
11133 5月31日 曇 良 （2東京2） 第12日 第1競走 ��
��1，300�3歳未勝利

発走9時40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
1：16．1
1：16．1

重
重

713 スズカキングボス 牡3鹿 56 内田 博幸永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 信岡牧場 468＋ 61：19．4 2．1�
59 ケイツーポンド 牡3黒鹿56 野中悠太郎楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 中田 英樹 460－ 61：19．61� 13．5�
48 マインヒロイン 牝3栗 54

51 ▲原 優介峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 424－ 4 〃 クビ 120．8�
714 レジイナアン 牝3青鹿54 戸崎 圭太 TURFレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 498＋101：19．91� 8．0�
24 バーンパッション 牡3黒鹿56 石橋 脩岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 468＋ 21：20．1� 5．6�
35 プ ロ ン タ ン 牝3栗 54 丸田 恭介島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 458－ 4 〃 ハナ 17．9	
47 デルマシルバー 牝3芦 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 434－ 8 〃 クビ 143．3

36 ストームファルコン 牡3栗 56 武藤 雅 K.C．タン氏 水野 貴広 日高 門別 敏朗 480＋ 81：20．2クビ 7．8�
612 キャストロペトラ 牡3栗 56 江田 照男手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 田湯牧場 462－ 41：20．41	 8．5�
11 ドバウィビクトリー 牡3鹿 56

54 △菅原 明良後藤 英成氏 稲垣 幸雄 日高 長谷部牧場 464± 01：20．72 43．6
816 ブラッククリスマス 牡3青鹿56 田辺 裕信田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 488＋ 41：21．33	 227．7�
815 ゼンダンラビット 牝3鹿 54 横山 和生渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 広中 稔 444＋ 41：21．51� 73．6�
510 フ ク ジ ュ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 482－241：21．6	 233．3�
12 ブロウンアウェイ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 王蔵牧場 432＋ 4 〃 クビ 31．0�
23 サ ノ レ ー ヌ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 442＋101：22．23	 44．2�
611 キ エ ン セ ラ 牡3栗 56 宮崎 北斗藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 436－ 61：26．1大差 574．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，768，500円 複勝： 56，062，600円 枠連： 12，799，900円
馬連： 75，516，500円 馬単： 29，502，700円 ワイド： 55，979，200円
3連複： 107，888，700円 3連単： 110，765，200円 計： 480，283，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 350円 � 1，510円 枠 連（5－7） 1，520円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 820円 �� 3，780円 �� 17，560円

3 連 複 ��� 55，650円 3 連 単 ��� 129，520円

票 数

単勝票数 計 317685 的中 � 116040（1番人気）
複勝票数 計 560626 的中 � 169313（1番人気）� 33555（6番人気）� 6533（12番人気）
枠連票数 計 127999 的中 （5－7） 6504（6番人気）
馬連票数 計 755165 的中 �� 30984（7番人気）
馬単票数 計 295027 的中 �� 7138（10番人気）
ワイド票数 計 559792 的中 �� 18553（9番人気）�� 3737（35番人気）�� 793（72番人気）
3連複票数 計1078887 的中 ��� 1454（116番人気）
3連単票数 計1107652 的中 ��� 620（353番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．0―29．6―41．7―54．2―1：06．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカキングボス �
�
父 グランプリボス �

�
母父 オペラハウス デビュー 2019．12．15 中山2着

2017．3．19生 牡3鹿 母 スリーオーシャン 母母 スリーケープ 4戦1勝 賞金 10，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キエンセラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月31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〕 サノレーヌ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月31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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 トーレスデルパイネ号・ノボパニコ号・ヤマニンパジャッソ号

11134 5月31日 曇 良 （2東京2） 第12日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時10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

48 サトノアレックス 牡3栗 56 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492± 01：38．3 1．4�
24 ミヤビマドンナ 牝3鹿 54 坂井 瑠星村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 452＋ 21：38．93� 36．4�
816 シャイニングブルー 牡3黒鹿56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 508± 01：39．11� 8．3�
714 ハイテイブルース 牡3栗 56 吉田 豊中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 482－ 21：39．31� 24．7�
36 ジュンハルト 牡3黒鹿56 石川裕紀人河合 純二氏 田中 博康 新冠 マリオステー

ブル B458＋ 4 〃 ハナ 6．2�
510 ファーステストクー 牝3青鹿54 柴田 大知荒井 城志氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 462＋ 21：39．93� 369．8	
11 マイネルエンカント 牡3黒鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 8 〃 クビ 40．5

35 リョウランハート 牡3栗 56 菅原 隆一佐藤 啓子氏 小野 次郎 新冠 高瀬 敦 468－ 41：40．0クビ 282．8�
611 トウショウガルーダ 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B480＋ 81：40．63� 346．4�
713 ブラウンアイズ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 512± 01：40．81� 150．7
815 ペイシャティフォン 牝3鹿 54 伴 啓太北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 拓樹 474－ 6 〃 ハナ 524．3�
23 ショウナンマトイ 牡3黒鹿56 三浦 皇成�湘南 稲垣 幸雄 新冠 アラキフアーム 482± 0 〃 ハナ 38．8�
12 プラットフォーマー 牝3鹿 54 石橋 脩青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム 444± 01：41．54 7．0�
47 メイショウコダチ 牝3青鹿54 横山 和生松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 470 ―1：41．71� 168．1�
612 ミライヘノノゾミ 牝3芦 54 木幡 巧也三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 498＋ 41：41．91� 101．3�
59 カネショウイケメン 牡3鹿 56 荻野 極清水 正裕氏 古賀 史生 浦河 山田 昇史 496－ 41：42．64 263．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，065，200円 複勝： 164，475，200円 枠連： 12，138，700円
馬連： 78，800，600円 馬単： 48，894，400円 ワイド： 65，339，600円
3連複： 120，720，800円 3連単： 205，985，400円 計： 735，419，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 510円 � 190円 枠 連（2－4） 1，060円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 940円 �� 270円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 15，970円

