，100円 馬単： 39，682，200円 ワイド： 43，009，400円
3連複： 87，987，200円 3連単： 158，145，300円 計： 500，921，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 160円 � 120円 � 120円 枠 連（5－8） 790円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 290円 �� 380円 �� 170円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 8，000円

票 数

単勝票数 計 402702 的中 � 36317（4番人気）
複勝票数 計 455403 的中 � 55407（4番人気）� 106730（2番人気）� 113813（1番人気）
枠連票数 計 141920 的中 （5－8） 13883（4番人気）
馬連票数 計 720951 的中 �� 53704（4番人気）
馬単票数 計 396822 的中 �� 10950（12番人気）
ワイド票数 計 430094 的中 �� 34377（4番人気）�� 24632（5番人気）�� 79443（1番人気）
3連複票数 計 879872 的中 ��� 91222（2番人気）
3連単票数 計1581453 的中 ��� 14321（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．3―37．8―49．4―1：01．3―1：13．4―1：25．4―1：36．9―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コンフィデンス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー 2016．11．19 東京2着

2014．3．9生 牡4栗 母 コンフィデント 母母 Sweet Willa 6戦2勝 賞金 16，770，000円
〔制裁〕 ラペルトワ号の騎手柴田大知は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

12116 5月20日 晴 良 （30東京2）第10日 第8競走 ��
��1，300�

ひ よ し

日 吉 特 別
発走13時50分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下；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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

510 レ イ ダ ー 牡4鹿 57 藤岡 康太石川 達絵氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 526＋ 21：18．5 5．4�
611 シアーライン 牡5鹿 57 和田 竜二吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 522－ 61：18．92� 4．3�
815 アーバンイェーガー 牡4黒鹿57 岩田 康誠西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 504－ 2 〃 クビ 15．4�
612 トミケンキルカス 牡6栗 57 大野 拓弥冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 514± 01：19．0� 51．5�
11 ソーディヴァイン 牝5鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 536－ 41：19．1	 3．2�
47 ジェイケイライアン 牡6鹿 57 M．デムーロ小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム B486－ 61：19．3	 5．1	
48 タマモシルクハット 牡5黒鹿57 武藤 雅タマモ
 水野 貴広 新冠 小泉牧場 466－141：19．62 116．6�
24 ショウナンカイドウ 牡5栗 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B536－ 21：19．7	 50．0�
713 アストロノーティカ 牡4鹿 57 横山 典弘ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 41：19．8クビ 20．0
35 メイショウミズカゼ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 474－10 〃 クビ 33．7�
36 クリノレオノール 牝4鹿 55 武士沢友治栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 438＋ 21：19．9� 326．0�
23 トップアドバンス 牡7鹿 57 伊藤 工真柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 476－121：20．53� 256．9�
59 メガポリゴン 牡4鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞
湖 レイクヴィラファーム 534－ 21：20．81	 33．4�
714 ホウロクダマ 牡4鹿 57 石川裕紀人 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 554－ 41：21．01 309．8�
816� ブランメジェール 牝4芦 55 三浦 皇成 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 480＋ 21：21．63� 9．7�

12 ヒカルランナー 牡9鹿 57 岩部 純二安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 522± 0 〃 クビ 640．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，810，500円 複勝： 76，248，500円 枠連： 24，304，500円
馬連： 113，401，300円 馬単： 46，431，600円 ワイド： 66，276，400円
3連複： 137，276，400円 3連単： 174，341，300円 計： 688，090，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 150円 � 260円 枠 連（5－6） 1，060円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，260円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 18，540円

票 数

単勝票数 計 498105 的中 � 72603（4番人気）
複勝票数 計 762485 的中 � 106611（4番人気）� 149421（1番人気）� 62651（6番人気）
枠連票数 計 243045 的中 （5－6） 17663（6番人気）
馬連票数 計1134013 的中 �� 81839（3番人気）
馬単票数 計 464316 的中 �� 15465（8番人気）
ワイド票数 計 662764 的中 �� 39735（5番人気）�� 12888（15番人気）�� 20097（9番人気）
3連複票数 計1372764 的中 ��� 24991（13番人気）
3連単票数 計1743413 的中 ��� 6817（52番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．3―11．9―12．1―12．1―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．3―41．2―53．3―1：05．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ イ ダ ー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Capote デビュー 2017．4．30 東京4着

2014．4．22生 牡4鹿 母 エ グ ジ ジ ェ 母母 Cookie 6戦3勝 賞金 33，169，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）19頭 ウインバローラス号・カネノイロ号・カフェライジング号・キンイロジャッカル号・ケルンウィナー号・

