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11025 5月2日 晴 良 （2東京2） 第3日 第1競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

47 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＋ 61：39．4 5．2�

815 ゾ ー ル シ カ 牝3芦 54 内田 博幸山口 敦広氏 土田 稔 新冠 山岡ファーム 440－ 61：40．03� 32．6�
24 セレーネグランツ 牝3黒鹿54 田辺 裕信林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 442－ 2 〃 ハナ 2．8�
510 アーデントラブ 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン �ノースヒルズ 田中 博康 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 2 〃 ハナ 24．0�
（南ア）

713 スティルアリス 牝3鹿 54 北村 宏司下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 516± 01：40．21� 6．9	
714 ハイエストプレイズ 牝3鹿 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 61：40．41� 3．4

12 ペイシャバイカ 牝3栗 54 野中悠太郎北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 478± 01：40．61� 127．0�
11 ブラウンアイズ 牝3黒鹿54 武士沢友治山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 512－ 2 〃 ハナ 81．5�
816 ルージュキッス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 平取 有限会社中
田牧場 430－ 41：41．13 119．1

612 エンリグロリア 牝3鹿 54 石川裕紀人谷口 悦一氏 加藤 和宏 新ひだか 加野牧場 488－ 41：41．52� 55．2�
23 タッシーアレッタ 牝3鹿 54 大野 拓弥吉岡 輝美氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 21：41．6� 8．5�
48 ブロッケンリング 牝3鹿 54

52 △木幡 育也 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 424＋ 21：41．81� 93．2�
36 スカイティアラ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �YGGホースクラブ 田中 清隆 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408＋ 61：42．22� 260．9�
59 ヤマニンゲフィオン 牝3黒鹿54 江田 照男土井 肇氏 中川 公成 浦河 廣田 光夫 484 ―1：42．62� 75．9�
611 ゴーゴーリマンド 牝3芦 54 杉原 誠人上山 牧氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 446－141：42．91� 283．5�
35 ラ カ ル マ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B470＋ 21：43．85 143．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，223，900円 複勝： 52，909，000円 枠連： 14，168，100円
馬連： 64，809，700円 馬単： 30，403，600円 ワイド： 48，354，800円
3連複： 97，770，100円 3連単： 106，567，600円 計： 447，206，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 550円 � 140円 枠 連（4－8） 4，820円

馬 連 �� 6，860円 馬 単 �� 10，730円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 290円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，390円 3 連 単 ��� 34，120円

票 数

単勝票数 計 322239 的中 � 48711（3番人気）
複勝票数 計 529090 的中 � 83680（3番人気）� 16664（7番人気）� 131286（1番人気）
枠連票数 計 141681 的中 （4－8） 2274（12番人気）
馬連票数 計 648097 的中 �� 7321（16番人気）
馬単票数 計 304036 的中 �� 2125（27番人気）
ワイド票数 計 483548 的中 �� 7591（16番人気）�� 50151（1番人気）�� 8856（15番人気）
3連複票数 計 977701 的中 ��� 16667（14番人気）
3連単票数 計1065676 的中 ��� 2264（101番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．4―13．3―13．1―12．7―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．7―49．0―1：02．1―1：14．8―1：26．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ュ ネ ス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．2．2 東京10着

2017．3．26生 牝3青鹿 母 トーセンオマージュ 母母 アサヒブライト 5戦1勝 賞金 9，170，000円
〔発走状況〕 ヤマニンゲフィオン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔3走成績による出走制限〕 タッシーアレッタ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月2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。

11026 5月2日 晴 良 （2東京2） 第3日 第2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

816 グラスディアブロ 牡3鹿 56 D．レーン 半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B464± 01：25．1 5．3�
（豪）

612 ニシノリーチキング 牡3青鹿56 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 498± 01：25．84 10．4�
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 476－ 2 〃 ハナ 3．3�
59 スパークインザアイ �3鹿 56 武藤 雅西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 クビ 149．0�
24 アルトゥーロ 牡3黒鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 430－ 41：26．01 103．4�
714 エルサフィーロ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム B462± 01：26．21� 15．1	

（南ア）

47 ロードファビュラス 牡3鹿 56 津村 明秀 
ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 日高 北田 剛 B474－ 2 〃 クビ 6．9�
35 マイネルピカソ 牡3鹿 56 宮崎 北斗 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 三木田牧場 458－ 41：26．73 16．0�
11 ジオパークアポロ 牡3栗 56 江田 照男小関 勝紀氏 田中 剛 様似 中村 俊紀 440± 01：26．8� 120．2
510 デルマラピスラズリ 牡3鹿 56 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 508－ 4 〃 アタマ 8．6�
23 サノノヴィグラス 牡3黒鹿56 内田 博幸佐野 信幸氏 尾形 和幸 新ひだか カタオカステーブル 488－ 21：27．22� 89．3�
12 アイアムスゴスギル 牡3栗 56 三浦 皇成堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 490＋ 81：27．51� 4．8�
815 ヴォーグロックユー 牡3栗 56 大野 拓弥志村 幸彦氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 476± 01：27．71� 80．6�
611 ナイトクリーガー 牡3鹿 56 的場 勇人藤田 孟司氏 的場 均 日高 モリナガファーム 474－201：28．02 321．2�
48 パ レ ッ ト 牝3栗 54 野中悠太郎水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 448＋ 41：28．21� 372．4�
36 ケイアイメープル 牡3鹿 56 北村 宏司亀田 和弘氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 458 ―1：28．62� 61．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，915，800円 複勝： 60，516，600円 枠連： 12，018，000円
馬連： 68，636，200円 馬単： 28，528，500円 ワイド： 58，913，400円
3連複： 100，800，600円 3連単： 94，429，800円 計： 462，758，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 240円 � 160円 枠 連（6－8） 2，370円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 700円 �� 380円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 12，190円

