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11097 5月23日 晴 稍重 （2東京2） 第9日 第1競走 1，600�3歳未勝利
発走10時15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

612 ルミナスナイト 牝3栗 54 藤井勘一郎岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド B502＋ 21：39．5 3．2�
47 セ ル フ ィ ー 牝3栗 54 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 462＋101：40．03 1．9�
816 スティルアリス 牝3鹿 54 D．レーン 下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 514－ 21：40．31� 5．9�

（豪）

714 キイエクスプロード 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 脩斗安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 420－ 41：40．51 174．7�

510 エドノスカッシュ 牝3鹿 54 柴田 大知遠藤 喜松氏 松山 将樹 新ひだか 沖田 忠幸 474－ 4 〃 クビ 376．3�
23 ドリームバンドーム 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行	宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 480＋101：40．6クビ 80．9

36 トップブランド 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472－ 61：40．92 11．0�
713 セブンシースケイプ 牝3鹿 54 和田 竜二�G1レーシング 勢司 和浩 新冠 新冠橋本牧場 444－ 8 〃 アタマ 348．7�
48 ココリミネルヴァ 牝3黒鹿54 内田 博幸美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 416－ 21：41．0� 28．2
59 タイドライン 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也藤田 在子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 462＋ 41：41．1クビ 363．4�
24 マ ヤ チ ャ ン 牝3鹿 54 浜中 俊瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 420＋ 21：41．42 53．7�
611 グラスエメラルダ 牝3鹿 54 岩部 純二半沢	 松山 将樹 日高 ヤナガワ牧場 416－ 61：41．61 379．0�
815 キャンディダム 牝3黒鹿54 松山 弘平 	サンデーレーシング 栗田 徹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 8 〃 クビ 18．0�
12 モーニングレイン 牝3栗 54 三浦 皇成今村 明浩氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 B456＋101：41．7� 56．0�
35 キアナポラリス 牝3栗 54 野中悠太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮田 敬介 日高 日高大洋牧場 B448＋ 61：42．55 96．0�
（15頭）

11 キ ク 牝3鹿 54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 豊洋牧場 458－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，756，200円 複勝： 74，369，400円 枠連： 13，289，900円
馬連： 55，321，800円 馬単： 31，274，100円 ワイド： 48，730，400円
3連複： 75，845，900円 3連単： 97，674，100円 計： 436，261，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（4－6） 380円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 140円 �� 250円 �� 210円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 2，400円

票 数

単勝票数 差引計 397562（返還計 21418） 的中 � 99313（2番人気）
複勝票数 差引計 743694（返還計 50927） 的中 � 156383（2番人気）� 318777（1番人気）� 91948（3番人気）
枠連票数 差引計 132899（返還計 514） 的中 （4－6） 26486（1番人気）
馬連票数 差引計 553218（返還計114447） 的中 �� 140706（1番人気）
馬単票数 差引計 312741（返還計 60255） 的中 �� 32300（2番人気）
ワイド票数 差引計 487304（返還計107390） 的中 �� 105496（1番人気）�� 40694（3番人気）�� 55631（2番人気）
3連複票数 差引計 758459（返還計320654） 的中 ��� 122651（1番人気）
3連単票数 差引計 976741（返還計408280） 的中 ��� 29406（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．0―12．6―12．8―13．1―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―35．0―47．6―1：00．4―1：13．5―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．1
3 2，12（4，11，15）7（6，5，8，16）（3，9，10）13，14 4 2，12（4，7，11）15（6，5，16）8（3，10）9（13，14）

勝馬の
紹 介

ルミナスナイト �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 トーセンダンス デビュー 2019．6．29 福島15着

2017．2．4生 牝3栗 母 ルミナスレッド 母母 マンジュデンレッド 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔競走除外〕 キク号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 ブラウンアイズ号
（非抽選馬） 1頭 プーラン号
※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。

11098 5月23日 曇 稍重 （2東京2） 第9日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時45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

35 � ディランズソング 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 米
Erin Knehr &
Catalyst
Bloodstock

512＋ 81：26．4 2．1�
36 ジオパークアポロ 牡3栗 56

54 △木幡 育也小関 勝紀氏 柄崎 孝 様似 中村 俊紀 438－ 2 〃 クビ 172．2�
23 サンドストーム 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 漆原 武男 430－ 6 〃 アタマ 100．1�
714 レジリエンスブルー 牡3黒鹿56 木幡 巧也 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 468 ― 〃 ハナ 319．9�
815 バルドダンサー 牡3栗 56 三浦 皇成 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 41：26．5クビ 19．0	
816 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 492－ 6 〃 クビ 4．6

48 グシチャンノカゼ 牡3黒鹿56 川田 将雅眞保榮 稔氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 B500－ 21：27．24 9．5�
24 � アルファジップ 牝3栗 54 武 豊�グランド牧場 伊藤 圭三 米 Overbrook