ゴースルー号・シルバーポジー号・スプリングフット号・ダイワスキャンプ号・デピュティプライム号・
ドウカンヤマ号・ビバラビダ号・ヘルディン号・メイショウカイモン号・メイショウユメゴゼ号・レディーピンク号・
ローレルジャック号・ワキノハガクレ号・ワシントンレガシー号



12117 5月20日 晴 良 （30東京2）第10日 第9競走 ��
��1，800�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

55 クラークキー 牡4鹿 57 武 豊保坂 和孝氏 池上 昌和 新冠 長浜牧場 482＋ 21：47．0 9．7�
79 ジュンヴァリアス 牡4鹿 57 大野 拓弥河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 458－ 61：47．53 6．7�
44 ジークカイザー 牡5鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：47．6クビ 4．6�
67 レプランシュ 牡5鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472－10 〃 クビ 11．0�
22 プリンセスルーラー 牝4黒鹿55 M．デムーロ大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 482± 01：47．7クビ 2．8�
11 エフティスパークル 牡5黒鹿57 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456－ 2 〃 アタマ 4．3	
78 オールドクラシック 牡5青鹿57 柴田 大知�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 21：47．91	 71．8

66 ストロングレヴィル 牡4黒鹿57 藤岡 康太村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 41：48．21	 25．4�
33 キャンディストーム 牝4鹿 55 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 81：48．51
 18．1�
810 ラ ブ タ ー ボ 牝5鹿 55 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 西村 和夫 428－ 61：48．71� 322．0
811� ウ リ ボ ー 牡6栗 57 岩田 康誠冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 516－ 81：50．4大差 99．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 52，618，300円 複勝： 74，430，900円 枠連： 21，151，400円
馬連： 125，840，700円 馬単： 55，785，700円 ワイド： 66，337，300円
3連複： 147，587，400円 3連単： 235，065，200円 計： 778，816，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 310円 � 210円 � 210円 枠 連（5－7） 3，580円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 920円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 34，130円

票 数

単勝票数 計 526183 的中 � 43122（5番人気）
複勝票数 計 744309 的中 � 55169（6番人気）� 94505（4番人気）� 99953（3番人気）
枠連票数 計 211514 的中 （5－7） 4577（15番人気）
馬連票数 計1258407 的中 �� 32247（15番人気）
馬単票数 計 557857 的中 �� 6939（26番人気）
ワイド票数 計 663373 的中 �� 16235（14番人気）�� 18351（13番人気）�� 23383（9番人気）
3連複票数 計1475874 的中 ��� 23479（21番人気）
3連単票数 計2350652 的中 ��� 4992（137番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．1―11．9―12．3―12．4―11．1―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―37．1―49．0―1：01．3―1：13．7―1：24．8―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラークキー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．1．8 中山3着

2014．2．28生 牡4鹿 母 トウカイメガミ 母母 トウカイテネシー 9戦3勝 賞金 37，259，000円
※出走取消馬 スパイラルダイブ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

12118 5月20日 晴 良 （30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，1，600万円以下；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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

35 ロワアブソリュー 牡5鹿 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B514＋ 81：20．6 9．3�
713 ショウナンアンセム 牡5芦 57 和田 竜二�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 484－ 21：20．7� 19．1�
715 ラヴィングアンサー 牡4鹿 57 戸崎 圭太江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 486± 01：20．8クビ 19．8�
818 フローレスマジック 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 4．5�
23 ド ー ヴ ァ ー 牡5栗 57 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 506＋ 2 〃 ハナ 23．2�
714 ダイトウキョウ 牡6鹿 57 武 豊市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 460－ 21：21．01 19．5	
59 レインボーフラッグ 牡5鹿 57 内田 博幸 
グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 6．9�
47 クライムメジャー 牡4栗 57 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞	湖 レイクヴィラファーム 508－ 4 〃 ハナ 4．8�
36 ボーダーオブライフ 牡4鹿 57 横山 典弘
レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 484－101：21．1
 40．0
510 キャプテンペリー �5栗 57 岩田 康誠千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 488± 0 〃 クビ 30．6�
11 クラウンアイリス 牝7栗 55 武藤 雅
クラウン 天間 昭一 大分 クラウンファーム 408－ 21：21．31 370．7�
24 ヴ ェ ネ ト 牡6鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 41：21．4
 5．0�
816 グランドボヌール 牡4鹿 57 福永 祐一田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 474＋ 6 〃 ハナ 11．1�
612 オデュッセウス �5鹿 57 大野 拓弥ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484－101：21．61
 84．8�
48 カシノピカチュウ 牡8鹿 57 江田 照男柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 494－121：21．7� 206．1�
817 クリノコマチ 牝7栗 55 田中 勝春栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 464± 01：22．12
 390．0�
611 ウエスタンメルシー 牝7鹿 55 松岡 正海西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 458＋ 21：22．41� 361．7�
12 コパノチャンス 牡5栗 57 柴田 大知小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 B496＋121：22．72 217．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 76，148，700円 複勝： 115，392，500円 枠連： 52，664，900円
馬連： 221，748，000円 馬単： 84，344，700円 ワイド： 115，396，300円
3連複： 287，038，500円 3連単： 351，859，900円 計： 1，304，593，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 340円 � 490円 � 510円 枠 連（3－7） 2，150円