票 数

単勝票数 計 390652 的中 � 210758（1番人気）
複勝票数 計1644752 的中 � 1216776（1番人気）� 20032（8番人気）� 78682（4番人気）
枠連票数 計 121387 的中 （2－4） 8825（4番人気）
馬連票数 計 788006 的中 �� 23071（8番人気）
馬単票数 計 488944 的中 �� 11370（10番人気）
ワイド票数 計 653396 的中 �� 16671（10番人気）�� 71937（3番人気）�� 4392（25番人気）
3連複票数 計1207208 的中 ��� 20656（15番人気）
3連単票数 計2059854 的中 ��� 9350（47番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．8―12．4―12．5―12．9―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．7―47．1―59．6―1：12．5―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．7
3 2，4，6（1，12）3（5，16）13，14（10，11）8－（15，9）－7 4 ・（2，4）6，1，3，12（5，16）（13，14，8）10，11－（15，9）＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノアレックス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．6．15 東京4着

2017．2．2生 牡3栗 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 6戦1勝 賞金 12，950，000円
※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） 8頭 キリシマダイオウ号・クラウンパイオニア号・コンチサエッタ号・ジンフラッシュ号・タシロ号・ディーカラーズ号・

プーラン号・ラッキーボーイ号
（非抽選馬） 1頭 カラヤン号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 東京競馬 第１２日



11135 5月31日 雨 良 （2東京2） 第12日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時40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

713 ネオトゥルー 牡3鹿 56 武 豊西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 466－ 41：26．7 4．5�
48 オーケーゴールド 牡3栗 56 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 536＋ 21：26．8� 6．0�
11 デ ク ス タ ー 牡3栗 56 松山 弘平小林竜太郎氏 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 464＋ 81：27．22� 2．4�
24 サフランフラワー 牝3黒鹿54 吉田 豊海原 聖一氏 古賀 史生 平取 高橋 啓 426－ 2 〃 ハナ 87．2�
815 ディレクトゥス 牡3栗 56 的場 勇人小林 秀樹氏 伊藤 大士 日高 目黒牧場 440－ 8 〃 ハナ 75．6�
612 キョウエイリヴァル 牡3鹿 56 武藤 雅田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム B462＋ 21：27．3クビ 14．8�
510 リベリアスハート 牡3黒鹿56 内田 博幸 	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 442± 01：27．72� 59．1

36 マイネルエスペルト 牡3鹿 56 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 千代田牧場 496－ 61：27．91 12．7�
47 レ ハ ー ル 牡3鹿 56 横山 和生木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 北光牧場 438＋ 81：28．0� 11．6�
23 ウイルホースバイオ 牡3青鹿56 三浦 皇成バイオ	 奥平 雅士 平取 清水牧場 452＋10 〃 アタマ 9．1
816 シゲルエリス 牡3黒鹿56 田中 勝春森中 蕃氏 的場 均 むかわ ヤマイチ牧場 B474－ 4 〃 ハナ 39．6�
12 ジ ョ ウ ハ リ 牡3栗 56 嘉藤 貴行林 弘之氏 田島 俊明 様似 様似共栄牧場 438＋ 21：28．21� 149．6�
714 スマイルオリオン 牡3黒鹿56 木幡 巧也松野 真一氏 松山 将樹 浦河 高昭牧場 B490＋ 41：29．58 168．1�
35 トモジャブルーノ 牡3栃栗56 嶋田 純次吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 B490－ 61：29．71� 30．0�
611 プログラマー 牡3青 56

54 △木幡 育也島井新一郎氏 田中 剛 新冠 パカパカ
ファーム 490＋101：30．87 229．7�

59 リネンターゲット 牝3鹿 54 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 ヒダカフアーム 410＋ 41：31．54 262．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，556，100円 複勝： 68，955，200円 枠連： 15，745，400円
馬連： 92，432，900円 馬単： 36，431，700円 ワイド： 71，125，900円
3連複： 124，741，900円 3連単： 123，402，200円 計： 578，391，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 160円 � 120円 枠 連（4－7） 780円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 510円 �� 310円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 7，560円

票 数

単勝票数 計 455561 的中 � 79617（2番人気）
複勝票数 計 689552 的中 � 116336（2番人気）� 94498（3番人気）� 169647（1番人気）
枠連票数 計 157454 的中 （4－7） 15466（3番人気）
馬連票数 計 924329 的中 �� 54467（3番人気）
馬単票数 計 364317 的中 �� 11315（7番人気）
ワイド票数 計 711259 的中 �� 33252（4番人気）�� 62278（1番人気）�� 49494（2番人気）
3連複票数 計1247419 的中 ��� 75488（1番人気）
3連単票数 計1234022 的中 ��� 11821（7番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．9―12．1―12．5―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―35．8―47．9―1：00．4―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオトゥルー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2019．11．2 東京4着

