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11073 5月16日 雨 良 （2東京2） 第7日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

48 ナ ー ラ ッ ク 牝3栗 54
52 △木幡 育也�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 440－ 41：26．2 7．6�

47 チャームインレース 牝3鹿 54 三浦 皇成髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 478－ 81：26．62� 5．4�
36 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 458－ 41：27．24 2．0�
815 エクメディノツルギ 牝3鹿 54 内田 博幸橋本慎太郎氏 深山 雅史 青森 有限会社

ラークヒルズ 424± 01：27．62� 184．4�
713 テイエムビーナス 牝3鹿 54 吉田 豊竹園 正繼氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 480± 01：27．81� 130．8�
816 セイプレシャス 牝3鹿 54 武藤 雅金田 成基氏 浅野洋一郎 新冠 アサヒ牧場 430＋101：27．9クビ 217．7	
35 カラーズオブラヴ 牝3黒鹿54 武士沢友治グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 B464＋ 8 〃 クビ 22．3

612 ニットウムギ 牝3栗 54 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 446 ― 〃 ハナ 51．4�
59 ショウイモン 牝3鹿 54 木幡 巧也井門 敏雄氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 424＋ 21：28．43 64．1�
24 ロ マ ー シ カ 牝3栗 54 石橋 脩 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 クビ 13．7
714 クイーンオラトリオ 牝3青 54 江田 照男 �ユートピア牧場 清水 英克 むかわ 上水牧場 498 ―1：29．14 57．5�
23 オーラソラーレ 牝3黒鹿54 M．デムーロ吉田 千津氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 454－141：29．2� 5．3�
12 ニシノカテリーナ 牝3栗 54 野中悠太郎西山 茂行氏 伊藤 大士 新ひだか 下屋敷牧場 452＋ 8 〃 クビ 31．8�
11 ホウオウエンジェル 牝3鹿 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 454－ 21：29．3クビ 58．8�
611 ミサトアンバー 牝3鹿 54 伊藤 工真戸部 政彦氏 小桧山 悟 新ひだか 木村 秀則 436－ 21：32．2大差 313．2�
510 ミ ネ ル バ 牝3栗 54 和田 竜二新谷 正子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446± 0 （競走中止） 45．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，911，900円 複勝： 63，367，500円 枠連： 13，862，500円
馬連： 62，522，900円 馬単： 31，126，600円 ワイド： 52，112，500円
3連複： 98，880，700円 3連単： 111，496，800円 計： 467，281，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 160円 � 160円 � 110円 枠 連（4－4） 1，760円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 440円 �� 240円 �� 250円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 7，080円

票 数

単勝票数 計 339119 的中 � 35349（4番人気）
複勝票数 計 633675 的中 � 74191（4番人気）� 79407（3番人気）� 241552（1番人気）
枠連票数 計 138625 的中 （4－4） 6070（4番人気）
馬連票数 計 625229 的中 �� 30780（5番人気）
馬単票数 計 311266 的中 �� 7100（11番人気）
ワイド票数 計 521125 的中 �� 26821（4番人気）�� 60284（1番人気）�� 54586（3番人気）
3連複票数 計 988807 的中 ��� 104616（1番人気）
3連単票数 計1114968 的中 ��� 11417（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．2―47．7―1：00．6―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．5
3 ・（3，5）15，4（1，8）（6，7）－13（2，12）（9，16）－11－14 4 ・（3，5，15）（1，4，8）（6，7）－（13，16）2（9，12）＝11＝14

勝馬の
紹 介

ナ ー ラ ッ ク �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 アルデバランⅡ デビュー 2019．10．20 東京5着

2017．4．27生 牝3栗 母 パフュームスター 母母 アドマイヤモンロー 8戦1勝 賞金 10，470，000円
〔競走中止〕 ミネルバ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミサトアンバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月16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。
（非当選馬） 1頭 ペイシャティアラ号

11074 5月16日 雨 良 （2東京2） 第7日 第2競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走10時35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

59 コ ス モ オ リ 牡3栗 56
54 △木幡 育也 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B444＋101：38．3 59．6�

714 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－ 2 〃 クビ 1．7�
35 アイアムイチリュウ 牡3黒鹿56 三浦 皇成堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 504－ 61：38．83 3．2�
713 ムーンダイアローグ 牡3栗 56 石橋 脩大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 藤原牧場 452＋ 2 〃 ハナ 28．2�
48 ジ ュ ズ マ ル 牡3鹿 56 吉田 豊山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 谷岡スタット 492－ 21：39．01� 39．7	
11 ナックジーニアス 牡3栗 56 田中 勝春小松 欣也氏 宗像 義忠 新冠 守矢牧場 516－ 41：39．63� 13．0