Farm B452－ 21：27．3� 11．2�
47 デルマラピスラズリ 牡3鹿 56 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 506－ 2 〃 ハナ 102．3
611 アイガーテソーロ 牡3鹿 56 和田 竜二了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 山際牧場 488± 01：27．4� 32．7�
713 イデアイホマジョル 牡3青 56 M．デムーロ益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 446＋ 61：27．82� 4．6�
59 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 490＋ 21：27．9クビ 146．7�
510 マイネルピカソ 牡3鹿 56 石橋 脩 �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 462＋ 4 〃 ハナ 39．8�
12 エクセルマジック 牡3黒鹿56 藤井勘一郎谷川 正純氏 深山 雅史 様似 様似共栄牧場 436－101：28．32� 408．0�
11 ペイシャティアラ 牝3栗 54 嘉藤 貴行北所 直人氏 松永 康利 様似 清水スタッド 454＋ 21：28．4� 221．1�
612 クリスタルムーヴ 牝3鹿 54 田中 勝春伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 438－ 61：28．82� 232．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，231，300円 複勝： 69，467，300円 枠連： 11，242，500円
馬連： 67，369，200円 馬単： 34，241，500円 ワイド： 52，104，100円
3連複： 94，696，500円 3連単： 120，284，200円 計： 491，636，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 1，920円 � 1，570円 枠 連（3－3） 12，810円

馬 連 �� 15，870円 馬 単 �� 16，810円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 3，040円 �� 33，650円

3 連 複 ��� 177，550円 3 連 単 ��� 618，480円

票 数

単勝票数 計 422313 的中 � 158436（1番人気）
複勝票数 計 694673 的中 � 189852（2番人気）� 7077（11番人気）� 8697（9番人気）
枠連票数 計 112425 的中 （3－3） 680（23番人気）
馬連票数 計 673692 的中 �� 3288（30番人気）
馬単票数 計 342415 的中 �� 1527（41番人気）
ワイド票数 計 521041 的中 �� 4121（27番人気）�� 4455（24番人気）�� 394（81番人気）
3連複票数 計 946965 的中 ��� 400（187番人気）
3連単票数 計1202842 的中 ��� 141（769番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．7―12．6―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．7―48．4―1：01．0―1：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F38．0
3 ・（4，12）（5，8，13，16）（11，15）1，14－10（7，9）2－3－6 4 ・（4，12）（5，8，13，16）（11，15）（1，14）（10，9）7（2，3）－6

勝馬の
紹 介

�ディランズソング �
�
父 Summer Front �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2020．1．12 京都2着

2017．4．28生 牡3鹿 母 Poetic Riches 母母 Essence of Success 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 エンリグロリア号の調教師加藤和宏は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カネショウイケメン号・ケイツーポンド号・リベリアスハート号・ローダンテ号
（非抽選馬） 2頭 コスモビートイット号・デルマベリル号

第２回 東京競馬 第９日



11099 5月23日 曇 稍重 （2東京2） 第9日 第3競走 ��2，100�3歳未勝利
発走11時15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

59 � グーガルドリームズ 牡3黒鹿56 野中悠太郎藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako
Fujita 488－ 22：14．7 3．7�

36 � ミスターサンド 牡3栗 56 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 米
Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

468－ 6 〃 ハナ 4．6�
815� セイウンソルジャー 牡3鹿 56 高野 和馬西山 茂行氏 小手川 準 米 Fred W.

Hertrich III 518＋102：15．01� 55．3�
48 � セイウンカゲロウ 牡3鹿 56 藤井勘一郎西山 茂行氏 奥平 雅士 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

500＋ 42：15．42� 42．4�
713 トップリーチ 牡3黒鹿56 三浦 皇成紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 436＋ 22：15．5� 11．7�
35 サクラヴァルール 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 462－ 6 〃 アタマ 26．7	
510 ワンダーサーイター 牡3青鹿56 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 454＋ 42：15．71 119．9

611 コスモスーベニア 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 酒井 秀紀 518－ 82：16．01� 23．4�
612 エアリアルシティー 牡3栗 56 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 488＋ 22：16．21� 88．0
24 パースピレーション 牡3鹿 56 和田 竜二吉田 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 462－ 2 〃 クビ 16．8�
47 � キンバリープロセス 牡3栗 56 石橋 脩ゴドルフィン 手塚 貴久 米 KatieRich