2017．4．30生 牡3鹿 母 アイアムトゥルー 母母 Safety Deposit 5戦1勝 賞金 6，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プログラマー号・リネンターゲット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月

30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 コスモビートイット号

11136 5月31日 曇 良 （2東京2） 第12日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時10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

35 アストンクリントン 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 478－ 62：00．8 3．3�
611 ソードライン 牡3鹿 56 D．レーン 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 洞�湖 レイクヴィラファーム 508＋10 〃 ハナ 2．7�
（豪）

510 ニシノアクシス 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 B496＋ 62：01．33 5．4�
36 ピースディオン 牡3鹿 56 丸田 恭介久米田正平氏 大竹 正博 新冠 秋田牧場 494 ―2：01．51� 39．2�
12 タ マ サ イ 牝3鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 中神牧場 434＋ 62：01．6� 41．7	
612 アースブレイブ 牡3青鹿56 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 458＋ 62：01．81 36．2

11 コンカルノー 牝3鹿 54 江田 照男中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B442－ 82：01．9� 27．4�
24 コスモレペティール 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 2 〃 アタマ 15．7�
713 コスモタイシ 牡3栗 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 466＋ 82：02．0� 6．7
714 タ カ ン ナ 牝3栗 54 柴田 善臣合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 446－ 8 〃 クビ 57．1�
47 ビックハート 牡3鹿 56

54 △木幡 育也�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 404＋ 22：02．21� 66．2�
48 キューゴーパドック 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 日高 鹿戸 和幸 490± 02：02．51� 297．3�
816 モンテマツリ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介毛利 元昭氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム B444＋ 62：02．6クビ 602．7�
23 キョウワファントム 牡3青鹿56 内田 博幸浅川 昌彦氏 小野 次郎 新冠 協和牧場 500＋ 22：03．23� 219．6�
59 テイエムクロホマレ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 アイズスタッド株式会社 482－ 4 〃 クビ 340．5�
815 キングズフォース 牡3黒鹿56 戸崎 圭太ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 42：03．4� 37．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，107，400円 複勝： 76，330，800円 枠連： 14，033，100円
馬連： 101，071，800円 馬単： 42，603，200円 ワイド： 76，786，900円
3連複： 131，845，100円 3連単： 152，918，700円 計： 645，697，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 130円 � 140円 枠 連（3－6） 390円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 230円 �� 340円 �� 340円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，210円

票 数

単勝票数 計 501074 的中 � 121109（2番人気）
複勝票数 計 763308 的中 � 158382（2番人気）� 164449（1番人気）� 127677（3番人気）
枠連票数 計 140331 的中 （3－6） 27553（1番人気）
馬連票数 計1010718 的中 �� 184812（1番人気）
馬単票数 計 426032 的中 �� 35349（1番人気）
ワイド票数 計 767869 的中 �� 92277（1番人気）�� 54378（3番人気）�� 55475（2番人気）
3連複票数 計1318451 的中 ��� 118717（1番人気）
3連単票数 計1529187 的中 ��� 34481（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―35．9―48．1―1：01．1―1：13．9―1：26．3―1：37．9―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

アストンクリントン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2020．3．15 中山4着

2017．3．19生 牡3黒鹿 母 アスコルティ 母母 リ ッ ス ン 2戦1勝 賞金 5，870，000円
〔3走成績による出走制限〕 キューゴーパドック号・モンテマツリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月31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 ホッコージュンレイ号
（非抽選馬） 1頭 プレーリーシップ号
※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。



11137 5月31日 曇 良 （2東京2） 第12日 第5競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時10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
1：33．8
1：33．3

重
良

36 サンダーブリッツ 牡3黒鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 478－ 41：37．0 35．5�
816 ニーズヘッグ 牝3鹿 54 横山 和生 �YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 478－ 2 〃 クビ 11．4�
59 ファイアランス 牡3鹿 56 石橋 脩ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 21：37．1クビ 4．4�
48 ラ ス ト マ ン 牡3栗 56 D．レーン 堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 478－ 41：37．52� 2．6�

（豪）

714 ファイヴレター 牡3青鹿 56
54 △木幡 育也熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 444± 01：37．81� 16．3�

47 オンリーワンボーイ 牡3青鹿56 田辺 裕信金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B448＋ 21：37．9� 3．1	
24 アポロティアモ 牡3栗 56 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 482－ 2 〃 クビ 261．0

713 コ コ ラ 牝3黒鹿54 松山 弘平田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 450－ 21：38．0クビ 90．3�
815 シ ャ ー レ 牝3鹿 54