36 	 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± 0 〃 ハナ 15．8�

510 テオファーニア 牡3鹿 56 北村 宏司 DMMドリームクラブ� 木村 哲也 日高 下河辺牧場 510－ 21：39．91
 29．4�
816 アイルビーメジャー 牡3栗 56 松山 弘平岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 456± 0 〃 ハナ 48．3
611 コスモケルビン 牡3鹿 56 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム B498－ 81：40．54 80．6�
24 	 コスモコンクエスト 牡3栗 56 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 米 Godolphin &

Brenda Stewart 502＋ 81：41．13� 273．1�
12 ホウオウベルタ 牡3鹿 56 内田 博幸小笹 芳央氏 矢野 英一 日高 中前牧場 B430－12 〃 アタマ 182．3�
612 アバグネイル 牡3栗 56 福永 祐一 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋121：41．52� 15．9�
815	 ジ ュ フ ォ ン 牡3鹿 56 田辺 裕信�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

504＋ 61：41．92 89．9�
23 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 B480－ 81：42．0� 339．2�
47 サンコディー �3鹿 56 横山 和生 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 502－161：43．38 148．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，911，700円 複勝： 67，809，400円 枠連： 13，852，400円
馬連： 64，336，400円 馬単： 36，558，900円 ワイド： 56，858，600円
3連複： 104，053，200円 3連単： 142，702，900円 計： 529，083，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，960円 複 勝 � 570円 � 110円 � 110円 枠 連（5－7） 1，450円

馬 連 �� 5，920円 馬 単 �� 17，030円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，490円 �� 150円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 54，500円

票 数

単勝票数 計 429117 的中 � 5753（10番人気）
複勝票数 計 678094 的中 � 12489（9番人気）� 272510（1番人気）� 161634（2番人気）
枠連票数 計 138524 的中 （5－7） 7389（5番人気）
馬連票数 計 643364 的中 �� 8416（16番人気）
馬単票数 計 365589 的中 �� 1610（37番人気）
ワイド票数 計 568586 的中 �� 6961（19番人気）�� 7598（16番人気）�� 137801（1番人気）
3連複票数 計1040532 的中 ��� 24484（7番人気）
3連単票数 計1427029 的中 ��� 1898（129番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．3―12．6―12．9―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．6―46．9―59．5―1：12．4―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ス モ オ リ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．2．16 東京3着

2017．2．28生 牡3栗 母 スウィートレイラニ 母母 ウィキウィキ 5戦1勝 賞金 6，600，000円
〔騎手変更〕 コスモオリ号の騎手和田竜二は，第1競走での落馬による検査のため木幡育也に変更。
〔3走成績による出走制限〕 コスモコンクエスト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月16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。
（非当選馬） 1頭 セイウンノア号

第２回 東京競馬 第７日



11075 5月16日 雨 良 （2東京2） 第7日 第3競走 ��1，300�3歳未勝利
発走11時05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

612 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± 01：19．8 2．0�
59 フィーユレヴーズ 牝3栗 54 M．デムーロ小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 450＋10 〃 クビ 4．7�
36 ロッソビアンコネロ 牡3栗 56 吉田 豊星野 �男氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 502＋ 41：20．43� 7．7�
12 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 534－ 2 〃 アタマ 9．1�
35 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 442＋ 41：20．82� 184．2�
24 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± 01：20．9� 5．4	
23 シゲルカンムリザ 牝3芦 54 柴田 善臣森中 蕃氏 石毛 善彦 新冠 長浜 秀昭 436＋ 41：21．96 51．4

611 プラズマテイル 牝3青鹿54 横山 和生岡田 牧雄氏 大和田 成 浦河 カケハムポニークラブ 414＋101：22．0クビ 72．7�
816 ナオラブリイ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行成富 直行氏 根本 康広 安平 ゼットステーブル 440－ 4 〃 クビ 206．3�
713 マッチアドゥー 牝3青鹿54 木幡 巧也加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 434± 01：22．74 185．2
47 サンドクルーズ 牡3栗 56 野中悠太郎加藤 義久氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 470－ 21：22．8� 76．8�
815 シゲルカロン 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 武藤 善則 日高 スウィング