Farms B504＋ 22：16．62� 19．5�
714 メジャーブレイク 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 524－ 22：17．02� 3．8�
816 レオファイナリスト 牡3鹿 56 松山 弘平�レオ 牧 光二 平取 坂東牧場 480＋ 62：17．21 6．7�
23 フリーファッション 牡3栗 56 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 B462＋ 82：17．62� 366．1�
12 ダブルマーク 牡3青 56 木幡 巧也河内 孝夫氏 小西 一男 日高 増尾牧場 504－ 22：18．77 56．9�
11 クラウンマハロ 牡3黒鹿56 内田 博幸�クラウン 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 B502－ 82：19．12� 212．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，037，400円 複勝： 65，646，300円 枠連： 13，114，900円
馬連： 70，629，400円 馬単： 28，650，400円 ワイド： 59，175，600円
3連複： 99，945，300円 3連単： 94，970，100円 計： 470，169，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 200円 � 1，090円 枠 連（3－5） 730円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 450円 �� 3，370円 �� 4，570円

3 連 複 ��� 17，360円 3 連 単 ��� 76，240円

票 数

単勝票数 計 380374 的中 � 81689（1番人気）
複勝票数 計 656463 的中 � 149294（1番人気）� 85515（4番人気）� 10770（11番人気）
枠連票数 計 131149 的中 （3－5） 13755（3番人気）
馬連票数 計 706294 的中 �� 57132（2番人気）
馬単票数 計 286504 的中 �� 10710（4番人気）
ワイド票数 計 591756 的中 �� 37671（2番人気）�� 4279（34番人気）�� 3138（44番人気）
3連複票数 計 999453 的中 ��� 4317（54番人気）
3連単票数 計 949701 的中 ��� 903（239番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．8―31．9―44．5―57．2―1：10．7―1：23．9―1：36．6―1：49．2―2：01．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．1
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�グーガルドリームズ �
�
父 Tonalist �

�
母父 Speightstown デビュー 2019．11．23 東京2着

2017．3．12生 牡3黒鹿 母 Maltese Googol 母母 Superb in Roses 7戦1勝 賞金 13，950，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ジンフラッシュ号・レストレーション号

11100 5月23日 曇 良 （2東京2） 第9日 第4競走 1，400�3歳未勝利
発走11時45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

11 レリスタット 牝3青鹿54 C．ルメール�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 446＋ 41：21．4 2．6�
611 ジュンキャノン 牝3鹿 54 藤井勘一郎河合 純二氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 410＋101：21．61� 47．6�
47 サ ク ラ マ ス 牝3芦 54 浜中 俊越村 哲男氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 422＋ 21：21．81 113．2�
59 ユールファーナ 牝3黒鹿54 D．レーン �キャロットファーム 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414± 01：22．01� 2．4�
（豪）

35 テクノポリス �3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464－241：22．21� 40．0�
818 アンビルクローラー 牝3鹿 54 吉田 豊 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 446＋121：22．3� 161．0	
12 サクセスハーモニー 牝3栗 54 藤岡 康太髙嶋 哲氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 442－ 21：22．51� 20．6

817 ハ ー デ ィ ン 牡3青鹿56 三浦 皇成松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 城地牧場 438－121：22．71� 13．9�
713 ロブソンテソーロ 牡3栗 56 柴田 大知了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 466－ 81：22．8� 251．0
612 ナンヨーショウエイ 牝3栗 54

52 △木幡 育也中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 408＋14 〃 ハナ 14．1�
48 プレーリーシップ 牡3青 56 武士沢友治合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 シンボリ牧場 446－ 4 〃 ハナ 327．3�
510 メイクアウィッシュ 牝3黒鹿54 石橋 脩�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 2 〃 アタマ 8．6�
816 セ ル レ ア 牝3鹿 54 松山 弘平�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 460＋10 〃 クビ 18．3�
23 キタノナデシコ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 428＋ 81：22．9� 371．8�
714 ジャポネスク 牝3黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 高橋 祥泰 新冠 石郷岡 雅樹 414＋ 41：23．11� 432．1�
24 ジニアテソーロ 牝3栗 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 日高 本間牧場 458－ 11：23．31� 75．7�
36 ルージュルパン 牝3栗 54 石川裕紀人島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム B440＋ 81：23．51� 49．9�
715 ユ リ ア ン ナ 牝3黒鹿54 野中悠太郎岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 61：23．6クビ 581．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，626，800円 複勝： 51，319，600円 枠連： 15，083，500円
馬連： 68，681，500円 馬単： 32，157，300円 ワイド： 54，171，300円
3連複： 94，465，700円 3連単： 120，036，700円 計： 474，542，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 960円 � 1，410円 枠 連（1－6） 1，730円

馬 連 �� 9，320円 馬 単 �� 13，630円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 2，850円 �� 22，270円

3 連 複 ��� 110，350円 3 連 単 ��� 346，710円

票 数

単勝票数 計 386268 的中 � 116271（2番人気）
複勝票数 計 513196 的中 � 117954（2番人気）� 11353（10番人気）� 7528（12番人気）
枠連票数 計 150835 的中 （1－6） 6724（6番人気）
馬連票数 計 686815 的中 �� 5707（22番人気）
馬単票数 計 321573 的中 �� 1769（33番人気）
ワイド票数 計 541713 的中 �� 5908（22番人気）�� 4937（25番人気）�� 617（83番人気）
3連複票数 計 944657 的中 ��� 642（152番人気）
3連単票数 計1200367 的中 ��� 251（552番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―47．0―58．4―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レリスタット �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．12．14 中山6着