馬 連 �� 7，830円 馬 単 �� 13，210円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 2，650円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 40，580円 3 連 単 ��� 210，820円

票 数

単勝票数 計 761487 的中 � 65348（5番人気）
複勝票数 計1153925 的中 � 94902（5番人気）� 60574（7番人気）� 57737（8番人気）
枠連票数 計 526649 的中 （3－7） 18958（13番人気）
馬連票数 計2217480 的中 �� 21945（31番人気）
馬単票数 計 843447 的中 �� 4788（54番人気）
ワイド票数 計1153963 的中 �� 11920（31番人気）�� 11249（34番人気）�� 9173（44番人気）
3連複票数 計2870385 的中 ��� 5305（128番人気）
3連単票数 計3518599 的中 ��� 1210（703番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．2―34．0―45．4―56．9―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．2
3 16，2－7（4，13）（3，11，17）（5，6，9，18）12，15（8，14）10，1 4 16＝2，7（4，13）17（3，18）（11，9）（5，6）12（15，14）（8，10）1

勝馬の
紹 介

ロワアブソリュー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2015．12．12 阪神1着

2013．4．10生 牡5鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 16戦5勝 賞金 96，599，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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 アッラサルーテ号

２レース目



12119 5月20日 晴 良 （30東京2）第10日 第11競走 ��
��2，400�優 駿 牝 馬（ＧⅠ）

発走15時40分 （第79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 27，461，000円 7，846，000円 3，923，000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

2：22．1
2：22．1
2：23．6

良
良
良

713 アーモンドアイ 牝3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 466＋ 42：23．8 1．7�
11 リリーノーブル 牝3鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 496－ 22：24．12 12．3�
12 ラッキーライラック 牝3栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：24．41� 4．1�
510 レッドサクヤ 牝3黒鹿55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466± 02：24．71� 83．9�
23 マ ウ レ ア 牝3鹿 55 武 豊落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 438－ 22：24．8	 28．7	
48 サトノワルキューレ 牝3鹿 55 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 452＋ 62：25．11� 5．5

611 パイオニアバイオ 牝3鹿 55 北村 宏司バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 428± 0 〃 クビ 72．9�
715 ウスベニノキミ 牝3鹿 55 三浦 皇成岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 436＋ 22：25．2	 200．3�
36 オールフォーラヴ 牝3鹿 55 和田 竜二 �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 444＋ 22：25．41 24．7
817 ロサグラウカ 牝3黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 442＋ 82：25．5	 70．2�
714
 ラ ン ド ネ 牝3鹿 55 内田 博幸合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 506＋ 82：25．71	 80．8�

59 シスターフラッグ 牝3黒鹿55 岩田 康誠小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 482－ 22：25．91� 406．4�
35 カンタービレ 牝3鹿 55 田辺 裕信石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 438＋10 〃 クビ 36．3�
47 トーホウアルテミス 牝3栗 55 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 472＋ 62：26．11� 241．3�
816 ウインラナキラ 牝3鹿 55 大野 拓弥�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 402＋ 42：26．31� 669．0�
612 サヤカチャン 牝3鹿 55 松岡 正海瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 B454± 02：26．51	 262．5�
818 オ ハ ナ 牝3青鹿55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B414－ 22：26．71	 338．4�
（17頭）

24 トーセンブレス 牝3黒鹿55 柴田 善臣島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 925，241，400円 複勝： 696，454，000円 枠連： 484，799，900円 馬連： 2，413，608，200円 馬単： 1，265，280，600円
ワイド： 951，169，200円 3連複： 3，146，010，400円 3連単： 7，836，444，400円 5重勝： 664，187，800円 計： 18，383，195，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 120円 枠 連（1－7） 260円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 370円 �� 160円 �� 390円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 3，360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����� 295，190円

票 数

単勝票数 差引計9252414（返還計 3526） 的中 � 4213931（1番人気）
複勝票数 差引計6964540（返還計 4200） 的中 � 2224357（1番人気）� 596486（4番人気）� 1455397（2番人気）
枠連票数 差引計4847999（返還計 553） 的中 （1－7）1428926（1番人気）
馬連票数 差引計24136082（返還計 28774） 的中 �� 1668673（4番人気）
馬単票数 差引計12652806（返還計 16488） 的中 �� 670931（4番人気）
ワイド票数 差引計9511692（返還計 13640） 的中 �� 566174（4番人気）�� 1856546（1番人気）�� 532772（5番人気）
3連複票数 差引計31460104（返還計 81885） 的中 ���3110955（2番人気）
3連単票数 差引計78364444（返還計199098） 的中 ���1690846（5番人気）
5重勝票数 差引計6641878（返還計 0 ） 的中 ����� 1575