フィールド牧場 532－ 8 〃 ハナ 166．3�
714 テントップギヤ 牡3鹿 56 松田 大作天白 泰司氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 456＋ 21：23．11� 24．0�
48 ガッサンウルフ 牡3黒鹿56 武士沢友治西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 454± 0 〃 クビ 223．9�
510 ハヤブサジーニー 牡3鹿 56 伊藤 工真武田 修氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 440－14 〃 ハナ 197．9�
11 マ ホ ウ シ ョ 牡3芦 56 村田 一誠谷口 祐人氏 藤原 辰雄 日高 佐々木 康治 452－ 21：24．8大差 238．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，829，700円 複勝： 48，707，900円 枠連： 10，082，800円
馬連： 54，270，500円 馬単： 30，630，100円 ワイド： 40，296，600円
3連複： 74，218，200円 3連単： 102，290，700円 計： 396，326，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（5－6） 510円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 280円 �� 330円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，820円

票 数

単勝票数 計 358297 的中 � 141151（1番人気）
複勝票数 計 487079 的中 � 181315（1番人気）� 69327（3番人気）� 50675（4番人気）
枠連票数 計 100828 的中 （5－6） 15138（2番人気）
馬連票数 計 542705 的中 �� 83542（2番人気）
馬単票数 計 306301 的中 �� 27890（2番人気）
ワイド票数 計 402966 的中 �� 38513（2番人気）�� 31534（3番人気）�� 17551（7番人気）
3連複票数 計 742182 的中 ��� 54104（3番人気）
3連単票数 計1022907 的中 ��� 19384（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．2―29．9―42．0―54．4―1：06．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サノノクヒオ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．12．7 中山12着

2017．5．10生 牡3栗 母 ラプリマステラ 母母 ラ プ ー マ 7戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マホウショ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月16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） 2頭 グラスエメラルダ号・ドバウィビクトリー号
（非抽選馬） 1頭 シゲルガラテア号

11076 5月16日 雨 良 （2東京2） 第7日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時35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
1：44．2
1：43．9

良
良

69 レットミーアウト 牝3黒鹿54 D．レーン �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 21：47．2 6．1�

（豪）

56 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 460－ 41：47．3� 8．7�
11 キミノミラクル 牝3栃栗54 野中悠太郎平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 492－ 81：47．4� 100．9�
812 コトブキテティス 牝3黒鹿54 武藤 雅尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 428＋ 2 〃 クビ 3．0�
44 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± 01：47．5� 25．5�
68 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 436＋ 21：47．6� 2．6	
22 コースタルチャート 牝3鹿 54 M．デムーロ 
社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468－ 41：48．02� 10．7�
57 トクシーズファー 牝3青鹿54 吉田 豊 AIレーシング 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 438± 01：48．1� 10．6�
710 アイルショウユー 牝3鹿 54 岩部 純二
ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 424± 01：48．2� 96．1
813 ペ ル ー ジ ュ 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 41：48．94 112．1�
45 ホッコージュンレイ 牝3青鹿54 松田 大作北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 440± 01：49．53� 203．2�
711 コ モ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新冠 つつみ牧場 450＋ 21：49．6� 168．5�
33 チ ス ジ 牝3鹿 54 武士沢友治新井原 博氏 星野 忍 新冠 川上牧場 494－ 42：00．2大差 237．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，810，600円 複勝： 57，819，500円 枠連： 13，295，500円
馬連： 66，811，600円 馬単： 32，110，600円 ワイド： 50，681，500円
3連複： 91，805，600円 3連単： 121，577，300円 計： 475，912，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 260円 � 2，200円 枠 連（5－6） 370円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 770円 �� 8，930円 �� 9，980円

3 連 複 ��� 74，190円 3 連 単 ��� 236，300円

票 数

単勝票数 計 418106 的中 � 54771（3番人気）
複勝票数 計 578195 的中 � 80267（3番人気）� 61135（4番人気）� 5404（10番人気）
枠連票数 計 132955 的中 （5－6） 27309（2番人気）
馬連票数 計 668116 的中 �� 23534（10番人気）
馬単票数 計 321106 的中 �� 5877（18番人気）
ワイド票数 計 506815 的中 �� 18068（10番人気）�� 1417（35番人気）�� 1267（40番人気）
3連複票数 計 918056 的中 ��� 928（86番人気）
3連単票数 計1215773 的中 ��� 373（338番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．9―48．0―1：00．0―1：12．2―1：24．0―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

レットミーアウト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．10．14 東京8着

2017．6．10生 牝3黒鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク 5戦1勝 賞金 7，610，000円
〔調教再審査〕 チスジ号は，競走中終始内側に逃避しようとし，著しく遅れて入線したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チスジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月16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。



11077 5月16日 雨 稍重 （2東京2） 第7日 第5競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時25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