2017．1．24生 牝3青鹿 母 オールタイムベスト 母母 ウィルダネスストーム 5戦1勝 賞金 7，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴールドシンガー号
（非抽選馬） 5頭 カーヴィーレーザー号・サフランフラワー号・ピュアムーン号・リーディングレディ号・ロッソビアンコ号
※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。



11101 5月23日 曇 良 （2東京2） 第9日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時35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
1：30．5
1：30．3

良
良

11 ソ ス ピ タ 牝3芦 54 D．レーン �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 434± 01：33．2 4．0�
（豪）

48 レッドラルジュ 牝3黒鹿54 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 472－121：33．41 2．3�
817 サクラアスター 牝3鹿 54 福永 祐一�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 486－ 21：33．82� 18．2�
715 ボンバーミューラー 牡3栗 56 戸崎 圭太渡邊 隆氏 小桧山 悟 新ひだか 真歌田中牧場 446－ 21：34．01� 6．8�
35 コスモテキロ 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 41：34．1� 9．5	
23 スピードオブラブ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 434± 01：34．41� 11．0

816 ショウナンアサヤケ 牡3鹿 56 藤岡 康太国本 哲秀氏 武市 康男 日高 中原牧場 498－ 4 〃 クビ 95．9�
36 カガジャスティス 牡3鹿 56 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 512＋ 21：34．61� 54．3�
24 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 392－161：34．7� 742．9
714 チャオコーリー 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 402＋ 41：34．8クビ 108．3�
611 カ ピ テ ル 牡3黒鹿56 木幡 巧也ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 加藤 重治 484＋ 21：35．12 38．6�
818 クインズラプソディ 牝3鹿 54 藤井勘一郎岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 438± 0 〃 アタマ 243．9�
12 トランペットシェル 牡3芦 56 田辺 裕信谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 490－ 41：35．2� 20．0�
713 クロトノーナ 牝3芦 54 M．デムーロ �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 416＋ 21：35．41� 22．7�
47 サンアンティモニー 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 浦河 榊原 敏明 464＋ 21：35．61� 575．8�
510 ツ キ サ エ ル 牡3鹿 56 石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 410－ 21：36．34 290．2�
59 ラ ン ジ ョ ウ 牝3芦 54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 436＋161：36．4クビ 108．5�
612 アルティフェクス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536 ―1：37．46 97．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 49，311，300円 複勝： 75，510，500円 枠連： 14，834，300円
馬連： 77，812，000円 馬単： 33，797，000円 ワイド： 67，208，500円
3連複： 111，506，500円 3連単： 116，310，900円 計： 546，291，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 140円 � 360円 枠 連（1－4） 460円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，020円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 10，770円

票 数

単勝票数 計 493113 的中 � 96497（2番人気）
複勝票数 計 755105 的中 � 145320（2番人気）� 174075（1番人気）� 37015（6番人気）
枠連票数 計 148343 的中 （1－4） 24703（1番人気）
馬連票数 計 778120 的中 �� 125906（1番人気）
馬単票数 計 337970 的中 �� 21177（2番人気）
ワイド票数 計 672085 的中 �� 82898（1番人気）�� 15197（13番人気）�� 19526（9番人気）
3連複票数 計1115065 的中 ��� 36299（4番人気）
3連単票数 計1163109 的中 ��� 7829（17番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．6―12．2―12．4―11．3―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．8―34．4―46．6―59．0―1：10．3―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソ ス ピ タ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アドマイヤドン デビュー 2019．6．2 東京7着

2017．2．19生 牝3芦 母 ベガグレシヤス 母母 ハヤテグレシャス 8戦1勝 賞金 13，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルティフェクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月23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〕 サンアンティモニー号・ツキサエル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月23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 ゴールデンエポック号・ロジシップ号
※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。

11102 5月23日 曇 稍重 （2東京2） 第9日 第6競走 ��2，100�3歳1勝クラス
発走13時05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
2：06．7
2：05．9

良
良

48 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 468＋ 22：11．9 3．8�
11 ジ ャ ッ ジ 牡3鹿 56 M．デムーロ田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 500＋162：12．0� 7．3�
612� アメリカンフェイス 牡3栗 56 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 George

Krikorian 472± 0 〃 ハナ 8．8�
713 ミュアウッズ 牝3鹿 54 D．レーン 吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 580－102：12．63� 4．2�

（豪）

510 ヤマノマタカ 牡3鹿 56 石川裕紀人澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 466－ 22：13．13 22．9�
35 � ア イ ノ ア 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 米