票 数

単勝票数 計 389158 的中 � 58522（3番人気）
複勝票数 計 605166 的中 � 84299（3番人気）� 57083（5番人気）� 115785（1番人気）
枠連票数 計 120180 的中 （6－8） 3915（10番人気）
馬連票数 計 686362 的中 �� 26640（8番人気）
馬単票数 計 285285 的中 �� 6014（13番人気）
ワイド票数 計 589134 的中 �� 20436（8番人気）�� 42033（1番人気）�� 26687（4番人気）
3連複票数 計1008006 的中 ��� 40694（2番人気）
3連単票数 計 944298 的中 ��� 5615（17番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．3―12．6―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．6―1：00．2―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスディアブロ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Singspiel デビュー 2019．9．21 中山11着

2017．3．21生 牡3鹿 母 グラスルビー 母母 ル ビ ー 7戦1勝 賞金 6，400，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 ナイトクリーガー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月2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 ゼンダンロマン号
（非抽選馬） 1頭 デルマベリル号
※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。

第２回 東京競馬 第３日



11027 5月2日 晴 良 （2東京2） 第3日 第3競走 ��
��2，100�3歳未勝利

発走11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
2：06．7
2：05．9

良
良

812 セイカアーナンダイ 牡3栗 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 464± 02：14．6 124．0�
44 � グーガルドリームズ 牡3黒鹿56 北村 宏司藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako

Fujita 490－ 22：14．7� 5．5�
68 セイウンクルーズ 牡3栗 56 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド B522± 02：14．91 1．7�
79 � キンバリープロセス 牡3栗 56 津村 明秀ゴドルフィン 手塚 貴久 米 KatieRich

Farms B502－ 2 〃 ハナ 30．8�
56 ビレッジイーグル 牡3黒鹿56 江田 照男村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 B492± 02：15．0	 51．4�
22 � セイウンカゲロウ 牡3鹿 56 三浦 皇成西山 茂行氏 奥平 雅士 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

496＋ 22：15．42� 13．6�
33 アドマイヤグルス 牡3鹿 56 田辺 裕信近藤 旬子氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 502－ 42：15．5クビ 57．3	
710 サクラヴァルール 牡3黒鹿56 D．レーン 
さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 468－10 〃 ハナ 4．3�

（豪）

55 ディーエスハリアー 牡3黒鹿56 横山 和生秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 荒井ファーム 456－ 42：15．71
 18．0�
11 アイシーブルー 牡3鹿 56 大野 拓弥ディアレストクラブ
 田村 康仁 日高 野島牧場 442± 02：16．12� 97．6
67 リブエターナル 牝3芦 54

52 △木幡 育也大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 456＋ 42：16．42 261．3�

811 シ ラ カ バ 牝3栗 54 L．ヒューイットソン 小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 452－ 22：34．5大差 18．8�
（南ア）

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，113，200円 複勝： 80，210，100円 枠連： 9，326，500円
馬連： 59，372，600円 馬単： 33，198，300円 ワイド： 49，860，800円
3連複： 89，597，000円 3連単： 135，030，400円 計： 496，708，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，400円 複 勝 � 1，660円 � 160円 � 110円 枠 連（4－8） 3，040円

馬 連 �� 28，680円 馬 単 �� 81，360円

ワ イ ド �� 6，180円 �� 3，580円 �� 200円

3 連 複 ��� 9，950円 3 連 単 ��� 198，570円

票 数

単勝票数 計 401132 的中 � 2586（11番人気）
複勝票数 計 802101 的中 � 4920（11番人気）� 96700（3番人気）� 407621（1番人気）
枠連票数 計 93265 的中 （4－8） 2375（11番人気）
馬連票数 計 593726 的中 �� 1604（35番人気）
馬単票数 計 331983 的中 �� 306（79番人気）
ワイド票数 計 498608 的中 �� 1749（38番人気）�� 3041（30番人気）�� 80635（1番人気）
3連複票数 計 895970 的中 ��� 6752（28番人気）
3連単票数 計1350304 的中 ��� 493（331番人気）

ハロンタイム 7．3―11．5―13．3―13．2―13．1―12．4―12．4―12．6―12．8―12．5―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．8―32．1―45．3―58．4―1：10．8―1：23．2―1：35．8―1：48．6―2：01．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．8
1
3
6，11，12（4，9，10）（2，7，8）（1，5）－3・（6，11）（12，9）4，10（2，8）（7，5）－（1，3）