79 ミッキーパンチ 牡3栗 56 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：00．7 15．5�
68 � 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 536－ 22：00．91� 5．2�
812 イ ル ミ ナ ル 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 420± 02：01．0クビ 1．5�
811 スプリッツァー 牡3栗 56 田辺 裕信古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 458－102：01．1	 6．5�
55 シゲルセイウン 牝3黒鹿54 江田 照男森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 前川 勝春 402＋ 22：01．31
 80．0�
22 ソルメンシス 牡3栗 56 野中悠太郎ディアレストクラブ	 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B482＋ 2 〃 クビ 86．6

710 サンシャインキッド 牡3栗 56 大野 拓弥田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 元茂牧場 430－ 22：01．5	 102．3�
11 サクラジマテソーロ 牡3鹿 56

54 △木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス	 加藤 和宏 新ひだか チャンピオンズファーム 456－ 42：01．6
 47．3�

44 シゲルカイオウセイ 牡3芦 56 木幡 巧也森中 蕃氏 田中 清隆 浦河 ディアレスト
クラブ 520± 02：01．7	 57．4

33 エフティクルーク 牡3青鹿56 伊藤 工真吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 クビ 38．7�
67 スパークルアゲン 牡3鹿 56 和田 竜二浅川 皓司氏 加藤士津八 新ひだか 乾 皆雄 446＋102：01．91
 10．8�
56 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 504－ 42：02．32
 122．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，026，200円 複勝： 104，631，400円 枠連： 11，814，400円
馬連： 59，452，600円 馬単： 42，262，200円 ワイド： 49，062，800円
3連複： 83，407，200円 3連単： 169，352，200円 計： 559，009，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 220円 � 140円 � 110円 枠 連（6－7） 2，170円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 7，210円

ワ イ ド �� 670円 �� 400円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 19，380円

票 数

単勝票数 計 390262 的中 � 20126（5番人気）
複勝票数 計1046314 的中 � 39293（5番人気）� 89174（2番人気）� 704603（1番人気）
枠連票数 計 118144 的中 （6－7） 4217（7番人気）
馬連票数 計 594526 的中 �� 16004（9番人気）
馬単票数 計 422622 的中 �� 4392（22番人気）
ワイド票数 計 490628 的中 �� 15942（10番人気）�� 29174（4番人気）�� 74967（1番人気）
3連複票数 計 834072 的中 ��� 46360（4番人気）
3連単票数 計1693522 的中 ��� 6333（60番人気）

ハロンタイム 13．0―10．9―11．9―12．2―12．5―12．3―12．2―11．7―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―23．9―35．8―48．0―1：00．5―1：12．8―1：25．0―1：36．7―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーパンチ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．11．17 東京6着

2017．3．8生 牡3栗 母 リ ュ シ オ ル 母母 ホワットケイティーディド 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ニシノハヤシゲル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月16日まで平地競走に出走で

きない。

11078 5月16日 雨 稍重 （2東京2） 第7日 第6競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走12時55分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；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

714 ブランクチェック 牝3栗 54 C．ルメールゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 21：24．9 2．0�

11 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 480± 01：25．32� 8．0�
59 ラブリーエンジェル 牝3栗 54 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 428－ 21：25．83 6．5�
23 ニシノミンクス 牝3鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 村上 欽哉 454－ 61：26．01� 23．5�
611 ペイシャチャーム 牝3栗 54 池添 謙一北所 直人氏 小手川 準 浦河 �川 啓一 452＋ 41：26．21� 265．1�
24 カ イ ア ワ セ 牝3栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 440＋ 61：26．3� 47．7	
612 サ ノ ハ ニ ー 牝3黒鹿54 武藤 雅佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 470－ 41：26．4� 23．4

510 クールマキシマム 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 468－ 61：26．5� 7．9�
47 ヒートライトニング 牝3栗 54 松山 弘平藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 452± 01：26．81� 47．2�
36 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 460－ 21：27．01� 99．4�
815 レッドヴェイパー 牝3鹿 54 石橋 脩 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 412± 01：27．1� 24．1�
48 サ ツ キ マ ス 牝3鹿 54 北村 宏司越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 456＋ 41：27．31 102．8�
35 テリオスベル 牝3黒鹿54 大野 拓弥鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B420－ 21：27．94 62．9�
816 アルマセグレート 牝3栗 54 M．デムーロ サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 462＋101：28．53� 7．0�
713 ヨシノパナギア 牝3青鹿 54

52 △木幡 育也清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 480－ 4 〃 ハナ 116．2�
12 ニシノステラ 牝3鹿 54 野中悠太郎西山 茂行氏 小西 一男 日高 西山牧場 422－ 41：28．82 195．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，916，300円 複勝： 76，804，600円 枠連： 18，373，200円
馬連： 86，883，500円 馬単： 37，842，000円 ワイド： 69，942，300円
3連複： 126，041，800円 3連単： 130，225，800円 計： 600，029，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 190円 � 180円 枠 連（1－7） 870円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 370円 �� 340円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 5，670円