52 △菅原 明良東海林貴大氏 武市 康男 新冠 須崎牧場 452＋ 4 〃 アタマ 95．0�
510 トミケンレゲンダ 牡3鹿 56 和田 竜二冨樫 賢二氏 大和田 成 新冠 村上牧場 466－ 61：38．31� 19．2
11 トーアリュウジン 	3栗 56 村田 一誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 466－ 61：38．72� 185．2�
23 サイモンルグラン 牡3鹿 56 福永 祐一澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 B484－ 81：38．91
 20．3�
35 ジ ュ ネ ス 牝3青鹿54 吉田 豊島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 490± 01：39．0クビ 79．1�
611 タイムマシン 牡3鹿 56 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B442－ 21：39．95 159．3�
12 クリノテルチャン 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹栗本 博晴氏 蛯名 利弘 浦河 山田牧場 488± 01：40．64 184．2�
612� ハシレコウマ 牡3栗 56 武士沢友治峰 哲馬氏 星野 忍 むかわ ヤマイチ牧場 476－ 41：42．7大差 647．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，099，400円 複勝： 91，180，200円 枠連： 21，338，100円
馬連： 128，232，100円 馬単： 53，097，100円 ワイド： 102，403，000円
3連複： 190，227，900円 3連単： 225，615，400円 計： 869，193，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，550円 複 勝 � 680円 � 370円 � 190円 枠 連（3－8） 9，010円

馬 連 �� 13，430円 馬 単 �� 28，160円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 1，710円 �� 710円

3 連 複 ��� 12，990円 3 連 単 ��� 145，780円

票 数

単勝票数 計 570994 的中 � 12833（8番人気）
複勝票数 計 911802 的中 � 29707（8番人気）� 59813（4番人気）� 152878（3番人気）
枠連票数 計 213381 的中 （3－8） 1834（17番人気）
馬連票数 計1282321 的中 �� 7873（23番人気）
馬単票数 計 530971 的中 �� 1414（58番人気）
ワイド票数 計1024030 的中 �� 9207（23番人気）�� 15171（18番人気）�� 38890（5番人気）
3連複票数 計1902279 的中 ��� 10977（38番人気）
3連単票数 計2256154 的中 ��� 1122（316番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．0―34．7―47．1―59．5―1：11．8―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンダーブリッツ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．8．11 新潟5着

2017．4．2生 牡3黒鹿 母 スイートフラッグ 母母 Serengeti Day 8戦2勝 賞金 15，730，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハシレコウマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月30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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 イマジナリーライン号・テンサイドカップ号・ニシノレオニダス号・ハディア号・ライフレッスンズ号・

ラブリーエンジェル号
※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。

11138 5月31日 曇 良 （2東京2） 第12日 第6競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走12時40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
1：21．5
1：20．3

重
不良

35 コマノゼニト 牡4鹿 57 田辺 裕信長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B478－ 21：24．4 1．8�
611 アイムソーグレイト 牡4栗 57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 470＋ 41：25．35 41．2�
714 フラベリフォーム 牡5鹿 57 三浦 皇成水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 476＋141：25．4� 17．3�
12 � リネンコジーン 牡5芦 57 吉田 豊戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 492－ 2 〃 クビ 112．3�
36 イサチルダイチ 牡4鹿 57 松山 弘平小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 498± 01：25．5クビ 10．8�
612 アースビヨンド 牡5黒鹿57 横山 和生前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム B516＋ 2 〃 クビ 7．7�
24 デルマカミカゼ 牡5黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 468＋ 41：25．81� 36．7	
510 バナナボート 牡6栗 57

54 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 460＋ 21：26．01	 101．9

11 ネオレインボウ 
4鹿 57

54 ▲小林 凌大西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 460－24 〃 クビ 181．2�
816 ライトカラカゼ 牡5鹿 57 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474－ 41：26．31� 4．8�
47 � ヴ ェ ル 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子桑田牧場 上原 博之 浦河 桑田牧場 428－ 21：26．4� 85．8�
713 バスクベレー 
4鹿 57

55 △木幡 育也吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 462＋141：26．61	 11．6�
59 � ギ ニ ー 牡4鹿 57 野中悠太郎中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 B502－121：27．02� 37．6�
48 � シークザトゥルース 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B468－ 31：27．95 54．8�
23 ケイツーテソーロ 牡4鹿 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 小手川 準 新ひだか 千代田牧場 524＋261：28．75 215．2�
（15頭）

815 セイウンデルレイ 牡5鹿 57 江田 照男西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 502－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 49，378，100円 複勝： 102，260，400円 枠連： 20，036，500円
馬連： 99，410，900円 馬単： 48，399，600円 ワイド： 78，634，300円
3連複： 127，242，400円 3連単： 160，158，800円 計： 685，521，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 620円 � 340円 枠 連（3－6） 570円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 990円 �� 660円 �� 6，010円

3 連 複 ��� 12，770円 3 連 単 ��� 43，020円

票 数

単勝票数 差引計 493781（返還計 11312） 的中 � 214036（1番人気）
複勝票数 差引計1022604（返還計 26409） 的中 � 508138（1番人気）� 22013（8番人気）� 45613（6番人気）
枠連票数 差引計 200365（返還計 2126） 的中 （3－6） 27066（3番人気）
馬連票数 差引計 994109（返還計 88996） 的中 �� 26323（10番人気）
馬単票数 差引計 483996（返還計 36601） 的中 �� 9194（13番人気）
ワイド票数 差引計 786343（返還計 75383） 的中 �� 20491（10番人気）�� 32296（6番人気）�� 3176（42番人気）
3連複票数 差引計1272424（返還計221926） 的中 ��� 7471（40番人気）
3連単票数 差引計1601588（返還計268370） 的中 ��� 2699（130番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．1―12．4―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．0―59．4―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コマノゼニト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．8．4 新潟5着

