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11037 5月3日 晴 良 （2東京2） 第4日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 レッドカルム 牝3黒鹿54 石橋 脩 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 512－ 41：25．7 4．6�
612 サンキーウエスト 牝3青鹿54 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 442－ 8 〃 ハナ 3．2�
59 デルマクリスタル 牝3青鹿54 畑端 省吾浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 462± 0 〃 ハナ 1．9�
815 ラブロッソー 牝3青鹿54 北村 宏司増田 陽一氏 星野 忍 新冠 新冠橋本牧場 480± 01：26．33� 33．5�
24 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 428＋ 21：26．61� 30．1�
47 ドリームバンドーム 牝3黒鹿54 石川裕紀人	宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 470＋ 6 〃 クビ 122．5

35 プレシャススパート 牝3栗 54 的場 勇人日向 均氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 508＋ 21：27．02� 70．6�
714 キ ー リ ア 牝3鹿 54 武藤 雅 	カタオカファーム中野 栄治 新ひだか カタオカフアーム 438± 01：27．1クビ 49．1�
48 ナックダイヤ 牝3鹿 54 三浦 皇成小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B490－ 41：27．42 24．9
816 ジュンヒトカップ 牝3鹿 54 横山 和生河合 裕明氏 勢司 和浩 浦河 宮内牧場 478－ 21：28．78 51．5�
12 ノビアホワイト 牝3芦 54 杉原 誠人吉見 典子氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 438＋ 21：28．8� 210．3�
611 ハ ヴ ォ ナ 牝3栗 54 内田 博幸阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 440± 01：28．9クビ 116．9�
36 ド ル チ ェ 牝3栗 54 嘉藤 貴行	サンコウ牧場 田中 清隆 新ひだか サンコウ牧場 430－ 21：29．0� 139．2�
510 ロマンスストーリー 牝3芦 54 大野 拓弥�明栄商事 新開 幸一 日高 高柳 隆男 448＋121：29．32 60．1�
713 エイシンバビロン 牝3黒鹿54 野中悠太郎�栄進堂 田中 剛 新ひだか 土田 扶美子 488 ―1：29．62 142．0�
23 アイアンプラン 牝3鹿 54 宮崎 北斗池上 一馬氏 本間 忍 新ひだか グローリーファーム 496－141：30．45 131．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，790，700円 複勝： 45，646，700円 枠連： 10，069，800円
馬連： 51，573，100円 馬単： 26，055，000円 ワイド： 41，329，300円
3連複： 86，140，700円 3連単： 104，368，800円 計： 394，974，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連（1－6） 900円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 280円 �� 210円 �� 140円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 3，450円

票 数

単勝票数 計 297907 的中 � 51350（3番人気）
複勝票数 計 456467 的中 � 53428（3番人気）� 72216（2番人気）� 232568（1番人気）
枠連票数 計 100698 的中 （1－6） 8592（3番人気）
馬連票数 計 515731 的中 �� 46385（3番人気）
馬単票数 計 260550 的中 �� 11690（6番人気）
ワイド票数 計 413293 的中 �� 30628（3番人気）�� 46292（2番人気）�� 95465（1番人気）
3連複票数 計 861407 的中 ��� 158568（1番人気）
3連単票数 計1043688 的中 ��� 21895（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．1―12．4―12．2―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．2―48．6―1：00．8―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドカルム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．12．15 中京4着

2017．1．31生 牝3黒鹿 母 サイレントクロップ 母母 サイレントハピネス 4戦1勝 賞金 6，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアンプラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月3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 ノボパニコ号
（非抽選馬） 1頭 スーリエドヴェール号

11038 5月3日 晴 良 （2東京2） 第4日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時25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

47 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 B492－ 81：37．7 1．9�
24 テンチシンメイ 牡3鹿 56 三浦 皇成岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 B498＋ 21：38．23 4．2�
713 リヴィエラボーイ 牡3黒鹿56 津村 明秀吉岡 泰治氏 松山 将樹 新冠 アラキフアーム B450＋ 21：38．41� 5．6�
611 エールプレジール 牡3栗 56 江田 照男 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム B462－ 41：39．03� 264．3�
59 パースピレーション 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：39．53 20．8�
714 ケイツーコルナ 牡3鹿 56

54 △木幡 育也楠本 勝美氏 蛯名 利弘 日高 三輪牧場 488± 01：40．13� 266．9	
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－ 51：40．2クビ 76．7