票 数

単勝票数 計 539163 的中 � 208902（1番人気）
複勝票数 計 768046 的中 � 209046（1番人気）� 85266（4番人気）� 99543（2番人気）
枠連票数 計 183732 的中 （1－7） 16295（3番人気）
馬連票数 計 868835 的中 �� 85161（2番人気）
馬単票数 計 378420 的中 �� 22689（2番人気）
ワイド票数 計 699423 的中 �� 49792（4番人気）�� 54041（1番人気）�� 31116（5番人気）
3連複票数 計1260418 的中 ��� 64763（1番人気）
3連単票数 計1302258 的中 ��� 16626（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．6―48．0―1：00．4―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランクチェック �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2020．1．25 中山1着

2017．4．24生 牝3栗 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 3戦2勝 賞金 16，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ウィーンソナタ号・トリプルシックス号・プリンサン号・ペルシャンジュエル号・リアンフィーユ号



11079 5月16日 雨 稍重 （2東京2） 第7日 第7競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走13時25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 ル ナ シ オ ン 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：33．8 2．9�
55 アオイクレアトール 牡3芦 56 武 豊新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 470＋ 21：34．01� 2．4�
44 グレイトホーン 牡3鹿 56 野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 480± 0 〃 クビ 15．9�
33 オーロアドーネ 牡3栗 56 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 浦河 上山牧場 478－ 8 〃 クビ 3．0�
11 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 504＋ 21：34．63� 69．1	

89 コスモスタック 牡3黒鹿56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 456± 01：34．81� 47．9

66 ミャゴラーレ 牡3鹿 56 横山 和生山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 514－ 41：35．54 29．1�
77 コスモシークレット 牡3栗 56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 61：35．92� 31．2�
88 ディーバダンス 牝3鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 むかわ 新井牧場 442＋ 41：36．0� 215．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，123，500円 複勝： 51，010，900円 枠連： 10，558，200円
馬連： 55，294，900円 馬単： 39，332，300円 ワイド： 39，413，400円
3連複： 91，508，000円 3連単： 191，489，700円 計： 525，730，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 110円 � 230円 枠 連（2－5） 310円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 200円 �� 680円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 5，530円

票 数

単勝票数 計 471235 的中 � 127991（2番人気）
複勝票数 計 510109 的中 � 86969（3番人気）� 217627（1番人気）� 30605（4番人気）
枠連票数 計 105582 的中 （2－5） 25589（2番人気）
馬連票数 計 552949 的中 �� 111321（2番人気）
馬単票数 計 393323 的中 �� 40755（4番人気）
ワイド票数 計 394134 的中 �� 61954（2番人気）�� 12760（8番人気）�� 21500（4番人気）
3連複票数 計 915080 的中 ��� 43713（4番人気）
3連単票数 計1914897 的中 ��� 25078（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．2―48．2―59．9―1：11．1―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ナ シ オ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．10．14 東京1着

2017．5．1生 牝3鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 3戦2勝 賞金 14，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 ディーバダンス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月16日まで平地競走に出走でき

ない。
※エバンタイユドール号・ディーバダンス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

11080 5月16日 雨 稍重 （2東京2） 第7日 第8競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走14時00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
1：33．8
1：33．3

重
良

711 エグジットラック 牡6栗 57 江田 照男戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 518＋ 21：38．7 4．0�
57 マイネルレンカ 牡6黒鹿57 D．レーン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 474＋ 2 〃 ハナ 4．0�
（豪）

44 � フレンドアリス 牝5栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 462± 01：38．91 30．8�
710 ジョイナイト 牡4鹿 57 横山 和生西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 502－ 2 〃 クビ 10．1�
11 ジ ー ニ ー 牡4鹿 57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 502± 01：39．0	 6．0�
22 � 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± 01：39．1
 41．0	
45 モ レ ッ キ �6黒鹿57 田辺 裕信 
サンデーレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 480－141：39．2	 3．6�
56 � ト ッ プ ギ ア 牡5鹿 57 野中悠太郎 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 452± 01：39．62	 148．1�
68 トーセンギムレット 牡4鹿 57

55 △木幡 育也島川 哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ
スティファーム 530－ 8 〃 クビ 10．3�

812� フェアザスピリッツ 牝4鹿 55 柴田 善臣 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 三石ファーム 516－ 21：39．7	 53．6�

813� スフィーダグリーン 牡6鹿 57 的場 勇人寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 540－ 21：40．02 294．4�
69 ゴ ー 牡4鹿 57 木幡 巧也グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 504± 01：40．42 37．3�
33 ロンリーウェイ 牡4青鹿57 嘉藤 貴行小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 470－ 81：43．0大差 176．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，170，300円 複勝： 48，945，500円 枠連： 13，866，300円
馬連： 78，134，400円 馬単： 34，294，200円 ワイド： 49，493，900円
3連複： 101，974，400円 3連単： 127，815，100円 計： 491，694，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 160円 � 500円 枠 連（5－7） 580円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，110円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 21，440円

票 数

単勝票数 計 371703 的中 � 74319（2番人気）
複勝票数 計 489455 的中 � 91853（1番人気）� 89392（2番人気）� 18282（7番人気）
枠連票数 計 138663 的中 （5－7） 18333（1番人気）
馬連票数 計 781344 的中 �� 70463（2番人気）
馬単票数 計 342942 的中 �� 15204（4番人気）
ワイド票数 計 494939 的中 �� 36825（1番人気）�� 10915（14番人気）�� 7989（20番人気）
3連複票数 計1019744 的中 ��� 15804（16番人気）
3連単票数 計1278151 的中 ��� 4321（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．7―48．2―1：00．8―1：13．1―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エグジットラック �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．2．5 東京1着

2014．5．10生 牡6栗 母 トレノローザ 母母 サンデーローザ 22戦3勝 賞金 27，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



11081 5月16日 雨 稍重 （2東京2） 第7日 第9競走 ��
��1，400�

ひ よ し

日 吉 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．5．11以降2．5．10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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 サンタナブルー 牡8黒鹿53 武藤 雅 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 478－101：24．1 114．9�
611 アポロチーター 牡4栗 54 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 528－ 21：24．2� 40．9�
24 スズカゴーディー 牡6黒鹿56 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B488＋ 41：24．41� 5．1�
713 フクノグリュック 牡8鹿 55 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B522－ 41：24．5	 9．3�
815
 ボストンテソーロ 牝4鹿 54 川田 将雅了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 Spendthrift
Farm LLC 490－ 21：24．82 2．6�

510 ホウオウジャッジ 牡5鹿 54 和田 竜二小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 21：24．9	 26．0	
816� シゲルルビー 牝4黒鹿52 木幡 育也森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 482－ 81：25．0クビ 71．6

48 ジョガールボニート 牡4青鹿54 石橋 脩髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 B468± 01：25．1� 36．3�
36 � スズカユース 牝4栗 52 江田 照男永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 452＋ 21：25．2	 21．5�
35 カシノブレンド �4芦 55 M．デムーロ柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 446＋ 4 〃 ハナ 8．4
11 ベイオブコトル 牡4鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 41：25．3	 18．0�
12 ケイアイビリジアン 牡4栗 55 大野 拓弥亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 526＋ 61：25．51� 12．3�
59 リープリングスター �4鹿 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B544－ 41：25．71 12．2�
714 サウンドストリート 牡6鹿 53 松山 弘平増田 雄一氏 和田正一郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 41：26．65 93．0�
47 � ラヴタクティクス 牝6栗 51 武士沢友治岡田 牧雄氏 天間 昭一 日高 若林 順一 508＋ 81：27．34 129．7�
23 セイドアモール 牝4鹿 52 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム 498± 01：28．04 17．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，828，400円 複勝： 79，041，800円 枠連： 24，446，100円
馬連： 118，867，000円 馬単： 44，126，700円 ワイド： 86，883，800円
3連複： 175，175，400円 3連単： 180，421，000円 計： 756，790，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，490円 複 勝 � 1，960円 � 1，120円 � 200円 枠 連（6－6） 86，110円

馬 連 �� 127，590円 馬 単 �� 258，550円

ワ イ ド �� 28，490円 �� 5，700円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 202，430円 3 連 単 ��� 1，791，850円

票 数

単勝票数 計 478284 的中 � 3328（15番人気）
複勝票数 計 790418 的中 � 8902（14番人気）� 16135（12番人気）� 134836（2番人気）
枠連票数 計 244461 的中 （6－6） 220（36番人気）
馬連票数 計1188670 的中 �� 722（110番人気）
馬単票数 計 441267 的中 �� 128（220番人気）
ワイド票数 計 868838 的中 �� 779（112番人気）�� 3937（54番人気）�� 7164（34番人気）
3連複票数 計1751754 的中 ��� 649（318番人気）
3連単票数 計1804210 的中 ��� 73（2170番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．4―47．4―59．4―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンタナブルー �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．11．1 東京5着