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

勝馬の
紹 介

セイカアーナンダイ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2019．7．6 中京12着

2017．5．18生 牡3栗 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス 5戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 シラカバ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

11028 5月2日 晴 良 （2東京2） 第3日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時40分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

36 カ レ ン ピ ピ 牝3鹿 54 杉原 誠人鈴木 隆司氏 宮田 敬介 日高 高柳 隆男 434－ 21：21．2 88．4�
715 ヒガシヴァルキリー 牝3青鹿 54

52 △木幡 育也�ヤナガワ牧場 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 412－ 61：21．3� 6．8�
816 フォワードアゲン �3黒鹿56 柴田 善臣浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 416－ 41：21．51� 6．6�
510 フィオーレカフェ 牝3黒鹿54 大野 拓弥西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 416＋101：21．71� 5．2�
23 サフランハーモニー 牝3鹿 54 津村 明秀海原 聖一氏 田中 博康 浦河 林農場 452－ 81：21．91� 47．0�
612 カガジャスティス 牡3鹿 56 横山 和生香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 510－ 21：22．0� 9．4	
11 エースインザハート 牡3黒鹿56 江田 照男西村 
平氏 大江原 哲 日高 三輪牧場 B446± 01：22．21� 61．2�
48 ファートゥア 牝3栗 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482＋12 〃 ハナ 3．4�
714 エコロキングダム 牡3栃栗56 石川裕紀人原村 正紀氏 岩戸 孝樹 平取 オークツリー

ファーム 464－ 21：22．3クビ 12．1
818 ド ロ ス 牡3黒鹿56 丸山 元気外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B488＋ 6 〃 アタマ 22．2�
611 マイネルアルモニコ 牡3栗 56 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 武田 修一 B420－ 21：22．51� 39．7�
713 ヤギリエピファクン 牡3鹿 56 北村 宏司内田ヤエ子氏 小西 一男 日高 浜本牧場 462± 01：22．6� 61．4�
47 アシュモレアン 牡3鹿 56 田辺 裕信�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 426＋ 41：22．91� 18．3�
35 プラズマテイル 牝3青鹿54 嘉藤 貴行岡田 牧雄氏 大和田 成 浦河 カケハムポニークラブ 404＋ 41：23．11� 195．3�
817 ライトニングレイ 牝3青鹿54 L．ヒューイットソン �ローレルレーシング 牧 光二 新冠 川島牧場 446－ 41：23．41� 14．2�

（南ア）

24 カネショウイケメン 牡3鹿 56 武士沢友治清水 正裕氏 古賀 史生 浦河 山田 昇史 500－ 81：23．5クビ 202．5�
12 ワイアヴィー 牝3鹿 54 田中 勝春岡田 隆寛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 422± 01：23．81� 169．6�
59 プラチナヴルール �3芦 56 野中悠太郎 �YGGホースクラブ 根本 康広 新ひだか 加野牧場 464 ―1：41．3大差 88．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，803，100円 複勝： 62，220，900円 枠連： 17，572，800円
馬連： 73，227，800円 馬単： 27，700，700円 ワイド： 62，239，500円
3連複： 105，187，900円 3連単： 100，163，700円 計： 486，116，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，840円 複 勝 � 2，700円 � 240円 � 240円 枠 連（3－7） 10，760円

馬 連 �� 41，850円 馬 単 �� 105，450円

ワ イ ド �� 11，180円 �� 10，770円 �� 660円

3 連 複 ��� 67，650円 3 連 単 ��� 626，020円

票 数

単勝票数 計 378031 的中 � 3420（14番人気）
複勝票数 計 622209 的中 � 4744（15番人気）� 77363（3番人気）� 73609（4番人気）
枠連票数 計 175728 的中 （3－7） 1265（21番人気）
馬連票数 計 732278 的中 �� 1356（73番人気）
馬単票数 計 277007 的中 �� 197（161番人気）
ワイド票数 計 622395 的中 �� 1380（74番人気）�� 1434（71番人気）�� 26008（3番人気）
3連複票数 計1051879 的中 ��� 1166（170番人気）
3連単票数 計1001637 的中 ��� 116（1295番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―11．8―11．7―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．2―47．0―58．7―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．2
3 15－6，10，16（2，5）（1，14，18）11（3，17）（8，12）（7，13）4＝9 4 15－6，10（1，16）（2，5，18）（11，14）（3，17，12）（8，13）7，4＝9

勝馬の
紹 介

カ レ ン ピ ピ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 シェルゲーム デビュー 2020．4．11 福島14着

2017．4．13生 牝3鹿 母 カレンタントミール 母母 カ レ ン マ マ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラチナヴルール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月2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〕 ヤギリエピファクン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月2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。



11029 5月2日 晴 良 （2東京2） 第3日 第5競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走12時30分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

47 � ラウドアンドクリア 牡3栗 56 D．レーン ゴドルフィン 加藤 征弘 米 Ron Stolich &
Fran Stolich 520± 01：47．2 1．9�

（豪）

611 ドリームメッセージ 牡3鹿 56 丸山 元気堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 436± 01：47．3� 4．2�
713 ウインドジャマー 	3鹿 56 北村 宏司多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 476－141：47．51
 10．9�
612� トーヨースターオー 牡3栗 56 吉田 豊中嶋 宏氏 土田 稔 米 Chiyoda

Farm Co. Ltd 538－ 2 〃 クビ 13．4�
48 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 490－141：47．71
 6．2�
36 ボントンルレ 牡3鹿 56 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：48．02 67．6�
23 カ ピ テ ル 牡3黒鹿56 大野 拓弥ディアレストクラブ	 宗像 義忠 浦河 加藤 重治 482－ 41：48．21 55．7

510 エフティクルーク 牡3青鹿56 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 470＋121：48．41� 33．4�
35 コンカルノー 牝3鹿 54 石橋 脩中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 450＋ 61：48．5クビ 19．8�
714 リメインオブザデイ 牝3青鹿54 宮崎 北斗 ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 396＋ 2 〃 ハナ 91．5�
12 カドフィール 牡3鹿 56 柴田 善臣佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 430± 01：48．81� 145．6�
815 セブンミラクル 	3黒鹿 56

54 △木幡 育也橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 B458－ 41：49．12 142．3�
816 ウラワザテクニック 牡3芦 56 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 オリオンファーム 476－ 41：49．2� 164．7�
11 レ イ ル チ ル 牡3栗 56 岩部 純二上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 B444－ 61：49．52 201．1�
59 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 ―1：49．71
 103．0�
24 デルマシトリン 牡3青鹿56 江田 照男浅沼 廣幸氏 伊藤 伸一 千歳 社台ファーム 456－101：49．8� 95．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，516，100円 複勝： 65，108，200円 枠連： 16，745，600円
馬連： 69，846，500円 馬単： 40，700，100円 ワイド： 60，060，500円
3連複： 100，248，000円 3連単： 143，173，700円 計： 545，398，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 200円 枠 連（4－6） 250円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 210円 �� 460円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 495161 的中 � 206625（1番人気）
複勝票数 計 651082 的中 � 243533（1番人気）� 106238（2番人気）� 52712（4番人気）
枠連票数 計 167456 的中 （4－6） 50967（1番人気）
馬連票数 計 698465 的中 �� 121568（1番人気）
馬単票数 計 407001 的中 �� 52552（1番人気）
ワイド票数 計 600605 的中 �� 87171（1番人気）�� 30218（5番人気）�� 25895（6番人気）
3連複票数 計1002480 的中 ��� 67153（2番人気）
3連単票数 計1431737 的中 ��� 32181（3番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―12．9―12．5―12．3―11．3―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．4―48．3―1：00．8―1：13．1―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．1

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

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

勝馬の
紹 介

�ラウドアンドクリア �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2020．4．4 中山4着

2017．4．12生 牡3栗 母 Melody Maiden 母母 Lake Placid 2戦1勝 賞金 5，870，000円
〔3走成績による出走制限〕 リメインオブザデイ号・カドフィール号・セブンミラクル号・レイルチル号は，「3走成績による出走制限」

のため，令和2年7月2日まで平地競走に出走できない。
※セブンミラクル号は，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。

11030 5月2日 晴 良 （2東京2） 第3日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走13時05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

22 ピーエムピンコ 牝3黒鹿54 L．ヒューイットソン 松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 396± 01：32．1 7．4�
（南ア）

67 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 492－ 61：32．2� 1．7�
（豪）

55 シングンバズーカ 牡3黒鹿56 柴田 善臣伊坂 重憲氏 大江原 哲 日高 広富牧場 466－ 81：32．73 13．4�
79 オシリスブレイン 牡3青鹿56 大野 拓弥エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 486－ 6 〃 クビ 5．9�
56 ネバーゴーンアウト 牡3青鹿56 武藤 雅岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 488＋ 21：32．8クビ 246．8�
811 ラパンセソバージュ 牡3栗 56 福永 祐一	酒井牧場 大竹 正博 浦河 酒井牧場 456± 0 〃 クビ 5．5

33 ミャゴラーレ 牡3鹿 56 野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 518＋ 81：33．22� 83．6�
68 スリリングドリーム 牝3青 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 446＋ 21：33．41	 122．6�
710 メリディアンローグ 牡3黒鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：33．5� 15．0
812 シゲルミカヅキ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 中神牧場 442－ 61：33．92� 121．3�
11 イッツアワターン 牝3黒鹿54 石川裕紀人田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 424－ 41：34．21� 182．2�
44 タイムマシン 牡3鹿 56

54 △木幡 育也馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444－ 21：34．83� 127．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 67，325，100円 複勝： 118，319，500円 枠連： 13，419，300円
馬連： 86，406，000円 馬単： 51，401，100円 ワイド： 72，437，200円
3連複： 112，975，200円 3連単： 215，763，800円 計： 738，047，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 170円 � 110円 � 210円 枠 連（2－6） 640円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 270円 �� 840円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 10，880円