612 ゴールドゴールデン 牡3芦 56 横山 和生吉澤 克己氏 藤原 辰雄 日高 出口牧場 458± 0 〃 クビ 78．5�
816 ウインオーサム 牡3栗 56 田辺 裕信�ウイン 中舘 英二 新冠 コスモヴューファーム 454－ 41：40．3� 9．7�
12 タイセイダンク 牡3鹿 56 丸山 元気田中 成奉氏 斎藤 誠 浦河 富田牧場 452－ 21：40．51� 35．1
36 オーサムパッション 牡3栗 56 石川裕紀人落合 幸弘氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 516＋181：40．7� 28．3�
23 キッズシタイヒャー 牡3黒鹿56 武士沢友治瀬谷 �雄氏 武市 康男 浦河 中村 雅明 446＋ 41：41．02 82．0�
48 キングオブキャロル 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 498± 01：41．1� 227．4�
35 アントルヴォー 牡3黒鹿56 伊藤 工真シンボリ牧場 久保田貴士 新冠 土井牧場 488 ―1：41．84 151．1�
815 フジサンライボー 牡3鹿 56 的場 勇人藤田 秀行氏 的場 均 新ひだか 木田牧場 496－ 21：42．22� 145．0�
11 ダブルマーク 牡3青 56 L．ヒューイットソン 河内 孝夫氏 小西 一男 日高 増尾牧場 506 ―1：42．41� 21．3�

（南ア）

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，205，300円 複勝： 47，625，500円 枠連： 10，264，600円
馬連： 57，571，400円 馬単： 27，740，900円 ワイド： 44，555，800円
3連複： 82，783，400円 3連単： 99，326，300円 計： 404，073，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（2－4） 340円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 170円 �� 210円 �� 320円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，540円

票 数

単勝票数 計 342053 的中 � 141340（1番人気）
複勝票数 計 476255 的中 � 166195（1番人気）� 89393（2番人気）� 73138（3番人気）
枠連票数 計 102646 的中 （2－4） 23000（1番人気）
馬連票数 計 575714 的中 �� 135322（1番人気）
馬単票数 計 277409 的中 �� 38196（1番人気）
ワイド票数 計 445558 的中 �� 78445（1番人気）�� 53190（2番人気）�� 29407（3番人気）
3連複票数 計 827834 的中 ��� 111457（1番人気）
3連単票数 計 993263 的中 ��� 46489（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―11．9―12．4―12．7―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．0―46．9―59．3―1：12．0―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイモンルグラン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2019．7．27 札幌6着

2017．4．19生 牡3鹿 母 ヌレエフクイン 母母 サンセットムーン 8戦1勝 賞金 8，380，000円
〔制裁〕 ウインオーサム号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）
〔その他〕 ウインオーサム号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 セブンミラクル号
※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４日



11039 5月3日 晴 良 （2東京2） 第4日 第3競走 ��
��1，300�3歳未勝利

発走10時55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

46 ペリトモレノ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 462－ 41：19．2 20．8�
33 サノノクヒオ 牡3栗 56 内田 博幸佐野 信幸氏 清水 英克 日高 木村牧場 B492＋ 2 〃 クビ 7．4�
69 カッチョカバロ 牡3栗 56 津村 明秀平田 修氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B494＋ 21：19．51� 2．7�
22 ヴィーナスブレス 牝3栗 54 北村 宏司西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 470＋ 21：20．03 7．8�
813� メサテソーロ 牝3青鹿54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky
Farms 512－ 81：20．2� 2．2	

814 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 B478－ 21：20．41	 91．0

34 トーセンマイベスト 牡3鹿 56 野中悠太郎島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 454－ 21：20．5� 20．6�
712 リチェルカータ 牝3黒鹿54 西村 太一�ターフ・スポート高橋 文雅 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 426± 01：20．71	 256．7
711 トマティーナ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 村下 明博 434± 01：20．8� 250．2�
45 ローズコンパス 牝3黒鹿54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 星野 忍 浦河 有限会社

松田牧場 464± 01：20．9
 298．1�
58 グラスエメラルダ 牝3鹿 54 江田 照男半沢� 松山 将樹 日高 ヤナガワ牧場 422＋ 41：21．0クビ 156．2�
610 キタノエイカン 牡3黒鹿56 武士沢友治北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 漆原 武男 436－ 81：21．21
 146．3�
11 ノ ボ ユ キ 牝3栗 54 丸山 元気�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 436－ 41：23．1大差 36．6�
57 マ ホ ウ シ ョ 牡3芦 56 横山 和生谷口 祐人氏 藤原 辰雄 日高 佐々木 康治 454＋ 21：23．73
 144．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，199，100円 複勝： 48，234，900円 枠連： 10，286，500円
馬連： 63，825，700円 馬単： 32，516，200円 ワイド： 45，753，200円
3連複： 93，091，800円 3連単： 124，125，900円 計： 455，033，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 300円 � 220円 � 140円 枠 連（3－4） 2，960円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 14，420円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 530円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 46，530円

票 数

単勝票数 計 371991 的中 � 14259（6番人気）
複勝票数 計 482349 的中 � 32368（5番人気）� 52068（4番人気）� 120571（2番人気）
枠連票数 計 102865 的中 （3－4） 2692（9番人気）
馬連票数 計 638257 的中 �� 9738（15番人気）
馬単票数 計 325162 的中 �� 1691（34番人気）
ワイド票数 計 457532 的中 �� 8316（15番人気）�� 22149（7番人気）�� 31246（4番人気）
3連複票数 計 930918 的中 ��� 19964（11番人気）
3連単票数 計1241259 的中 ��� 1934（119番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．8―12．6―12．5―12．0―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．7―29．5―42．1―54．6―1：06．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペリトモレノ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．6．9 東京9着