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．7―35．7―47．6―59．6―1：11．8―1：24．2―1：36．5―1：48．9―2：01．1―2：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．9
1
3

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

2
4

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

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3鹿 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 5戦4勝 賞金 313，419，000円
〔出走取消〕 トーセンブレス号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔制裁〕 アーモンドアイ号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1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 ゴージャスランチ号

12120 5月20日 晴 良 （30東京2）第10日 第12競走 ��
��2，100�

たんざわ

丹沢ステークス
発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，29．5．20以降30．5．13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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

59 リヴェルディ 牡4鹿 55 和田 竜二�佐藤牧場 中川 公成 平取 スガタ牧場 512＋ 22：12．2 7．3�
（法634）

816 トウカイエントリー 牡7栗 56 大野 拓弥内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 504＋ 22：12．62� 10．4�
48 レッドサバス 牡6黒鹿56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム B472－ 62：12．81 5．9�
510 ビ ス カ リ ア 牝6鹿 53 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 466± 0 〃 クビ 32．8�
36 オースミラナキラ 牡6鹿 55 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 518＋ 22：12．9	 6．4	
47 スウィフトレイド 牡5栗 56 藤岡 康太 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 510± 02：13．0	 11．5

815 スペリオルシチー 牡4鹿 55 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B468＋ 82：13．1クビ 9．2�
12 ラテールプロミーズ 牡5青鹿55 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 B510＋ 22：13．63 12．0�
35 テイエムコンドル 牡7鹿 54 戸崎 圭太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468± 0 〃 クビ 21．5
611 ピアシングステア 牡6栗 55 内田 博幸水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 508＋ 62：13．81
 25．3�
24 マイネルビクトリー 牡5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 488－ 42：14．01
 19．0�
612 メイプルレインボー 牡6栗 54 武藤 雅節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 490＋ 6 〃 クビ 117．9�
23 バイタルフォース �6鹿 56 M．デムーロ前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 42：14．1クビ 4．9�
11 コアレスキング 牡8鹿 52 村田 一誠小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 コアレススタッド 542＋ 22：14．31� 307．5�
713 クラウンシャイン 牡6栗 56 石川裕紀人�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 484＋ 42：14．93� 82．9�
714 ティーポイズン 牡7栗 54 北村 宏司深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 506－ 82：15．43 41．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 125，377，000円 複勝： 181，290，400円 枠連： 85，076，500円
馬連： 323，140，700円 馬単： 116，735，200円 ワイド： 197，532，600円
3連複： 474，789，900円 3連単： 592，758，700円 計： 2，096，701，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 250円 � 290円 � 190円 枠 連（5－8） 1，550円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 6，100円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 760円 �� 730円

3 連 複 ��� 5，860円 3 連 単 ��� 34，490円

票 数

単勝票数 計1253770 的中 � 136004（4番人気）
複勝票数 計1812904 的中 � 182972（3番人気）� 152027（5番人気）� 275917（1番人気）
枠連票数 計 850765 的中 （5－8） 42482（8番人気）
馬連票数 計3231407 的中 �� 69987（14番人気）
馬単票数 計1167352 的中 �� 14341（20番人気）
ワイド票数 計1975326 的中 �� 36571（14番人気）�� 67997（3番人気）�� 71230（2番人気）
3連複票数 計4747899 的中 ��� 60674（8番人気）
3連単票数 計5927587 的中 ��� 12459（63番人気）

ハロンタイム 7．2―11．9―13．3―13．3―13．0―12．1―12．3―12．3―12．3―12．1―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―19．1―32．4―45．7―58．7―1：10．8―1：23．1―1：35．4―1：47．7―1：59．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リヴェルディ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．11．5 東京1着

2014．1．26生 牡4鹿 母 オートキュイジーヌ 母母 メヤディーニ 11戦4勝 賞金 63，160，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時30分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 シロニイ号・ストライクイーグル号・スマートボムシェル号・ネイビーブルー号・フォンターナリーリ号・

マイネルトゥラン号・ワトソンクリック号

５レース目



（30東京2）第10日 5月20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 184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

416，330，000円
2，590，000円
21，250，000円
41，170，000円
51，340，000円
76，878，000円
5，413，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
1，479，783，700円
1，537，789，300円
786，787，300円
3，706，998，500円
1，821，368，300円
1，703，451，900円
4，835，950，000円
10，089，340，400円
664，187，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 26，625，657，200円

総入場人員 65，667名 （有料入場人員 63，260名）
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