Fred W. Hertrich III,
John D. Fielding &
Robert L. Tribbett

480＋ 6 〃 クビ 35．4	
24 ポーラーサマー 牡3黒鹿56 田辺 裕信ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋122：13．2クビ 45．2

59 グラスデスティーノ 牡3鹿 56 丹内 祐次半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B474＋ 22：13．41� 5．7�
23 ファイブリーフ 牡3鹿 56 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 滝本 健二 506＋ 42：13．5� 10．7�
12 リュードマン 牡3黒鹿56 横山 典弘 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム B470－ 22：13．6クビ 49．8�
36 エコロタイガー 牡3芦 56

54 △木幡 育也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 宮内牧場 526± 0 〃 ハナ 154．5�
815 サンチャップリン 牡3鹿 56 内田 博幸 加藤ステーブル 中舘 英二 平取 坂東牧場 B560± 02：13．81� 17．3�
816 ディーエスプルーフ 牡3鹿 56 石橋 脩秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B442－ 42：14．33 30．0�
611 キョウエイゴー 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 松浦牧場 494± 02：15．15 59．5�
47 ヒラボククイーン 牝3黒鹿54 浜中 俊平田牧場 国枝 栄 浦河 辻 牧場 464＋122：16．58 99．6�
714 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 B498＋ 22：17．13� 226．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，780，300円 複勝： 68，037，400円 枠連： 15，653，900円
馬連： 81，608，900円 馬単： 32，767，400円 ワイド： 71，600，000円
3連複： 122，501，500円 3連単： 117，652，800円 計： 555，602，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 270円 � 250円 枠 連（1－4） 1，330円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 580円 �� 600円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 14，080円

票 数

単勝票数 計 457803 的中 � 93991（1番人気）
複勝票数 計 680374 的中 � 117784（1番人気）� 60470（6番人気）� 65603（5番人気）
枠連票数 計 156539 的中 （1－4） 9067（4番人気）
馬連票数 計 816089 的中 �� 45268（2番人気）
馬単票数 計 327674 的中 �� 9682（4番人気）
ワイド票数 計 716000 的中 �� 32033（2番人気）�� 30578（3番人気）�� 23789（7番人気）
3連複票数 計1225015 的中 ��� 30055（4番人気）
3連単票数 計1176528 的中 ��� 6055（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―17．9―30．0―42．5―55．1―1：08．0―1：20．6―1：32．8―1：45．4―1：58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．1
1
3
・（9，13，14）16－5，6（2，3，12）（10，15）1－11，7（4，8）・（9，13，16）－14，5，6，12（2，1）（3，15）10（7，8，11）4

2
4

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

勝馬の
紹 介

キタノヴィジョン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．3．14 中山1着

2017．5．11生 牡3鹿 母 グリーンオリーヴ 母母 メイシヨウスキー 4戦2勝 賞金 14，400，000円
〔制裁〕 グラスデスティーノ号の騎手丹内祐次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6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。



11103 5月23日 曇 良 （2東京2） 第9日 第7競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （芝・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
1：56．1
1：56．1

良
良

810� バイキングクラップ 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 514＋122：00．9 4．5�
44 マイネルミュトス 牡4青 57 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 4 〃 クビ 1．8�
11 リ ゼ ブ ル ー 牝4芦 55 木幡 巧也飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 490± 02：01．21� 8．5�
55 ガ ト ン �4芦 57 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 504－ 22：01．41� 38．8�
33 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 488＋ 42：01．5クビ 31．4	
78 ニシノベースマン 牡5黒鹿57 内田 博幸西山 茂行氏 小手川 準 新ひだか 藤原牧場 462－ 22：01．82 22．5

66 ビービーデフィ �5黒鹿 57

55 △木幡 育也�坂東牧場 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 498＋ 42：02．11	 42．3�
77 グットクルサマー �5栗 57

54 ▲小林 脩斗ニューマレコード� 小桧山 悟 千歳 社台ファーム 476＋ 42：02．52� 97．3�
22 メガディスカバリー �4鹿 57 丹内 祐次有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 82：02．81	 57．9
89 エ レ ベ ル 牝4鹿 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 402－ 82：04．9大差 4．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，551，500円 複勝： 98，190，000円 枠連： 11，591，800円
馬連： 62，062，300円 馬単： 38，319，900円 ワイド： 44，434，300円
3連複： 84，550，400円 3連単： 165，002，800円 計： 546，703，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 110円 � 160円 枠 連（4－8） 170円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 210円 �� 610円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 5，140円

票 数

単勝票数 計 425515 的中 � 75027（2番人気）
複勝票数 計 981900 的中 � 66523（3番人気）� 660301（1番人気）� 61746（4番人気）
枠連票数 計 115918 的中 （4－8） 50882（1番人気）
馬連票数 計 620623 的中 �� 115908（2番人気）
馬単票数 計 383199 的中 �� 29144（4番人気）
ワイド票数 計 444343 的中 �� 59273（2番人気）�� 15725（7番人気）�� 42673（3番人気）
3連複票数 計 845504 的中 ��� 56291（4番人気）
3連単票数 計1650028 的中 ��� 23247（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．7―37．9―50．3―1：02．6―1：14．9―1：26．6―1：37．9―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