2016．4．19生 牡4鹿 母 コマノスクアーロ 母母 コ マ ノ マ コ 14戦2勝 賞金 29，200，000円
〔競走除外〕 セイウンデルレイ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイツーテソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月30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 ゴールドクロス号・マイネルサンタアナ号



11139 5月31日 曇 良 （2東京2） 第12日 第7競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走13時10分 （500万円以下） （芝・左）
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
1：30．5
1：30．3

良
良

610 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝4栗 55 三浦 皇成ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 490＋181：33．8 13．8�

711 ア ル マ マ 牡4芦 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 466＋ 8 〃 ハナ 4．6�
69 フィリアーノ 牡4芦 57 戸崎 圭太吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：34．01� 6．1�
814 デンセツノマジョ 牝5黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 470－ 41：34．42	 8．8�
33 
 ラブインブルーム 牝4青鹿 55

52 ▲秋山 稔樹�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 422－ 41：34．5	 194．1�

34 マーベラスアゲン 牡4鹿 57
54 ▲小林 凌大浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 470－ 6 〃 アタマ 65．3	

57 ココロノイコロ 牡5黒鹿 57
55 ◇藤田菜七子海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 谷岡牧場 456± 01：34．6� 43．3


22 フラッフィーベア 牝4鹿 55
53 △木幡 育也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 446＋ 41：34．7クビ 14．4�

45 
 ロイヤルディクリー 牡5鹿 57
54 ▲山田 敬士Mr．ホース 小桧山 悟 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 534－ 81：35．12	 103．4�
46 
 スマートレジーナ 牝4鹿 55 吉田 豊大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス

マート 440＋16 〃 クビ 22．7
813 カ レ ン 牝6栗 55 岩部 純二�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 490＋ 21：35．2	 27．6�
712� オフウィドゥス 牡4鹿 56 松山 弘平吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd 536＋ 21：35．3クビ 4．4�
58 トウカイオルデン 牡5鹿 57 M．デムーロ内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 464－121：36．04 3．9�
11 
 リーゼントシャルフ 牡6鹿 57 野中悠太郎三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 478± 01：36．21 306．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，766，700円 複勝： 82，434，600円 枠連： 18，904，000円
馬連： 116，099，600円 馬単： 42，287，800円 ワイド： 78，851，700円
3連複： 136，279，500円 3連単： 156，357，900円 計： 683，981，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 450円 � 200円 � 210円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 8，680円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，490円 �� 580円

3 連 複 ��� 6，670円 3 連 単 ��� 47，310円

票 数

単勝票数 計 527667 的中 � 30523（6番人気）
複勝票数 計 824346 的中 � 40276（7番人気）� 116671（3番人気）� 107728（4番人気）
枠連票数 計 189040 的中 （6－7） 23468（2番人気）
馬連票数 計1160996 的中 �� 21190（18番人気）
馬単票数 計 422878 的中 �� 3651（38番人気）
ワイド票数 計 788517 的中 �� 14708（18番人気）�� 13192（20番人気）�� 36655（7番人気）
3連複票数 計1362795 的中 ��� 15315（22番人気）
3連単票数 計1563579 的中 ��� 2396（165番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．7―47．8―59．8―1：11．0―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．0
3 10，11，7，9，12（4，14）（2，5）6（3，1）（13，8） 4 10，11（7，9）（4，14，12）（5，6，8）2（3，13，1）

勝馬の
紹 介

ノ ヴ ェ ッ ラ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 Cape Cross デビュー 2018．9．29 阪神3着

2016．2．9生 牝4栗 母 ヴ ァ レ ッ タ 母母 Vituisa 9戦2勝 賞金 19，120，000円
〔制裁〕 マーベラスアゲン号の騎手小林凌大は，後検量について注意義務を怠り戒告。

11140 5月31日 曇 良 （2東京2） 第12日 第8競走 ��
��2，400�

あおあらし

青 嵐 賞
発走13時40分 （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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

55 セントレオナード 牡4鹿 57 D．レーン �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 470＋102：24．6 1．9�
（豪）

44 ドリームスピリット 牡5鹿 57 田辺 裕信落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 504± 0 〃 クビ 54．9�
79 エフェクトオン 牡4黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 440－ 42：25．02� 3．8�
22 サ ン シ ロ ウ 牡6鹿 57 柴田 善臣合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 494± 02：25．1クビ 5．8�
68 ル タ ン ブ ル 牝4黒鹿55 武士沢友治杉浦 和也氏 小手川 準 日高 竹島 幸治 454＋ 2 〃 クビ 59．4�
11 ルックスマート 牡5鹿 57 武藤 雅平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 42：25．41� 21．8	
710	 ブルーエクセレンス 牡4青鹿57 M．デムーロゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 22：25．61� 16．9

33 レッドクーゲル 牡4栗 57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 440＋ 22：25．7� 14．1�
56 ファストライフ 牝5栗 55 武 豊石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 458＋ 42：25．8� 42．7
812 シュブリーム 牡4黒鹿57 松山 弘平栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 462－ 22：26．75 19．1�
811 ツクバソヴァール 牡4黒鹿57 丹内 祐次細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 484－ 22：26．8� 144．5�
67 フラテルニテ 牝4芦 55 坂井 瑠星北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 512＋ 22：28．39 111．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 69，605，400円 複勝： 103，518，100円 枠連： 17，181，200円
馬連： 138，885，200円 馬単： 61，638，100円 ワイド： 93，523，300円
3連複： 172，790，500円 3連単： 273，890，300円 計： 931，032，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 660円 � 140円 枠 連（4－5） 3，790円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 250円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 4，390円 3 連 単 ��� 22，980円