票 数

単勝票数 計 673251 的中 � 72271（4番人気）
複勝票数 計1183195 的中 � 104044（4番人気）� 631440（1番人気）� 74364（5番人気）
枠連票数 計 134193 的中 （2－6） 16146（3番人気）
馬連票数 計 864060 的中 �� 109844（3番人気）
馬単票数 計 514011 的中 �� 21145（8番人気）
ワイド票数 計 724372 的中 �� 73154（3番人気）�� 19329（12番人気）�� 58779（4番人気）
3連複票数 計1129752 的中 ��� 47999（9番人気）
3連単票数 計2157638 的中 ��� 14374（36番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―10．9―11．5―11．6―11．9―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―22．9―33．8―45．3―56．9―1：08．8―1：20．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．2
3 12－1，11（2，9）（8，6，10）5（4，7）3 4 12＝1（2，11）（9，10，7）8，6（4，3，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピーエムピンコ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2019．10．14 東京2着

2017．2．3生 牝3黒鹿 母 ローズカリーナ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 6戦2勝 賞金 19，000，000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。



11031 5月2日 晴 良 （2東京2） 第3日 第7競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走13時35分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 アイスシェルフ 牡3黒鹿56 丸山 元気吉田 勝己氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：24．8 2．2�
34 � リュウノゾロ �3鹿 56 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか へいはた牧場 470＋101：24．9� 66．7�
712 メタルスパーク 牡3芦 56 吉田 豊ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 492－ 61：25．11� 14．8�
35 インウィクトス 牡3鹿 56 田辺 裕信加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 456－ 21：25．2� 15．1�
46 ニルカンタテソーロ 牡3栗 56 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 436＋ 21：25．51� 4．5�
610 キョシンタンカイ 牡3黒鹿56 津村 明秀國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 492－ 81：25．6� 19．3	
713 トリプルシックス 牝3黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 464＋ 41：26．02� 15．1

23 ウインアクティーボ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン �ウイン 高木 登 浦河 宮内牧場 492± 01：26．21� 9．4�

（南ア）

11 セレンディピア 牡3鹿 56 北村 宏司 �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 466＋ 61：26．3� 87．7�

59 ペイシャチャーム 牝3栗 54
52 △木幡 育也北所 直人氏 小手川 準 浦河 	川 啓一 448－ 21：26．4� 171．1

47 ア ミ ー ク ス 牝3鹿 54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 442－ 41：26．82� 6．8�
58 ワ ン チ ー ム 牡3栗 56 内田 博幸鈴木 伸昭氏 清水 英克 厚真 阿部 栄乃進 468－ 21：27．33 66．7�
814� ハ ニ ー リ ン 牝3鹿 54 蛯名 正義西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 464－ 21：28．36 82．3�
815� 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 480＋111：28．61� 277．0�
22 ラブオナヴィータ 牝3鹿 54 江田 照男由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 462＋ 4 〃 クビ 113．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，320，300円 複勝： 75，051，400円 枠連： 17，961，100円
馬連： 94，997，500円 馬単： 40，123，700円 ワイド： 71，209，900円
3連複： 125，315，500円 3連単： 147，488，100円 計： 623，467，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 1，060円 � 270円 枠 連（3－6） 1，420円

馬 連 �� 11，510円 馬 単 �� 14，570円

ワ イ ド �� 3，590円 �� 530円 �� 9，080円

3 連 複 ��� 31，340円 3 連 単 ��� 129，290円

票 数

単勝票数 計 513203 的中 � 186464（1番人気）
複勝票数 計 750514 的中 � 202541（1番人気）� 12782（9番人気）� 64725（5番人気）
枠連票数 計 179611 的中 （3－6） 9746（6番人気）
馬連票数 計 949975 的中 �� 6394（31番人気）
馬単票数 計 401237 的中 �� 2065（40番人気）
ワイド票数 計 712099 的中 �� 4904（31番人気）�� 37571（5番人気）�� 1914（52番人気）
3連複票数 計1253155 的中 ��� 2998（78番人気）
3連単票数 計1474881 的中 ��� 827（311番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．3―12．3―12．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．2―48．5―1：00．6―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイスシェルフ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2019．8．31 札幌1着

2017．5．9生 牡3黒鹿 母 アイスドール 母母 ビスクドール 4戦2勝 賞金 16，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11032 5月2日 晴 良 （2東京2） 第3日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

812 ラティーンセイル 牝4鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490± 01：37．3 5．7�
56 シングシングシング 牝5鹿 55 D．レーン �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B472－ 41：37．4� 1．4�
（豪）

68 ワンダーマンボ 牝4黒鹿55 福永 祐一草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋ 21：38．46 9．4�
67 ジェイエルノブレス 牝5鹿 55 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 458－ 21：39．03� 25．1�
11 ストラトフォード 牝4鹿 55 内田 博幸下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 494＋101：39．21� 16．1	
44 ロ ブ ラ リ ア 牝5栗 55 江田 照男ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 41：39．3� 11．7