�バイキングクラップ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat

2016．2．7生 牡4鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 7戦1勝 賞金 11，650，000円
初出走 JRA

11104 5月23日 曇 稍重 （2東京2） 第9日 第8競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走14時05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

714 ロ ブ ラ リ ア 牝5栗 55 吉田 豊ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 41：25．1 12．8�
47 ディナミーデン 牡5芦 57 戸崎 圭太ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 474＋ 21：25．31� 5．5�
36 � パイオニアバローズ �4黒鹿57 C．ルメール 猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Bret Jones 524± 01：25．4クビ 3．1�
24 ケイアイマリブ 牡5鹿 57 野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 482± 01：25．61	 22．9�
59 � スポーカンテソーロ 牝4栗 55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Summer-
hill Farm B526± 01：25．81� 10．3�

611
 エムオーマックス 牡4栗 57
55 △木幡 育也大浅 貢氏 藤原 辰雄 日高 Wing Farm B486＋ 21：25．9クビ 315．4	

713
 ケンユキノオー 牡6黒鹿57 伊藤 工真中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 438－101：26．22 360．7

510 フジマサディープ 牡4鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 498＋ 41：26．41	 12．3�
35 ファイナルマズル 牡4鹿 57 D．レーン �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 472± 0 〃 ハナ 3．8�
（豪）

12 
 アテンコール 牡5鹿 57
54 ▲小林 脩斗齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 468＋101：26．5クビ 142．1

23 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± 01：26．92� 8．3�
612
 アロングショット 牡5鹿 57 木幡 巧也藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 454－ 1 〃 ハナ 44．8�
816 サンマルライバル 牡6青鹿57 藤井勘一郎相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 482± 01：27．0� 194．6�
11 クリスエステソーロ 牡5鹿 57 和田 竜二了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 大滝 康晴 516＋ 41：27．21	 36．7�
815
 タマモケトル 牝4栗 55 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 浦河 信成牧場 448＋ 61：27．41 187．2�
48 
 セイクリッドキング �4鹿 57 丹内 祐次 K.S．ヤップ氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 514＋ 31：27．82� 130．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，903，800円 複勝： 63，520，900円 枠連： 19，588，900円
馬連： 85，522，800円 馬単： 37，326，800円 ワイド： 67，339，900円
3連複： 121，379，600円 3連単： 127，048，000円 計： 567，630，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 290円 � 180円 � 150円 枠 連（4－7） 4，490円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 7，790円

ワ イ ド �� 970円 �� 790円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 34，190円

票 数

単勝票数 計 459038 的中 � 28519（7番人気）
複勝票数 計 635209 的中 � 44720（5番人気）� 95075（3番人気）� 131731（1番人気）
枠連票数 計 195889 的中 （4－7） 3376（13番人気）
馬連票数 計 855228 的中 �� 19296（13番人気）
馬単票数 計 373268 的中 �� 3593（31番人気）
ワイド票数 計 673399 的中 �� 17073（10番人気）�� 21374（7番人気）�� 40153（2番人気）
3連複票数 計1213796 的中 ��� 25781（9番人気）
3連単票数 計1270480 的中 ��� 2694（106番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ブ ラ リ ア �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2018．3．4 中山2着

2015．5．9生 牝5栗 母 タニノホロホロ 母母 タニノターゲット 16戦1勝 賞金 17，620，000円
［他本会外：2戦1勝］

※ケンユキノオー号は，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。



11105 5月23日 晴 良 （2東京2） 第9日 第9競走 1，800�カーネーションカップ
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

22 パラスアテナ 牝3鹿 54 武 豊広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 442± 01：45．9 3．6�
66 セイウンヴィーナス 牝3青鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 436－ 61：46．21� 5．8�
88 カトゥルスフェリス 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 434＋10 〃 クビ 2．1�
33 スパングルドスター 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 436＋ 21：46．52 7．2�
44 カインドリー 牝3黒鹿54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 440＋ 21：46．71� 9．4	
11 シ ベ ー ル 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 450± 0 〃 ハナ 12．9

55 オムニプレゼンス 牝3鹿 54 浜中 俊ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 21：47．12� 67．0�
77 ヤマニンプレシオサ 牝3黒鹿54 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 466－ 21：47．42 137．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 72，584，600円 複勝： 64，171，000円 枠連： 発売なし
馬連： 97，783，600円 馬単： 49，787，700円 ワイド： 56，264，900円
3連複： 102，643，800円 3連単： 234，650，500円 計： 677，886，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 280円 �� 190円 �� 270円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 5，460円