票 数

単勝票数 計 696054 的中 � 288497（1番人気）
複勝票数 計1035181 的中 � 354845（1番人気）� 21581（10番人気）� 183809（2番人気）
枠連票数 計 171812 的中 （4－5） 3510（14番人気）
馬連票数 計1388852 的中 �� 24881（16番人気）
馬単票数 計 616381 的中 �� 7923（19番人気）
ワイド票数 計 935233 的中 �� 19059（15番人気）�� 113321（1番人気）�� 13018（19番人気）
3連複票数 計1727905 的中 ��� 29483（14番人気）
3連単票数 計2738903 的中 ��� 8638（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．4―36．9―49．4―1：01．4―1：13．7―1：25．8―1：37．6―1：49．3―2：00．9―2：12．7

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

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

勝馬の
紹 介

セントレオナード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2018．10．28 東京3着

2016．3．7生 牡4鹿 母 リリーオブザヴァレー 母母 Pennegale 8戦3勝 賞金 36，359，000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。



11141 5月31日 曇 良 （2東京2） 第12日 第9競走 ��
��1，600�

くんぷう

薫風ステークス
発走14時15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

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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

67 サンチェサピーク 牡6黒鹿57 C．ルメール �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 534± 01：36．6 1．9�
55 バンブトンハート 牝4青鹿55 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 496－ 21：37．02� 8．3�
66 ブランクエンド 牡4鹿 57 和田 竜二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480＋ 21：37．1	 5．0�
811 メダリオンモチーフ 牝5黒鹿55 内田 博幸吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 442－ 61：37．31� 9．2�
79 グッドラックサマー 牡6栗 57 木幡 巧也澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 B554＋ 4 〃 ハナ 124．9�
11 フラワーストリーム 
5鹿 57 D．レーン 花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B470－ 21：37．4クビ 7．9	

（豪）

22 ビービーガウディ 牡6栗 57 石橋 脩
坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 B480± 01：37．5� 22．8�
44 マイネルツァイト 牡6青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 506± 01：37．71 258．4�
78 サトノグラン 
6青鹿57 柴田 善臣 �サトミホースカンパニー 田中 剛 安平 ノーザンファーム B470－ 41：37．8� 15．0
810 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 B482＋ 6 〃 ハナ 20．6�
33 シ ベ リ ウ ス 牡7栗 57 横山 和生浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B470－ 41：38．01� 52．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 69，715，800円 複勝： 95，596，700円 枠連： 17，755，600円
馬連： 154，839，500円 馬単： 67，974，500円 ワイド： 95，347，000円
3連複： 185，831，000円 3連単： 314，607，800円 計： 1，001，667，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 290円 �� 230円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，700円

票 数

単勝票数 計 697158 的中 � 284476（1番人気）
複勝票数 計 955967 的中 � 310723（1番人気）� 108965（4番人気）� 142149（2番人気）
枠連票数 計 177556 的中 （5－6） 24552（4番人気）
馬連票数 計1548395 的中 �� 169789（2番人気）
馬単票数 計 679745 的中 �� 48273（3番人気）
ワイド票数 計 953470 的中 �� 85194（3番人気）�� 115394（1番人気）�� 32805（8番人気）
3連複票数 計1858310 的中 ��� 134527（2番人気）
3連単票数 計3146078 的中 ��� 61631（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―12．3―12．3―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．9―48．2―1：00．5―1：12．5―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンチェサピーク �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．1．28 東京2着

2014．2．26生 牡6黒鹿 母 マスターギラティナ 母母 イシノスター 16戦5勝 賞金 70，091，000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。

11142 5月31日 曇 良 （2東京2） 第12日 第10競走 ��
��1，800�む ら さ き 賞

発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．5．25以降2．5．24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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

814 ウインガナドル 牡6黒鹿55 武 豊�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 41：46．0 15．5�
45 ゴールドスミス �6黒鹿54 松山 弘平ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 61：46．1� 29．3�
33 モンテグロッソ 牡5青鹿54 福永 祐一ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 2 〃 アタマ 19．5�
69 	 スパイラルダイブ 牡6青鹿55 戸崎 圭太�G1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 444± 0 〃 ハナ 12．8�
712 ハーメティキスト 牡4鹿 56 池添 謙一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：46．2
 10．6	
22 トラストケンシン 牡5鹿 56 和田 竜二菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 456－201：46．3
 16．1

34 ソロフレーズ 牡5青鹿53 江田 照男ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 81：46．4
 237．3�
711 ダイワダグラス 牡4鹿 56 C．ルメール 大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502－ 2 〃 クビ 4．1�
11 ロフティフレーズ 牝5黒鹿53 M．デムーロ水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 466＋101：46．5クビ 8．0
813 ル ー カ ス 牡5鹿 57 D．レーン �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 512－ 2 〃 ハナ 2．6�

（豪）

610 スーパーブレイク 牡6黒鹿55 吉田 豊堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 472－ 41：46．71
 96．6�
46 アストラサンタン 牝5青鹿53 三浦 皇成丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466± 01：46．8クビ 15．1�
58 スペリオルシチー 牡6鹿 54 石川裕紀人 �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 B472＋ 21：47．12 236．2�
57 ダイワメモリー 牝5栗 53 内田 博幸大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 480＋ 81：47．2
 25．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 86，013，800円 複勝： 118，544，800円 枠連： 35，784，500円
馬連： 221，512，800円 馬単： 74，797，300円 ワイド： 137，855，700円
3連複： 280，794，400円 3連単： 322，234，700円 計： 1，277，538，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 470円 � 670円 � 560円 枠 連（4－8） 1，180円

馬 連 �� 19，100円 馬 単 �� 32，120円

ワ イ ド �� 4，260円 �� 4，200円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 99，950円 3 連 単 ��� 461，690円

票 数

単勝票数 計 860138 的中 � 44359（7番人気）
複勝票数 計1185448 的中 � 68032（7番人気）� 45599（10番人気）� 55913（9番人気）
枠連票数 計 357845 的中 （4－8） 23365（3番人気）
馬連票数 計2215128 的中 �� 9561（52番人気）
馬単票数 計 747973 的中 �� 1746（98番人気）
ワイド票数 計1378557 的中 �� 8346（53番人気）�� 8464（52番人気）�� 9315（47番人気）
3連複票数 計2807944 的中 ��� 2107（175番人気）
3連単票数 計3222347 的中 ��� 506（989番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．9―48．3―1：00．3―1：12．1―1：23．3―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインガナドル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2016．8．7 新潟4着

2014．2．28生 牡6黒鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 20戦4勝 賞金 90，691，000円
〔制裁〕 ダイワメモリー号の騎手内田博幸は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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。

１レース目 ３レース目



11143 5月31日 曇 良 （2東京2） 第12日 第11競走 ��
��2，400�東 京 優 駿（ＧⅠ）

発走15時40分 （第87回日本ダービー） （芝・左）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 200，000，000円 80，000，000円 50，000，000円 30，000，000円 20，000，000円
付 加 賞 26，698，000円 7，628，000円 3，814，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品

朝日新聞社賞（1着）
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
2：22．6

良
良
良

35 コントレイル 牡3青鹿57 福永 祐一前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460－ 22：24．1 1．4�

612 サ リ オ ス 牡3栗 57 D．レーン �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 528－ 82：24．63 4．4�
（豪）

36 ヴェルトライゼンデ 牡3黒鹿57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486± 02：24．91� 66．4�
11 サトノインプレッサ 牡3黒鹿57 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 アタマ 63．4�
713 ディープボンド 牡3青鹿57 和田 竜二前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 484＋ 22：25．0	 61．6	
611 ガロアクリーク 牡3鹿 57 川田 将雅水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 498± 0 〃 ハナ 51．6

47 ブラックホール 牡3黒鹿57 石川裕紀人芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 424－ 8 〃 ハナ 211．2�
23 ワ ー ケ ア 牡3鹿 57 C．ルメール 落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490－ 42：25．1� 12．8�
714 マイラプソディ 牡3青鹿57 横山 典弘�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500－ 42：25．2クビ 87．7
48 ビターエンダー 牡3鹿 57 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 464± 0 〃 アタマ 91．2�
715 サトノフラッグ 牡3鹿 57 武 豊 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488± 02：25．3	 16．5�
510 コ ル テ ジ ア 牡3青鹿57 松山 弘平前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 22：25．4� 131．5�
59 
 ダーリントンホール 牡3鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 木村 哲也 英 Canning

Bloodstock Ltd 520＋ 42：25．5	 30．3�
817 ヴ ァ ル コ ス 牡3鹿 57 三浦 皇成佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498± 0 〃 アタマ 46．4�
24 レクセランス 牡3鹿 57 石橋 脩 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 22：25．71� 213．5�
816 マンオブスピリット 牡3鹿 57 北村 友一ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：26．01� 179．7�
818 ウインカーネリアン 牡3栗 57 田辺 裕信�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 62：26．21� 141．0�
12 アルジャンナ 牡3鹿 57 浜中 俊吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454－ 22：26．3� 88．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 1，205，612，500円 複勝： 1，039，516，000円 枠連： 554，465，000円 馬連： 2，944，889，000円 馬単： 1，492，367，400円
ワイド： 1，719，495，800円 3連複： 4，706，674，400円 3連単： 9，690，882，000円 5重勝： 867，069，800円 計： 24，220，971，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 520円 枠 連（3－6） 240円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 170円 �� 790円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 5，140円

5 重 勝
対象競走：東京9R／京都9R／東京10R／京都10R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 437，280円

票 数

単勝票数 計12056125 的中 � 6786705（1番人気）
複勝票数 計10395160 的中 � 4688953（1番人気）� 1611763（2番人気）� 231342（8番人気）
枠連票数 計5544650 的中 （3－6）1772743（1番人気）
馬連票数 計29448890 的中 �� 8772371（1番人気）
馬単票数 計14923674 的中 �� 3146872（1番人気）
ワイド票数 計17194958 的中 �� 3416606（1番人気）�� 471621（8番人気）�� 192881（22番人気）
3連複票数 計47066744 的中 ���1419755（5番人気）
3連単票数 計96908820 的中 ���1365203（9番人気）
5重勝票数 計8670698 的中 ����� 1388