2017．6．5生 牝3鹿 母 パリサンジェルマン 母母 シアトルギャル 12戦1勝 賞金 7，170，000円
〔その他〕 マホウショ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔3走成績による出走制限〕 ローズコンパス号・ノボユキ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月3日まで平地競走

に出走できない。

11040 5月3日 晴 良 （2東京2） 第4日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・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
1：30．5
1：30．3

良
良

714 ツ ル ネ 牝3鹿 54 吉田 豊吉井 理人氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 476－ 21：35．6 1．9�
47 パ イ ネ 牝3黒鹿54 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：35．81� 4．0�
24 ソ ス ピ タ 牝3芦 54 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 434＋ 61：36．11� 9．2�
815 テ ル ヌ ー ラ 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 9．4�
35 シラカワカツコ 牝3鹿 54 江田 照男大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新冠 新冠橋本牧場 398＋ 21：36．31 260．2	
713 スピードオブラブ 牝3鹿 54 北村 宏司石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 434＋ 2 〃 アタマ 8．0

816 リライトザスターズ 牝3芦 54 田辺 裕信飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 492－ 21：36．51� 70．8�
612 ロジマジェスティ 牝3黒鹿54 丸山 元気久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 432＋ 4 〃 クビ 24．4�
36 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 454＋ 81：36．6クビ 75．6
59 ロビンザフィリー 牝3鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 406＋ 61：36．81� 27．8�
11 サクラアスター 牝3鹿 54 大野 拓弥�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 488 ― 〃 クビ 44．6�
23 クルワールデジール 牝3鹿 54 津村 明秀鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか ヒサイファーム 470＋ 61：37．11� 215．2�
48 ラビングシーン 牝3芦 54

52 △木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本間 忍 日高 宝寄山 拓樹 478± 01：37．42 324．8�

12 マロンパフェ 牝3鹿 54
51 ▲小林 脩斗江川 伸夫氏 小桧山 悟 新ひだか 静内フジカワ牧場 406－ 21：37．82� 359．2�

611 ウチノファイバー 牝3栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 斉藤 安行 440 ―1：38．54 213．9�
510 スプリングブリーズ 牝3青鹿54 岩部 純二�マークス 萱野 浩二 浦河 多田 善弘 462－ 21：39．24 337．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，742，900円 複勝： 85，838，800円 枠連： 13，253，800円
馬連： 76，245，700円 馬単： 36，726，200円 ワイド： 58，804，300円
3連複： 108，603，100円 3連単： 147，321，600円 計： 573，536，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 170円 枠 連（4－7） 300円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 180円 �� 350円 �� 450円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，360円

票 数

単勝票数 計 467429 的中 � 193763（1番人気）
複勝票数 計 858388 的中 � 387649（1番人気）� 137851（2番人気）� 70253（4番人気）
枠連票数 計 132538 的中 （4－7） 34121（1番人気）
馬連票数 計 762457 的中 �� 149781（1番人気）
馬単票数 計 367262 的中 �� 46016（1番人気）
ワイド票数 計 588043 的中 �� 100402（1番人気）�� 38980（4番人気）�� 28506（7番人気）
3連複票数 計1086031 的中 ��� 91840（3番人気）
3連単票数 計1473216 的中 ��� 45075（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．6―49．4―1：02．2―1：13．6―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．4
3 5（7，15）（4，14）9（2，6，12）（3，8，13）1（10，11，16） 4 5，7，15（4，14）9，12（2，6）（3，13）8（1，16）11，10

勝馬の
紹 介

ツ ル ネ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．1．26 中山2着

2017．5．10生 牝3鹿 母 アクセレラン 母母 アクセラレイション 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔制裁〕 スピードオブラブ号の調教師中川公成は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔3走成績による出走制限〕 マロンパフェ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月3日まで平地競走に出走できない。



11041 5月3日 晴 良 （2東京2） 第4日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時15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

811 レベンディス 牡3栗 56 福永 祐一 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 オリオンファーム 492－ 42：02．0 6．6�
66 アイブランコ 牡3栗 56 内田 博幸ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 490± 02：02．1� 8．1�
55 ハーツシンフォニー 牡3青鹿56 L．ヒューイットソン DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 下河辺牧場 B470＋ 2 〃 ハナ 6．9�

（南ア）

33 ビービーグエル 牡3鹿 56 田辺 裕信�坂東牧場 久保田貴士 新ひだか 松本牧場 496－102：02．2� 5．3�
810 シェーンクラート 牡3黒鹿56 横山 和生金山 敏也氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 498－ 42：02．3� 32．3	
44 ショウナンハリマオ 牡3芦 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 登別 青藍牧場 500＋ 2 〃 クビ 8．5