票 数

単勝票数 計 725846 的中 � 157503（2番人気）
複勝票数 計 641710 的中 � 115166（2番人気）� 96922（3番人気）� 209507（1番人気）
馬連票数 計 977836 的中 �� 86622（3番人気）
馬単票数 計 497877 的中 �� 23011（6番人気）
ワイド票数 計 562649 的中 �� 47881（4番人気）�� 81622（1番人気）�� 50229（3番人気）
3連複票数 計1026438 的中 ��� 98773（2番人気）
3連単票数 計2346505 的中 ��� 31141（18番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．4―11．8―12．2―12．4―11．9―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―34．9―46．7―58．9―1：11．3―1：23．2―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

パラスアテナ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．1．26 中山2着

2017．1．18生 牝3鹿 母 ステラリード 母母 ウェルシュステラ 4戦2勝 賞金 18，566，000円

11106 5月23日 晴 良 （2東京2） 第9日 第10競走 1，400�
た か お

高 尾 特 別
発走15時10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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

45 リリーバレロ 牝5鹿 55 D．レーン �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482－ 41：20．7 2．1�
（豪）

610 トーセンリスト 牝4栗 55 C．ルメール 島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 450＋141：20．8� 4．9�
11 セイウンリリシイ 牝5鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 476＋ 61：21．01� 50．1�
712 レッドルチア 牝6黒鹿55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 430＋ 4 〃 ハナ 54．1	
57 シセイタイガ 牡4青鹿57 三浦 皇成猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 452－18 〃 クビ 17．5

69 ホウオウスクラム 牡5栗 57 松山 弘平小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 520－ 21：21．1クビ 36．3�
814 ユ ナ カ イ ト 牝4栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 アタマ 4．5�
46 アルミューテン 牝6栗 55 丹内 祐次伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 504＋ 41：21．2� 102．4
58 ショウナンバニラ 牝4鹿 55 M．デムーロ�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 430－ 6 〃 クビ 24．1�
711 サイドストリート 牝5鹿 55 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 486＋ 21：21．51� 219．3�
34 ココフィーユ 牝4鹿 55 田辺 裕信 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 446＋ 21：21．6� 5．9�
813 スノードーナツ 牝6黒鹿55 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 500＋ 21：21．91� 559．7�
22 ザベストエバー 牡6黒鹿57 藤井勘一郎古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 464－ 41：22．0� 181．3�
33 � レ イ デ マ ー 牡5黒鹿57 木幡 育也戸佐 眞弓氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 506－ 41：22．53 419．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 74，798，400円 複勝： 84，216，800円 枠連： 20，825，600円
馬連： 129，415，300円 馬単： 57，195，800円 ワイド： 79，987，400円
3連複： 170，879，100円 3連単： 231，827，600円 計： 849，146，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 610円 枠 連（4－6） 520円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，290円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 15，810円

票 数

単勝票数 計 747984 的中 � 281455（1番人気）
複勝票数 計 842168 的中 � 246061（1番人気）� 129771（3番人気）� 22301（9番人気）
枠連票数 計 208256 的中 （4－6） 30917（1番人気）
馬連票数 計1294153 的中 �� 176202（1番人気）
馬単票数 計 571958 的中 �� 53544（1番人気）
ワイド票数 計 799874 的中 �� 89990（2番人気）�� 14581（13番人気）�� 7320（27番人気）
3連複票数 計1708791 的中 ��� 21816（20番人気）
3連単票数 計2318276 的中 ��� 10630（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．4―46．4―57．8―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーバレロ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．24 東京2着

2015．2．4生 牝5鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 8戦3勝 賞金 35，372，000円
※アルミューテン号・ザベストエバー号・セイウンリリシイ号・レッドルチア号は，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。



11107 5月23日 晴 良 （2東京2） 第9日 第11競走 ��1，800�メイステークス
発走15時45分 （芝・左）

4歳以上，1．5．18以降2．5．17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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

57 アイスストーム 牡5鹿 55 武 豊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520－ 21：44．3 7．6�

68 ソーグリッタリング 牡6鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 478－14 〃 クビ 5．2�
56 ザ ダ ル 牡4栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 21：44．4クビ 5．1�
44 レッドヴェイロン 牡5鹿 56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492± 01：44．61� 5．6�
710 エメラルファイト 牡4芦 56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B464± 01：44．81� 56．1	
812 プロディガルサン 牡7鹿 55 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 B518＋ 61：44．9クビ 53．9

69 ゴーフォザサミット 牡5黒鹿57 M．デムーロ山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 506－ 21：45．0� 13．1�
33 �� モズダディー 牡5栗 54 藤岡 康太北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B500－ 21：45．21� 7．7�
711 ブレステイキング 牡5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 488＋101：45．41 3．5