2012．5．2生 牡8黒鹿 母 バイオレントムーヴ 母母 Waterside 46戦4勝 賞金 65，322，000円
※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） 1頭 プロトイチバンボシ号
（非抽選馬） 2頭 オールウェイズゼア号・プッシュアゲン号

11082 5月16日 雨 稍重 （2東京2） 第7日 第10競走 ��
��1，600�

しょうなん

湘南ステークス
発走15時10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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

810 ピースワンパラディ 牡4鹿 57 川田 将雅長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 466＋ 41：33．2 3．2�
22 アドマイヤスコール 牡4鹿 57 和田 竜二近藤 旬子氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 486± 0 〃 クビ 47．4�
33 ニシノカツナリ 牡4青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 476－ 2 〃 アタマ 7．7�
78 ア ガ ラ ス 牡4青鹿57 C．ルメール �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 516－ 21：33．4	 4．4�
89 アントリューズ 牡4鹿 57 福永 祐一山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 クビ 15．1�
77 キングリッド 牡6鹿 57 松山 弘平吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 454＋ 21：33．5
 52．9	
55 ヴィッテルスバッハ 牡4鹿 57 武 豊 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 ハナ 6．5

66 フォルコメン 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 512－ 21：33．6クビ 3．3�

（豪）

11 スーパーブレイク 牡6黒鹿57 吉田 豊堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 476－ 41：33．7
 95．3�
44 ワールドヘリテージ 牡5鹿 57 横山 典弘谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 450－ 61：34．02 35．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 75，666，700円 複勝： 94，173，100円 枠連： 17，347，600円
馬連： 143，777，700円 馬単： 59，546，200円 ワイド： 84，891，500円
3連複： 182，134，800円 3連単： 268，258，900円 計： 925，796，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 740円 � 210円 枠 連（2－8） 3，910円

馬 連 �� 6，250円 馬 単 �� 8，650円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 480円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 12，270円 3 連 単 ��� 57，690円

票 数

単勝票数 計 756667 的中 � 184142（1番人気）
複勝票数 計 941731 的中 � 198329（2番人気）� 24219（8番人気）� 118191（5番人気）
枠連票数 計 173476 的中 （2－8） 3430（13番人気）
馬連票数 計1437777 的中 �� 17815（18番人気）
馬単票数 計 595462 的中 �� 5159（29番人気）
ワイド票数 計 848915 的中 �� 10952（19番人気）�� 49844（6番人気）�� 5948（29番人気）
3連複票数 計1821348 的中 ��� 11125（34番人気）
3連単票数 計2682589 的中 ��� 3371（168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．0―47．6―59．2―1：10．4―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピースワンパラディ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．1．26 中京1着

2016．1．24生 牡4鹿 母 クリアソウル 母母 キャトルセゾン 8戦4勝 賞金 81，416，000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。



11083 5月16日 雨 稍重 （2東京2） 第7日 第11競走 ��
��1，400�第65回京王杯スプリングカップ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，1．5．11以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，1．5．10以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

京王電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 966，000円 276，000円 138，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

813 ダノンスマッシュ 牡5鹿 56 D．レーン �ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 472－ 21：19．8 4．9�
（豪）

812 ステルヴィオ 牡5鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：20．01� 6．7�
22 グルーヴィット 牡4鹿 56 M．デムーロ �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B488－ 61：20．1	 4．9�
11 ラヴィングアンサー 牡6鹿 56 吉田 豊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 496－ 2 〃 アタマ 47．9�
69 セイウンコウセイ 牡7栗 57 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 514＋10 〃 クビ 15．3	
33 ケイアイノーテック 牡5鹿 57 石橋 脩亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 468－ 21：20．31� 16．3

57 ストーミーシー 牡7栗 56 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 552± 01：20．4クビ 14．6�
710 タワーオブロンドン 牡5鹿 58 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 2 〃 クビ 3．5�
711 エントシャイデン 牡5芦 56 松山 弘平前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 2 〃 アタマ 44．4
68 ショウナンライズ 牡7栗 56 和田 竜二国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 476＋ 41：20．6	 123．6�
45 レッドアンシェル 牡6青鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 8．8�
56 ライラックカラー 牡5黒鹿56 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 462＋ 21：20．7	 43．9�
44 ド ー ヴ ァ ー 牡7栗 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 502－ 41：21．44 30．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 199，805，600円 複勝： 267，268，700円 枠連： 83，339，700円
馬連： 587，665，600円 馬単： 202，134，500円 ワイド： 385，022，500円
3連複： 1，021，573，400円 3連単： 1，172，153，800円 計： 3，918，963，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 220円 � 180円 枠 連（8－8） 1，680円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 600円 �� 680円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 15，040円