11 シャドウワルツ 牡3黒鹿56 D．レーン 飯塚 知一氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 426－ 42：02．51� 2．1�

（豪）

22 ボンヌシャンス 牝3黒鹿54 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 新ひだか 矢野牧場 476－ 6 〃 クビ 86．3�
67 ジャストザキラキラ 牝3黒鹿54 石川裕紀人ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 新ひだか 前田ファーム 422± 02：03．24 260．9
79 キングバーグ 牡3栗 56 宮崎 北斗長谷川兼美氏 本間 忍 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 450＋ 42：03．51� 265．8�
78 ニシノハヤシゲル 牡3黒鹿56 武士沢友治西山 茂行氏 小手川 準 新ひだか 棚川 光男 508＋102：03．6� 128．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，886，500円 複勝： 62，453，200円 枠連： 9，712，800円
馬連： 69，068，300円 馬単： 36，828，800円 ワイド： 49，675，900円
3連複： 88，206，700円 3連単： 151，445，800円 計： 515，278，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 210円 � 190円 枠 連（6－8） 1，950円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 600円 �� 600円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 21，130円

票 数

単勝票数 計 478865 的中 � 57524（3番人気）
複勝票数 計 624532 的中 � 83054（4番人気）� 74749（5番人気）� 86303（3番人気）
枠連票数 計 97128 的中 （6－8） 3854（9番人気）
馬連票数 計 690683 的中 �� 25061（8番人気）
馬単票数 計 368288 的中 �� 6539（14番人気）
ワイド票数 計 496759 的中 �� 21258（9番人気）�� 21358（8番人気）�� 18829（10番人気）
3連複票数 計 882067 的中 ��� 17682（15番人気）
3連単票数 計1514458 的中 ��� 5194（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．4―37．5―50．1―1：03．3―1：15．9―1：27．9―1：39．1―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レベンディス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Halling デビュー 2019．9．8 中山7着

2017．4．4生 牡3栗 母 ヴァルホーリング 母母 Warranty Applied 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 シェーンクラート号の騎手横山和生は，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・5番・2番）
※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。

11042 5月3日 晴 良 （2東京2） 第4日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時45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

11 ケンシンコウ 牡3鹿 56 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 476± 01：36．7 20．2�
56 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 B446＋ 41：36．91� 5．3�
68 � ニュートンテソーロ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン 了德寺健二ホールディングス� 田中 博康 米 WinStar

Farm, LLC 486－ 6 〃 クビ 2．2�
（南ア）

33 キタノヴィジョン 牡3鹿 56 三浦 皇成北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 466－ 61：37．11� 16．2�
22 テンサイドカップ 牝3鹿 54 内田 博幸天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 462－ 81：37．31	 88．0�
813 ヒ ロ キ ン グ 牡3鹿 56 横山 和生澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 武田 修一 478－101：37．4クビ 45．6	
711 ルナエクリプス 牡3栗 56 石橋 脩吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 516± 01：37．61� 13．3

44 ハローキャンディ 牝3鹿 54 福永 祐一中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 428± 01：37．7
 14．1�
812 エバンタイユドール 牝3栗 54

52 △木幡 育也井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン
テンファーム 502± 01：37．91	 39．1�

710 ワセダウォリアー 牡3黒鹿56 北村 宏司大冨 智弘氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 456－ 21：38．0クビ 185．8
57 シンクロゲイザー 牡3黒鹿56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 440－ 21：38．95 108．1�
45 クロカドッグ 牡3鹿 56 野中悠太郎�ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 B496＋ 61：39．22 158．5�
69 プントファイヤー 牡3栗 56 D．レーン 嶋田 賢氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 510－ 21：39．41 3．5�

（豪）

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，114，900円 複勝： 66，623，900円 枠連： 16，298，100円
馬連： 93，269，900円 馬単： 40，728，100円 ワイド： 66，638，900円
3連複： 121，960，700円 3連単： 152，036，300円 計： 615，670，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 320円 � 170円 � 130円 枠 連（1－5） 5，520円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 14，510円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 690円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 41，990円

票 数

単勝票数 計 581149 的中 � 22943（7番人気）
複勝票数 計 666239 的中 � 38876（7番人気）� 99786（3番人気）� 175801（1番人気）
枠連票数 計 162981 的中 （1－5） 2285（13番人気）
馬連票数 計 932699 的中 �� 14122（17番人気）
馬単票数 計 407281 的中 �� 2105（38番人気）
ワイド票数 計 666389 的中 �� 10833（17番人気）�� 23914（7番人気）�� 64254（2番人気）
3連複票数 計1219607 的中 ��� 31344（9番人気）
3連単票数 計1520363 的中 ��� 2625（129番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．2―11．9―11．9―12．4―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．1―47．0―58．9―1：11．3―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンシンコウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 クリプティックラスカル デビュー 2019．11．30 中山4着