（豪）

45 アウトライアーズ 牡6鹿 54 松山 弘平丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B492－ 41：45．5� 104．1�
11 アップクォーク 	7黒鹿54 藤井勘一郎 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：45．6クビ 166．3�
22 サンマルティン 	8栗 55 石橋 脩 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：46．34 214．0�
813 マイネルハニー 牡7鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 浦河 高昭牧場 480－ 41：46．83 66．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 115，130，700円 複勝： 166，703，100円 枠連： 44，781，800円
馬連： 297，319，200円 馬単： 100，614，400円 ワイド： 170，830，700円
3連複： 412，240，200円 3連単： 504，532，700円 計： 1，812，152，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 200円 � 170円 � 190円 枠 連（5－6） 540円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 670円 �� 860円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 21，920円

票 数

単勝票数 計1151307 的中 � 120412（5番人気）
複勝票数 計1667031 的中 � 200535（5番人気）� 266481（2番人気）� 227958（4番人気）
枠連票数 計 447818 的中 （5－6） 63522（1番人気）
馬連票数 計2973192 的中 �� 125432（8番人気）
馬単票数 計1006144 的中 �� 18647（21番人気）
ワイド票数 計1708307 的中 �� 64697（10番人気）�� 49243（14番人気）�� 89837（5番人気）
3連複票数 計4122402 的中 ��� 96833（12番人気）
3連単票数 計5045327 的中 ��� 16683（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．1―47．2―58．7―1：10．0―1：21．2―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．6―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

アイスストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Red Ransom デビュー 2018．1．21 京都7着

2015．5．12生 牡5鹿 母 デザートチル 母母 Storm Song 16戦5勝 賞金 95，526，000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。

11108 5月23日 晴 稍重 （2東京2） 第9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）

牝；負担重量は，55�
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

612 シネマソングス 牝5黒鹿55 D．レーン �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社
吉田ファーム 432＋ 61：37．5 5．7�

（豪）

11 ラティーンセイル 牝4鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 クビ 2．6�
815 ニシノアメイズ 牝4鹿 55 和田 竜二西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 508± 01：37．81� 12．1�
714 モリトシラユリ 牝6芦 55

53 △木幡 育也�浜本牧場 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 492－ 21：37．9� 24．8�
23 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 456－ 61：38．0� 130．7	
59 ペイシャキュウ 牝4鹿 55 野中悠太郎北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 436± 01：38．1クビ 16．6

35 スコッチリール 牝4黒鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 アタマ 6．8�
611 ヤマニンリュシオル 牝5芦 55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 476＋ 2 〃 アタマ 182．1�
510 リンガスビンゴ 牝5黒鹿55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 526－ 61：38．2� 16．2
48 ホウオウクリスティ 牝4黒鹿55 武 豊小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 アタマ 12．7�
24 � グラマラスライフ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム B476－ 81：38．3アタマ 11．9�
816 タイトロープウィン 牝4栗 55 横山 典弘浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 438＋ 21：38．4� 24．4�
36 リードザウインド 牝5青鹿55 藤井勘一郎吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484＋ 41：38．61� 45．2�
12 アポロマーキュリー 牝6栗 55 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 三輪 幸子 476＋ 41：38．8� 282．1�
713 ドゥエルメス 牝4黒鹿55 福永 祐一大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 514－ 2 〃 ハナ 18．2�
47 サムシングフレア 牝7鹿 55 木幡 巧也阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 504＋ 21：39．12 128．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 102，801，900円 複勝： 138，161，500円 枠連： 41，091，500円
馬連： 206，528，600円 馬単： 81，161，100円 ワイド： 160，659，700円
3連複： 325，277，500円 3連単： 354，477，300円 計： 1，410，159，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 140円 � 270円 枠 連（1－6） 870円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 430円 �� 980円 �� 810円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 20，910円

票 数

単勝票数 計1028019 的中 � 143564（2番人気）
複勝票数 計1381615 的中 � 179163（2番人気）� 322928（1番人気）� 104874（4番人気）
枠連票数 計 410915 的中 （1－6） 36216（1番人気）
馬連票数 計2065286 的中 �� 172969（1番人気）
馬単票数 計 811611 的中 �� 26344（4番人気）
ワイド票数 計1606597 的中 �� 101120（1番人気）�� 40466（9番人気）�� 49674（4番人気）
3連複票数 計3252775 的中 ��� 60191（6番人気）
3連単票数 計3544773 的中 ��� 12289（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．5―48．2―1：00．7―1：13．0―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シネマソングス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Yonaguska デビュー 2017．12．9 中山12着

2015．3．27生 牝5黒鹿 母 アースリヴィング 母母 Etoufee 20戦3勝 賞金 42，298，000円
※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 エンドーツダ号
※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9日 5月23日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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

205，260，000円
3，020，000円
23，360，000円
1，150，000円
23，960，000円
75，188，000円
4，840，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
707，514，200円
1，019，313，800円
221，098，600円
1，300，054，600円
557，293，400円
932，506，800円
1，815，932，000円
2，284，467，700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 8，838，181，100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9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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