票 数

単勝票数 計1998056 的中 � 324337（2番人気）
複勝票数 計2672687 的中 � 370229（3番人気）� 301640（4番人気）� 401358（2番人気）
枠連票数 計 833397 的中 （8－8） 38355（6番人気）
馬連票数 計5876656 的中 �� 304541（4番人気）
馬単票数 計2021345 的中 �� 56839（6番人気）
ワイド票数 計3850225 的中 �� 165421（3番人気）�� 144608（8番人気）�� 153355（6番人気）
3連複票数 計10215734 的中 ��� 246879（6番人気）
3連単票数 計11721538 的中 ��� 56479（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―35．2―46．7―57．6―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F33．1
3 13（2，9）（10，12）（5，11）8（6，7）1，4，3 4 13，9（2，12）10（5，8，11）7，6（3，1）4

勝馬の
紹 介

ダノンスマッシュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Hard Spun デビュー 2017．9．2 新潟2着

2015．3．6生 牡5鹿 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 17戦8勝 賞金 337，341，000円
［他本会外：1戦0勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダノンスマッシュ号は，安田記念（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。

11084 5月16日 雨 稍重 （2東京2） 第7日 第12競走 ��1，600�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・左）（1000万円以下）

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
1：33．8
1：33．3

重
良

814 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 B472± 01：37．5 4．4�
（豪）

22 ソルドラード 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500－101：37．6� 1．8�
711 レコンキスタ 牡6栗 57 木幡 巧也村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B488＋ 21：37．7クビ 57．3�
58 ダノンハイパワー 牡6黒鹿57 横山 和生�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 514± 01：38．12� 25．7�
34 トゥーフラッシー 牝4鹿 55 武士沢友治西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 468＋ 2 〃 ハナ 58．5	
45 トーセンヴィータ 牡5青鹿57 武藤 雅島川 
哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム B542± 01：38．42 9．7�
33 	 テキスタイルアート �8青鹿57 大野 拓弥岡田 壮史氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 486＋ 21：38．5クビ 57．0�
46 カセノウィナー 牡4栗 57 和田 竜二平川 進氏 土田 稔 新冠 村上 雅規 486－ 4 〃 ハナ 14．9
57 オーシャンビュー 牡7鹿 57 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 454－ 81：38．6� 41．9�
813 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 478＋ 61：38．91� 33．5�
712 クリノキング �6栗 57

55 △木幡 育也栗本 守氏 星野 忍 新冠 柏木 一則 B480＋ 4 〃 ハナ 108．5�
11 ケイツーリラ 牝5青鹿55 内田 博幸楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 454－ 41：39．53� 116．0�
69 キングテセウス 牡4栗 57 M．デムーロ保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B514＋ 21：39．71
 7．1�
610 プッシュアゲン 牡7栗 57 松田 大作浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 518－ 21：41．18 189．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 103，022，000円 複勝： 111，486，900円 枠連： 36，984，400円
馬連： 177，006，800円 馬単： 97，088，600円 ワイド： 136，418，500円
3連複： 276，100，000円 3連単： 476，369，700円 計： 1，414，476，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 120円 � 670円 枠 連（2－8） 380円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，860円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 5，150円 3 連 単 ��� 21，810円

票 数

単勝票数 計1030220 的中 � 183257（2番人気）
複勝票数 計1114869 的中 � 225195（2番人気）� 314197（1番人気）� 24696（10番人気）
枠連票数 計 369844 的中 （2－8） 73862（1番人気）
馬連票数 計1770068 的中 �� 333304（1番人気）
馬単票数 計 970886 的中 �� 66657（4番人気）
ワイド票数 計1364185 的中 �� 202174（1番人気）�� 16264（21番人気）�� 17806（20番人気）
3連複票数 計2761000 的中 ��� 40160（13番人気）
3連単票数 計4763697 的中 ��� 15829（60番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．1―11．9―12．3―12．3―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．5―46．4―58．7―1：11．0―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フラワーストリーム �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．10．9 東京7着

2015．3．29生 �5鹿 母 シープシャンクス 母母 ラスリングカプス 22戦3勝 賞金 38，850，000円
※オールウェイズゼア号・ケイツーリラ号・トゥーフラッシー号・プッシュアゲン号は，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。



（2東京2）第7日 5月16日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 164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

287，440，000円
27，670，000円
2，210，000円
34，680，000円
68，276，000円
4，731，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
758，022，900円
1，071，067，200円
267，823，100円
1，555，023，900円
687，052，900円
1，101，077，900円
2，426，872，700円
3，194，153，900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 11，061，094，500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7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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