2017．3．6生 牡3鹿 母 マトゥリアルカ 母母 アマノミツルギ 5戦2勝 賞金 14，130，000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。



11043 5月3日 晴 良 （2東京2） 第4日 第7競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走13時15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

33 アーザムブルー 牡6黒鹿57 L．ヒューイットソン �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 474－ 61：33．3 6．3�
（南ア）

711 ジーナスイート 牝5芦 55 丸山 元気 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 446＋ 4 〃 クビ 3．4�
813 サトノマックス 牡6鹿 57 D．レーン 里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B498－ 21：33．51� 3．3�

（豪）

712 シャワークライム 牝4黒鹿55 大野 拓弥吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 444± 01：33．6	 17．9�
610 ギャンブラー 牡5黒鹿57 武藤 雅大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 522－ 61：33．7
 30．3�
46 レディードリー 牝4青鹿55 柴田 善臣小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 442－ 21：33．8
 4．4	
58 ミ ヤ ケ 牡4鹿 57 田中 勝春小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 484－ 21：34．01� 150．8

22 ショウナンアオゾラ 牡4黒鹿57 三浦 皇成�湘南 大竹 正博 新冠 ムラカミファーム 472＋ 8 〃 クビ 12．9�
34 カ レ ン 牝6栗 55 江田 照男�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 484－ 8 〃 ハナ 58．0�
45 ジ ャ ッ キ ー 牡6栗 57 内田 博幸本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 484－ 21：34．53 47．5
11 エールグリーツ 牝5青 55 津村 明秀 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 432－ 41：34．6クビ 17．4�
69 リリカルドリーム 牝5黒鹿 55

53 △木幡 育也水上 行雄氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 B438＋ 61：34．81� 339．7�
57 ドルフィンマーク �7黒鹿57 武士沢友治大塚 亮一氏 柄崎 孝 浦河 杵臼牧場 504± 01：34．9	 360．5�
814 ラバストーン 牡4鹿 57

54 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 478＋ 41：36．07 564．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，467，100円 複勝： 71，558，800円 枠連： 14，486，400円
馬連： 92，669，400円 馬単： 38，940，800円 ワイド： 65，431，100円
3連複： 122，043，000円 3連単： 147，456，500円 計： 604，053，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 160円 � 120円 � 140円 枠 連（3－7） 860円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 340円 �� 430円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 8，850円

票 数

単勝票数 計 514671 的中 � 65236（4番人気）
複勝票数 計 715588 的中 � 101875（4番人気）� 168307（1番人気）� 130477（2番人気）
枠連票数 計 144864 的中 （3－7） 12970（4番人気）
馬連票数 計 926694 的中 �� 70253（3番人気）
馬単票数 計 389408 的中 �� 12143（11番人気）
ワイド票数 計 654311 的中 �� 50508（3番人気）�� 36856（6番人気）�� 53512（2番人気）
3連複票数 計1220430 的中 ��� 73417（2番人気）
3連単票数 計1474565 的中 ��� 12078（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．0―47．8―59．6―1：10．7―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーザムブルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．12．10 中山1着

2014．5．11生 牡6黒鹿 母 エレンウィルモット 母母 キャットクイル 17戦2勝 賞金 31，420，000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。

11044 5月3日 晴 良 （2東京2） 第4日 第8競走 ��
��1，400�4歳以上1勝クラス

発走13時45分 （500万円以下） （ダート・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
1：21．5
1：20．3

重
不良

510�	 ス パ ー ダ 牡5鹿 57 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 米 Fairlawn

Farm B498＋ 21：23．9 5．8�
23 キタノユウキ 牡5鹿 57 D．レーン 河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B560＋ 81：24．75 1．6�

（豪）

816 ゴ ム マ リ 牝5黒鹿55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 484± 01：24．91
 18．8�
815	 シーオブセレニティ �5黒鹿57 福永 祐一ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－ 21：25．0クビ 13．0�
713 イベリスリーフ 牝4栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 450－ 8 〃 アタマ 11．2	
36 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 55 武藤 雅田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 440－ 21：25．21
 23．0

47 � スマートグランダム 牝4栗 55 江田 照男大川 徹氏 加藤 征弘 加 Josham Farms

Limited 524＋ 81：25．3クビ 207．3�
611 マイネルナイペス 牡4鹿 57 L．ヒューイットソン �サラブレッドクラブ・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B470＋ 61：25．51� 13．9�

（南ア）

612 ユイノチョッパー 牡5黒鹿57 野中悠太郎由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B508± 01：25．71� 21．2
24 マジェスティゲート 牡4鹿 57 大野 拓弥 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 480± 0 〃 アタマ 86．5�
59 	 コスモクウェンチ 牡6鹿 57 武士沢友治Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 4 〃 ハナ 87．3�
714 ジェイエルフラッグ 牝4青鹿55 吉田 豊橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 438－ 81：26．01
 151．7�
11 	 スフィーダグリーン 牡6鹿 57 田中 勝春寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 542＋ 21：26．31 189．3�
12 	 ウエスタンマリーヤ 牝5鹿 55 横山 和生西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 472± 01：26．4
 190．0�
48 サルウェーテ 牡4鹿 57 蛯名 正義西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 476＋ 61：26．72 292．3�
35 フィリーズラン 牝4鹿 55 津村 明秀岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 432± 01：27．23 26．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，422，400円 複勝： 82，208，200円 枠連： 20，002，000円
馬連： 101，633，500円 馬単： 51，639，100円 ワイド： 77，292，900円
3連複： 146，601，900円 3連単： 202，800，500円 計： 733，600，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 110円 � 280円 枠 連（2－5） 510円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，620円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 13，810円

票 数

単勝票数 計 514224 的中 � 70859（2番人気）
複勝票数 計 822082 的中 � 83120（2番人気）� 348557（1番人気）� 44348（6番人気）
枠連票数 計 200020 的中 （2－5） 30269（1番人気）
馬連票数 計1016335 的中 �� 164546（1番人気）
馬単票数 計 516391 的中 �� 29573（5番人気）
ワイド票数 計 772929 的中 �� 72638（1番人気）�� 10952（19番人気）�� 34867（6番人気）
3連複票数 計1466019 的中 ��� 38745（9番人気）
3連単票数 計2028005 的中 ��� 10643（41番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．2
3 10（7，13）（3，15）（8，11，16）（4，6）14，5（9，12）1，2 4 ・（10，7，13）－（3，15）（8，16）（4，11）6，9，5（1，14）12－2

勝馬の
紹 介

�
	
ス パ ー ダ �

�
父 Speightstown �

�
母父 Distorted Humor

2015．5．3生 牡5鹿 母 A Bit of Humor 母母 Saratoga Ack 6戦1勝 賞金 10，900，000円
初出走 JRA

※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 ヤークトボマー号
※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。



11045 5月3日 晴 良 （2東京2） 第4日 第9競走 ��
��2，400�

じ ん ば

陣 馬 特 別
発走14時15分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

89 カーロバンビーナ 牝5鹿 53 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 404－ 42：24．6 16．9�
44 サ ン シ ロ ウ 牡6鹿 56 柴田 善臣合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B494± 0 〃 クビ 6．5�
77 ルックスマート 牡5鹿 55 L．ヒューイットソン 平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 480± 02：24．7クビ 13．2�

（南ア）

88 シュブリーム 牡4黒鹿55 津村 明秀栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 464－ 2 〃 クビ 20．2�
66 ハーツイストワール 牡4黒鹿56 D．レーン 嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：24．8クビ 1．4�

（豪）

11 クラサーヴィツァ 牝4栗 53 三浦 皇成椎名 節氏 武井 亮 洞�湖 レイクヴィラファーム 450＋ 22：25．22� 14．6	
55 チャロネグロ 牡6黒鹿56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス
 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508＋142：25．41 9．2�

22 オ ク ラ ホ マ 牡6栗 54 大野 拓弥馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 530－ 62：25．5	 142．2�
33 ローリエテソーロ 牡4栗 54 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス
 加藤 和宏 浦河 辻 牧場 530＋ 42：27．09 41．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 45，880，600円 複勝： 164，484，700円 枠連： 12，200，300円
馬連： 84，849，500円 馬単： 55，119，600円 ワイド： 60，940，000円
3連複： 112，130，400円 3連単： 281，687，500円 計： 817，292，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 790円 � 490円 � 660円 枠 連（4－8） 2，320円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 12，830円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，470円 �� 940円

3 連 複 ��� 9，350円 3 連 単 ��� 95，740円

票 数

単勝票数 計 458806 的中 � 21699（6番人気）
複勝票数 計1644847 的中 � 53718（5番人気）� 92134（2番人気）� 65178（4番人気）
枠連票数 計 122003 的中 （4－8） 4071（6番人気）
馬連票数 計 848495 的中 �� 15521（9番人気）
馬単票数 計 551196 的中 �� 3221（21番人気）
ワイド票数 計 609400 的中 �� 17847（8番人気）�� 10453（16番人気）�� 16835（9番人気）
3連複票数 計1121304 的中 ��� 8988（25番人気）
3連単票数 計2816875 的中 ��� 2133（151番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．5―11．7―11．2―11．8―12．3―12．0―12．1―11．7―11．9―12．4

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―25．0―37．5―49．2―1：00．4―1：12．2―1：24．5―1：36．5―1：48．6―2：00．3―2：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
3，8（2，6，7）－4－9（1，5）
7＝（3，8）－2－6（1，4）9，5

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

勝馬の
紹 介

カーロバンビーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2017．10．28 東京5着

2015．1．30生 牝5鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 23戦3勝 賞金 51，660，000円
〔制裁〕 ハーツイストワール号の騎手D．レーンは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）
※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。