79 ラプターゲイル 牝5黒鹿55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 英樹 B462－ 1 〃 クビ 113．4�
55 クロスパール 牝4栗 55 L．ヒューイットソン �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 444－ 41：39．51 22．8�

（南ア）

33 フ ク キ タ ル 牝5黒鹿 55
53 △木幡 育也佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム B466＋101：39．6� 140．9

811 スカイシアター 牝4鹿 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 浦河 大柳ファーム 416＋ 2 〃 アタマ 65．3�
22 	 スターアイランド 牝4鹿 55 北村 宏司荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 420＋ 21：39．91� 168．7�
710	 ムーンロード 牝6鹿 55

52 ▲小林 脩斗吉田 昭一氏 畠山 吉宏 新ひだか 静内酒井牧場 402－ 41：40．11� 234．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 47，330，500円 複勝： 192，917，200円 枠連： 13，913，500円
馬連： 82，150，200円 馬単： 58，977，700円 ワイド： 63，551，200円
3連複： 114，276，300円 3連単： 246，721，800円 計： 819，838，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 140円 � 100円 � 160円 枠 連（5－8） 280円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 170円 �� 390円 �� 220円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 3，210円

票 数

単勝票数 計 473305 的中 � 66219（2番人気）
複勝票数 計1929172 的中 � 103044（2番人気）� 1524309（1番人気）� 69073（4番人気）
枠連票数 計 139135 的中 （5－8） 37192（1番人気）
馬連票数 計 821502 的中 �� 196538（1番人気）
馬単票数 計 589777 的中 �� 43577（5番人気）
ワイド票数 計 635512 的中 �� 107919（1番人気）�� 34304（7番人気）�� 72696（2番人気）
3連複票数 計1142763 的中 ��� 151732（1番人気）
3連単票数 計2467218 的中 ��� 55680（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―37．5―50．3―1：02．5―1：14．1―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．8
3 ・（6，12）9（2，7，11）8（3，5，10）（1，4） 4 ・（6，12）9（2，7，11）8，3，5（1，10）4

勝馬の
紹 介

ラティーンセイル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．11 新潟11着

2016．2．11生 牝4鹿 母 カラベルラティーナ 母母 ス タ ー ミ ー 7戦2勝 賞金 17，010，000円
〔発走状況〕 クロスパール号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 クロスパール号は，発走調教再審査。
※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。



11033 5月2日 晴 良 （2東京2） 第3日 第9競走 ��
��1，600�

ち ち ぶ

秩 父 特 別
発走14時35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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

89 バールドバイ 牡5鹿 57 D．レーン 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 514± 01：32．3 1．6�

（豪）

11 パ ル マ リ ア 牡5鹿 57 丸山 元気吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 526－ 8 〃 クビ 2．6�
66 クインズサン 牡7青 57 野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 462－ 81：32．61� 10．2�
78 ロードプレミアム 牡7黒鹿57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 504－ 21：32．7� 25．9�
810 ロジスカーレット 牡5鹿 57 田辺 裕信久米田正明氏 国枝 栄 洞	湖 レイクヴィラファーム 446± 01：32．9� 18．5�
22 アドマイヤシナイ 牡6鹿 57 柴田 善臣近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞	湖 レイクヴィラファーム 464－ 2 〃 ハナ 61．0	
44 トゥーフラッシー 牝4鹿 55 木幡 育也西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 466－ 41：33．85 57．2

33 ランペドゥーザ 牝4栗 55 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480＋ 21：34．43
 72．6�
77 ボールドジャパン 牡9鹿 57 北村 宏司増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 516－ 61：35．25 128．0
55 スワンボート 牡10鹿 57 杉原 誠人田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 502＋ 41：35．41
 167．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，175，600円 複勝： 111，984，300円 枠連： 12，942，100円
馬連： 83，501，900円 馬単： 54，306，300円 ワイド： 52，084，300円
3連複： 120，409，600円 3連単： 303，800，900円 計： 794，205，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（1－8） 160円

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 110円 �� 220円 �� 240円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 660円

票 数

単勝票数 計 551756 的中 � 272423（1番人気）
複勝票数 計1119843 的中 � 657866（1番人気）� 271003（2番人気）� 61216（3番人気）
枠連票数 計 129421 的中 （1－8） 62222（1番人気）
馬連票数 計 835019 的中 �� 382448（1番人気）
馬単票数 計 543063 的中 �� 147664（1番人気）
ワイド票数 計 520843 的中 �� 170100（1番人気）�� 45653（2番人気）�� 41534（3番人気）
3連複票数 計1204096 的中 ��� 319361（1番人気）
3連単票数 計3038009 的中 ��� 332741（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．1―47．6―59．0―1：09．8―1：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．3
3 8，9，2，6（4，10）1－（3，7）－5 4 ・（8，9）（2，6）10（4，1）－3，7，5

勝馬の
紹 介

バールドバイ �
�
父 Dubawi �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2017．11．19 東京3着