ハロンタイム 12．6―11．3―12．9―12．6―12．3―11．8―12．2―12．3―11．8―11．3―11．3―11．7

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―23．9―36．8―49．4―1：01．7―1：13．5―1：25．7―1：38．0―1：49．8―2：01．1―2：12．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コントレイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．9．15 阪神1着

2017．4．1生 牡3青鹿 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 5戦5勝 賞金 472，598，000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。
（非抽選馬） 5頭 エヒト号・キメラヴェリテ号・ダノンファラオ号・ブラックマジック号・メイショウボサツ号
※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。

11144 5月31日 曇 良 （2東京2） 第12日 第12競走
第134回農林水産省賞典

��
��2，500�目 黒 記 念（ＧⅡ）

発走17時00分 （芝・左）
4歳以上，1．5．25以降2．5．24まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，288，000円 368，000円 184，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．2
2：28．2

良
良

35 キングオブコージ 牡4鹿 54 横山 典弘増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 22：29．6 4．1�

24 アイスバブル 牡5芦 55 D．レーン 金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：29．7� 13．3�

（豪）

611 ステイフーリッシュ 牡5鹿 57．5 坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462－ 22：29．8� 13．8�
12 ノーブルマーズ 牡7栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 494－ 62：30．12 20．6�
612 ゴールドギア 牡5黒鹿53 三浦 皇成有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 480± 02：30．2クビ 11．8	
816 オセアグレイト 牡4鹿 55 C．ルメール IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 488＋ 2 〃 クビ 4．8

36 メートルダール 牡7鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 480－ 82：30．3クビ 82．4�
59 サトノクロニクル 牡6鹿 56 武藤 雅 �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 472＋ 2 〃 クビ 79．1�
817 ボ ス ジ ラ 牡4芦 54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508± 0 〃 ハナ 8．1
713 ウラヌスチャーム 牝5黒鹿54 松山 弘平�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 ハナ 15．7�
48 アフリカンゴールド �5栗 55 福永 祐一ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464± 0 〃 ハナ 28．6�
23 ポポカテペトル 牡6芦 55 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486± 02：30．61� 114．9�
510 ミライヘノツバサ 牡7芦 56 木幡 巧也三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 498－ 4 〃 クビ 57．3�
47 ミュゼエイリアン �8鹿 54 横山 和生菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 486＋ 22：31．02 353．3�
11 タイセイトレイル 牡5黒鹿55 M．デムーロ田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B498＋ 22：31．85 6．2�
715 バラックパリンカ 牡4黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 440－ 42：31．9クビ 30．7�
714 パリンジェネシス �6黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 清水 久詞 洞	湖 レイクヴィラファーム 506± 0 〃 クビ 205．7�
818 ニシノデイジー 牡4鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 488－ 8 〃 アタマ 19．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 276，341，400円 複勝： 419，935，400円 枠連： 156，381，500円
馬連： 838，979，400円 馬単： 236，533，900円 ワイド： 593，451，900円
3連複： 1，491，294，000円 3連単： 1，518，040，400円 計： 5，530，957，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 420円 � 400円 枠 連（2－3） 3，840円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，340円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 19，270円 3 連 単 ��� 86，550円

票 数

単勝票数 計2763414 的中 � 532470（1番人気）
複勝票数 計4199354 的中 � 637838（2番人気）� 235702（7番人気）� 252415（6番人気）
枠連票数 計1563815 的中 （2－3） 31558（14番人気）
馬連票数 計8389794 的中 �� 149408（16番人気）
馬単票数 計2365339 的中 �� 28138（19番人気）
ワイド票数 計5934519 的中 �� 85887（22番人気）�� 115611（12番人気）�� 55181（39番人気）
3連複票数 計14912940 的中 ��� 58014（68番人気）
3連単票数 計15180404 的中 ��� 12715（289番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―18．5―29．9―42．2―54．2―1：05．9―1：17．7―1：29．7―1：41．7―1：53．7―2：05．7―2：17．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングオブコージ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Galileo デビュー 2018．10．21 東京5着

2016．3．26生 牡4鹿 母 ファイノメナ 母母 Caumshinaun 13戦5勝 賞金 110，355，000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。
（非抽選馬） 5頭 アドマイヤアルバ号・サンレイポケット号・チェスナットコート号・ヒシゲッコウ号・ベイビーステップ号
※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。

５レース目



（2東京2）第12日 5月31日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

667，410，000円
11，230，000円
34，020，000円
41，100，000円
86，660，000円
8，000，000円
79，408，000円
5，977，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
2，033，030，300円
2，418，810，000円
896，563，500円
4，990，670，300円
2，234，527，700円
3，168，794，300円
7，776，330，600円
13，254，858，800円
867，069，800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 37，640，655，300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12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。



令和2年度 第2回東京競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，037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

3，810，250，000円
55，870，000円
332，110，000円
107，700，000円
466，810，000円
17，000，000円
864，552，500円
60，500，500円
19，555，200円

勝馬投票券売得金
12，211，632，800円
16，871，370，900円
4，726，071，500円
26，649，046，700円
11，792，905，500円
17，917，840，200円
41，764，279，900円
61，355，610，100円
3，654，153，000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
5 重 勝
計 196，942，910，600円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 2回東京競馬は，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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