11046 5月3日 晴 良 （2東京2） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

ばんしゅん

晩春ステークス
発走14時50分 （芝・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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

67 スイープセレリタス 牝4黒鹿55 丸山 元気 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：20．3 2．6�
811 ミュージアムヒル 牝5鹿 55 L．ヒューイットソン 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B480－ 2 〃 クビ 5．0�

（南ア）

810 ビ リ ー バ ー 牝5黒鹿55 大野 拓弥�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 466＋ 61：20．4クビ 7．1�
44 レッドイグニス �7黒鹿57 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B470－ 21：20．5	 13．9�
55 レジーナドーロ 牝5栗 55 D．レーン �G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B464＋ 8 〃 クビ 7．2	

（豪）

79 ネ リ ッ サ 牝4鹿 55 横山 和生木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 440＋101：20．6	 33．6

22 ダノンジャスティス 牡4鹿 57 津村 明秀�ダノックス 田中 博康 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：20．7	 24．9�
78 ボーダーオブライフ 牡6鹿 57 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 クビ 32．2�
11 ウィンドライジズ 牡6鹿 57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 466± 01：21．12	 6．8
66 ナンヨーアミーコ �7栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428－ 4 〃 アタマ 60．5�
33 ソーラーフレア 牡5鹿 57 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 01：21．31 16．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 66，341，300円 複勝： 90，864，100円 枠連： 20，885，500円
馬連： 148，626，200円 馬単： 56，697，700円 ワイド： 90，797，400円
3連複： 192，614，100円 3連単： 252，907，300円 計： 919，733，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 170円 � 180円 枠 連（6－8） 410円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 300円 �� 370円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 5，250円

票 数

単勝票数 計 663413 的中 � 201253（1番人気）
複勝票数 計 908641 的中 � 221663（1番人気）� 131569（2番人気）� 111197（4番人気）
枠連票数 計 208855 的中 （6－8） 39284（1番人気）
馬連票数 計1486262 的中 �� 154599（1番人気）
馬単票数 計 566977 的中 �� 34076（1番人気）
ワイド票数 計 907974 的中 �� 82597（1番人気）�� 62561（3番人気）�� 42340（5番人気）
3連複票数 計1926141 的中 ��� 86858（2番人気）
3連単票数 計2529073 的中 ��� 34912（3番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―11．8―11．3―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．6―46．4―57．7―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイープセレリタス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．8．25 新潟5着

2016．6．5生 牝4黒鹿 母 スイープトウショウ 母母 タバサトウショウ 11戦4勝 賞金 63，753，000円
※ナンヨーアミーコ号は，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。

１レース目



11047 5月3日 晴 良 （2東京2） 第4日 第11競走 ��
��1，800�スイートピーステークス（Ｌ）

発走15時30分 （オークストライアル） （芝・左）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

47 デ ゼ ル 牝3青鹿54 D．レーン �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 468－ 41：47．1 3．0�
（豪）

817 スマートリアン 牝3鹿 54 三浦 皇成大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 462＋ 21：47．41� 9．7�
715 アカノニジュウイチ 牝3鹿 54 田中 勝春�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 444－ 41：47．5� 7．7�
24 ク リ ス テ ィ 牝3芦 54 福永 祐一薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 482± 0 〃 ハナ 3．5�
510 メタモルフォーゼ 牝3鹿 54 横山 和生�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 440－ 21：47．6クビ 94．8	
816 アクロアイト 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 アタマ 53．9

713 エンジェルサークル 牝3黒鹿54 田辺 裕信吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 426－14 〃 クビ 140．2�
714 ホウオウエミーズ 牝3鹿 54 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 444－101：47．7クビ 53．1�
23 ルヴェルソー 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 446－ 41：47．8� 125．7
611 アポロヴィクトリア 牝3鹿 54 石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 420－ 21：47．9� 155．3�
12 オータムレッド 牝3栗 54 武藤 雅青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 432＋141：48．11	 60．6�
35 ライクアジュエリー 牝3鹿 54 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 クビ 185．3�
36 バ ル ト リ 牝3黒鹿54 北村 宏司ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 8 〃 アタマ 13．9�
11 ロッタチャンセズ 牝3鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 384－ 61：48．2� 74．8�
48 オーマイダーリン 牝3鹿 54 江田 照男廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 454－ 61：48．51� 24．4�
818 キングスタイル 牝3黒鹿54 蛯名 正義廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 404＋ 61：48．81� 181．1�
612 ミ ア マ ン テ 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 422± 0 〃 クビ 7．0�

（南ア）

59 チェスナットドレス 牝3栗 54 石橋 脩東海林貴大氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 466＋ 81：49．01	 24．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 132，726，300円 複勝： 150，178，700円 枠連： 52，795，000円
馬連： 358，842，200円 馬単： 122，207，000円 ワイド： 193，194，900円
3連複： 536，630，400円 3連単： 618，123，700円 計： 2，164，698，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 290円 � 230円 枠 連（4－8） 1，470円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 970円 �� 670円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 21，240円