2015．2．14生 牡5鹿 母 ポップアイコン 母母 ピンクタートル 9戦3勝 賞金 51，620，000円
※トゥーフラッシー号は，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。

11034 5月2日 晴 良 （2東京2） 第3日 第10競走 ��
��2，100�

しゅんこう

春光ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．4．27以降2．4．26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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

33 ダイシンインディー 牡4栗 55 L．ヒューイットソン 大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 544－ 22：10．2 3．0�
（南ア）

89 リフトトゥヘヴン 牡6鹿 54 横山 和生丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490＋ 22：10．73 29．3�
44 ヴィジョンオブラヴ 牡5青鹿54 三浦 皇成大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 508＋ 82：11．01� 5．4�
22 ジュンスターホース 牡6栗 54 北村 宏司河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B476－ 52：11．21 14．9�
11 サトノグラン �6青鹿53 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 B474＋ 2 〃 クビ 30．8�
78 エジステンツァ 牡6鹿 53 大野 拓弥 	社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490± 02：11．41	 6．1

77 ロ ジ テ ィ ナ 牡5黒鹿54 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 540－ 2 〃 アタマ 13．9�
810 ステイパーシスト �7黒鹿53 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 2 〃 アタマ 57．2�
55 デッドアヘッド �4鹿 55 杉原 誠人 	社台レースホース藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B456－142：13．3大差 3．9
66 タイキダイヤモンド 牡6青鹿54 石川裕紀人	大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 472－122：13．4� 10．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 55，281，300円 複勝： 60，742，800円 枠連： 16，524，300円
馬連： 117，986，900円 馬単： 48，291，000円 ワイド： 72，193，700円
3連複： 153，814，600円 3連単： 210，511，600円 計： 735，346，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 420円 � 170円 枠 連（3－8） 2，900円

馬 連 �� 4，400円 馬 単 �� 7，150円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 370円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 42，180円

票 数

単勝票数 計 552813 的中 � 144367（1番人気）
複勝票数 計 607428 的中 � 127863（1番人気）� 27298（8番人気）� 103053（3番人気）
枠連票数 計 165243 的中 （3－8） 4407（15番人気）
馬連票数 計1179869 的中 �� 20761（19番人気）
馬単票数 計 482910 的中 �� 5065（35番人気）
ワイド票数 計 721937 的中 �� 13156（20番人気）�� 56169（2番人気）�� 11592（22番人気）
3連複票数 計1538146 的中 ��� 15714（29番人気）
3連単票数 計2105116 的中 ��� 3618（167番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．2―31．1―44．1―56．9―1：09．4―1：21．5―1：33．3―1：45．4―1：57．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイシンインディー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．8．18 新潟7着

2016．2．9生 牡4栗 母 キ ャ ッ ツ 母母 Blissful 14戦4勝 賞金 53，145，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出走取消馬 テトラルキア号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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。



11035 5月2日 晴 良 （2東京2） 第3日 第11競走 ��
��2，400�第27回テレビ東京杯青葉賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （ダービートライアル） （芝・左）
3歳；負担重量は，馬齢重量

テレビ東京賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

23 オーソリティ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500－ 62：23．0 4．3�
（南ア）

47 ヴ ァ ル コ ス 牡3鹿 56 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＋ 2 〃 クビ 12．4�
11 フィリオアレグロ 牡3鹿 56 D．レーン �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482－ 82：23．1クビ 2．6�

（豪）

24 ブルーミングスカイ 牡3鹿 56 北村 宏司島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 466－ 42：23．31� 21．5�
612 メイショウボサツ 牡3青鹿56 吉田 豊松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 462± 02：23．61� 17．9	
714 サーストンカイドー 牡3栗 56 内田 博幸齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 512＋ 6 〃 アタマ 130．0

713 ロールオブサンダー 牡3栗 56 田辺 裕信桑畑 �信氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 506± 02：23．81� 31．4�
715 フライライクバード 牡3黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 2 〃 クビ 4．1�
611 フィロロッソ 牡3鹿 56 田中 勝春 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 470± 02：24．01 142．6
59 アイアンバローズ 牡3鹿 56 武藤 雅猪熊 広次氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 クビ 42．1�
35 ディアマンミノル 牡3栗 56 蛯名 正義吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 456＋ 42：24．1クビ 86．1�
818 コンドゥクシオン 牡3栗 56 石橋 脩吉田 勝己氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 506－ 4 〃 クビ 79．0�
816 プリマヴィスタ 牡3栗 56 石川裕紀人加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 02：24．73	 180．0�
12 ア ラ タ 牡3鹿 56 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 462± 02：25．23 149．5�
510 ダノンセレスタ 牡3青鹿56 丸山 元気�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 6 〃 ハナ 19．0�
36 レアリザトゥール 牡3黒鹿56 武士沢友治 �京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか チャンピオンズファーム 466－ 42：25．62	 317．7�
48 アピテソーロ 牡3青鹿56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 490＋ 42：25．7	 220．2�
817 ディアスティマ 牡3青鹿56 津村 明秀 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478－ 42：34．4大差 20．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 223，074，600円 複勝： 289，532，200円 枠連： 91，920，100円
馬連： 649，374，400円 馬単： 218，501，000円 ワイド： 409，952，700円
3連複： 1，097，836，400円 3連単： 1，277，933，100円 計： 4，258，124，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 260円 � 130円 枠 連（2－4） 2，280円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 760円 �� 280円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 14，870円

票 数

単勝票数 計2230746 的中 � 411550（3番人気）
複勝票数 計2895322 的中 � 501038（2番人気）� 214321（4番人気）� 691165（1番人気）
枠連票数 計 919201 的中 （2－4） 31235（13番人気）
馬連票数 計6493744 的中 �� 202500（7番人気）
馬単票数 計2185010 的中 �� 39332（13番人気）
ワイド票数 計4099527 的中 �� 127862（6番人気）�� 428385（1番人気）�� 162453（4番人気）
3連複票数 計10978364 的中 ��� 374418（2番人気）
3連単票数 計12779331 的中 ��� 62272（31番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．2―12．6―12．5―12．5―12．2―11．7―11．6―11．6―11．5―11．5

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―23．1―35．3―47．9―1：00．4―1：12．9―1：25．1―1：36．8―1：48．4―2：00．0―2：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．6
1
3

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

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

オーソリティ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．7．7 函館1着

2017．2．12生 牡3鹿 母 ロ ザ リ ン ド 母母 シ ー ザ リ オ 5戦3勝 賞金 99，512，000円
〔調教再審査〕 ディアスティマ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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 エヒト号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりオーソリティ号・ヴァルコス号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

11036 5月2日 晴 良 （2東京2） 第3日 第12競走 ��
��1，300�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

48 エアコンヴィーナ 牝5黒鹿55 福永 祐一 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 456＋ 41：17．3 4．9�
612 ニシノコトダマ 牡4栗 57 石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 516－ 61：17．72� 2．2�
35 カシノブレンド 	4芦 57 丸山 元気柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 442－ 21：18．02 26．0�
815 ポップシンガー 牝6鹿 55 北村 宏司村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 458－ 81：18．1� 84．5�
714 ウ メ タ ロ ウ 牡5黒鹿57 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B498－ 41：18．31� 31．2	
12 ロジヒューズ 牝5鹿 55 武藤 雅久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 B484± 01：18．4クビ 14．7

23 ク ー リ ュ 牝6鹿 55 田辺 裕信ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 456± 0 〃 クビ 23．2�
713 パイロジェン 牡4栗 57 内田 博幸ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 41：18．71� 34．4�
59 オールウェイズゼア 牡6黒鹿57 野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 荒木 貴宏 472－101：19．02 27．0
611
 レ ヴ ァ ン テ 牡5栗 57 三浦 皇成寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：19．21� 18．4�
36 アメリカンツイスト 	5鹿 57 武士沢友治 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 クビ 22．4�
510 イノバティブ 	6鹿 57 津村 明秀畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 452＋ 21：19．41 47．2�
47 ロードシュタルク 牡4栗 57 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 440－ 81：19．61� 81．4�
11 ナリノメジャー 牝6栗 55 L．ヒューイットソン 成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 01：19．92 5．1�
（南ア）

24 クリノレオノール 牝6鹿 55
53 △木幡 育也栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 476＋ 81：20．21� 162．2�

816 プッシュアゲン 牡7栗 57
54 ▲小林 脩斗浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 520＋ 21：20．3� 112．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 99，167，500円 複勝： 135，801，000円 枠連： 47，019，300円
馬連： 207，890，100円 馬単： 85，903，600円 ワイド： 162，529，500円
3連複： 336，667，000円 3連単： 398，503，600円 計： 1，473，481，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 120円 � 400円 枠 連（4－6） 460円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，540円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 18，060円

票 数

単勝票数 計 991675 的中 � 158774（2番人気）
複勝票数 計1358010 的中 � 203312（2番人気）� 397922（1番人気）� 57774（8番人気）
枠連票数 計 470193 的中 （4－6） 78881（1番人気）
馬連票数 計2078901 的中 �� 296311（1番人気）
馬単票数 計 859036 的中 �� 44646（3番人気）
ワイド票数 計1625295 的中 �� 165469（1番人気）�� 24408（20番人気）�� 46857（8番人気）
3連複票数 計3366670 的中 ��� 70546（8番人気）
3連単票数 計3985036 的中 ��� 15989（38番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．4―30．4―42．5―54．2―1：05．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアコンヴィーナ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Afleet Alex デビュー 2018．4．22 東京5着

2015．3．26生 牝5黒鹿 母 エアレモネード 母母 Chez La Femme 12戦3勝 賞金 37，200，000円
※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 ステイホット号
（非抽選馬） 1頭 レイデマー号
※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。



（2東京2）第3日 5月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171頭 本 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

278，140，000円
26，890，000円
2，510，000円
33，380，000円
72，733，000円
5，008，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
797，247，000円
1，305，313，200円
283，530，700円
1，658，199，800円
718，035，600円
1，183，387，500円
2，554，898，200円
3，380，088，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 11，880，700，100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3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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