票 数

単勝票数 計1327263 的中 � 351742（1番人気）
複勝票数 計1501787 的中 � 269954（2番人気）� 118660（5番人気）� 165483（4番人気）
枠連票数 計 527950 的中 （4－8） 27652（7番人気）
馬連票数 計3588422 的中 �� 108656（9番人気）
馬単票数 計1222070 的中 �� 26273（12番人気）
ワイド票数 計1931949 的中 �� 50685（9番人気）�� 76302（5番人気）�� 46685（13番人気）
3連複票数 計5366304 的中 ��� 77409（14番人気）
3連単票数 計6181237 的中 ��� 21098（51番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．0―12．7―12．5―12．5―11．4―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．9―48．6―1：01．1―1：13．6―1：25．0―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F33．5

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

勝馬の
紹 介

デ ゼ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Le Havre デビュー 2020．3．15 阪神1着

2017．2．18生 牝3青鹿 母 アヴニールセルタン 母母 Puggy 2戦2勝 賞金 25，506，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりデゼル号は，優駿牝馬（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。

11048 5月3日 晴 良 （2東京2） 第4日 第12競走 ��
��2，100�4歳以上2勝クラス

発走16時10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
2：06．7
2：05．9

良
良

510 サトノディード �5青鹿57 L．ヒューイットソン �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 498＋ 42：12．4 21．9�
（南ア）

47 トレイントレイン 牡4黒鹿57 石橋 脩�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B506－ 8 〃 クビ 7．2�
35 グレンマクナス 牡6鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 522－ 42：12．5	 19．1�
59 ネオブレイブ 牡4栗 57 柴田 善臣西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 508± 02：12．6クビ 11．2�
612
 ラ ラ ロ ワ �5黒鹿57 津村 明秀飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B496－ 62：12．7	 7．5	
48 ファイトアローン 牡5栗 57 福永 祐一�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 546－ 4 〃 アタマ 21．7

36 リ ー ヴ ル 牡4栗 57 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 62：13．02 37．2�
12 デルマカシャーサ 牝5栗 55 武士沢友治浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 462－122：13．21� 146．7�
714 ニシノアメイズ 牝4鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 508± 0 〃 ハナ 9．8
611 カフェアトラス 牡5鹿 57 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 B532－ 2 〃 ハナ 134．8�
816 オウケンスターダム 牡6鹿 57 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 480± 02：13．3クビ 72．1�
11 アルマスティング �4栗 57 吉田 豊コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 480－122：13．4� 78．9�
24 スタンサンセイ 牡4鹿 57 D．レーン 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 524－122：13．72 1．9�

（豪）

23 ヨ シ ヒ コ 牡6黒鹿57 江田 照男菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B492－142：14．01	 52．1�
713
 ディスカバー �6鹿 57 横山 和生村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B470± 02：14．1� 160．4�
815 ベルウッドカザン 牡4黒鹿57 丸山 元気鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 492－ 62：15．8大差 30．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 89，529，400円 複勝： 110，186，500円 枠連： 37，555，100円
馬連： 196，297，500円 馬単： 86，797，300円 ワイド： 135，812，700円
3連複： 293，424，100円 3連単： 390，363，900円 計： 1，339，966，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 580円 � 280円 � 420円 枠 連（4－5） 2，200円

馬 連 �� 13，070円 馬 単 �� 30，860円

ワ イ ド �� 3，390円 �� 5，170円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 57，290円 3 連 単 ��� 467，010円

票 数

単勝票数 計 895294 的中 � 32673（8番人気）
複勝票数 計1101865 的中 � 45822（7番人気）� 116154（4番人気）� 67425（6番人気）
枠連票数 計 375551 的中 （4－5） 13216（8番人気）
馬連票数 計1962975 的中 �� 11639（33番人気）
馬単票数 計 867973 的中 �� 2109（71番人気）
ワイド票数 計1358127 的中 �� 10309（29番人気）�� 6711（46番人気）�� 15889（22番人気）
3連複票数 計2934241 的中 ��� 3841（140番人気）
3連単票数 計3903639 的中 ��� 606（932番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．3―31．2―44．3―57．2―1：10．0―1：22．7―1：35．1―1：47．5―1：59．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノディード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー 2018．1．14 中京16着

2015．4．22生 �5青鹿 母 ゴジップガール 母母 Temperence Gift 9戦3勝 賞金 28，500，000円
〔その他〕 スタンサンセイ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フラテルニテ号
※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。

４レース目



（2東京2）第4日 5月3日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

213，170，000円
8，130，000円
25，790，000円
1，250，000円
24，610，000円
70，922，500円
4，675，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
691，306，500円
1，025，904，000円
227，809，900円
1，394，472，400円
611，996，700円
930，226，400円
1，984，230，300円
2，671，964，100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 9，537，910，300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4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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