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11121 5月30日 晴 良 （2東京2） 第11日 第1競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

59 � コスモストライカー 牡3鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 豪 Mill Park Stud
Pty Ltd, L Bibbo 478± 01：39．4 3．3�

36 ヴァリアントジョイ 牡3鹿 56 石橋 脩 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 青森 織笠 時男 462＋ 21：39．82� 19．1�
12 サクセスリバース 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士髙嶋 哲氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 504－ 21：39．9� 59．5�
815 サトノレガリア 牡3栗 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 510＋101：40．0クビ 5．4�
24 � ロイヤルパープル �3芦 56 和田 竜二ゴドルフィン 加藤 征弘 英 Rabbah Blood-

stock Limited B504－12 〃 クビ 38．7	
611 ネ オ デ レ ヤ 牡3栗 56 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 様似 猿倉牧場 482± 01：40．53 8．3

816 ストリートピアノ 牝3芦 54 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 466＋ 21：40．71 12．2�
714 スイートクラス 牡3黒鹿56 武 豊保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 3．6�
510� アトランタテソーロ 牡3鹿 56

54 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 米

Paget Bloodstock
& Galtee Blood-
stock Ltd.

548＋ 81：40．8� 31．6
48 エルモアットーレ 牡3栗 56 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか チャンピオンズファーム 498 ―1：40．9クビ 72．8�
11 グランクロワ �3黒鹿56 野中悠太郎村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 438－121：41．0� 278．4�
47 ツ キ ニ カ リ 牡3黒鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 550 ―1：41．21	 8．5�
23 シェイドオヴペイル 牡3栗 56 内田 博幸小林 弘明氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 B504－10 〃 アタマ 75．9�
713 ナショナルアンセム 牝3鹿 54 黛 弘人 �グリーンファーム矢野 英一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 61：41．51� 159．0�
612 サーブルルミエール 牡3栗 56 木幡 巧也落合 幸弘氏 伊藤 大士 新ひだか 上村 清志 458± 01：42．45 290．9�
35 ゲ ン 牡3黒鹿56 宮崎 北斗井山 登氏 青木 孝文 新冠 岩見牧場 458 ―1：47．5大差 247．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，149，100円 複勝： 85，779，300円 枠連： 16，628，800円
馬連： 94，428，300円 馬単： 40，439，700円 ワイド： 80，718，300円
3連複： 145，785，700円 3連単： 141，332，500円 計： 651，261，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 450円 � 930円 枠 連（3－5） 2，910円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 2，430円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 22，910円 3 連 単 ��� 61，460円

票 数

単勝票数 計 461491 的中 � 111131（1番人気）
複勝票数 計 857793 的中 � 157273（2番人気）� 44759（7番人気）� 19816（10番人気）
枠連票数 計 166288 的中 （3－5） 4420（12番人気）
馬連票数 計 944283 的中 �� 25833（12番人気）
馬単票数 計 404397 的中 �� 7093（17番人気）
ワイド票数 計 807183 的中 �� 19668（13番人気）�� 8488（24番人気）�� 4931（34番人気）
3連複票数 計1457857 的中 ��� 4772（58番人気）
3連単票数 計1413325 的中 ��� 1667（188番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．6―13．0―12．7―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―36．4―49．4―1：02．1―1：14．5―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．3
3 4，6（2，9）（11，14）（8，16，15）（1，12）13，10－3，7＝5 4 4（6，9）2（11，14）（8，15）16（1，13）－（10，12）（3，7）＝5

勝馬の
紹 介

�コスモストライカー �
�
父 Sebring �

�
母父 Galileo デビュー 2020．1．13 中山4着

2017．10．27生 牡3鹿 母 Miss With Attitude 母母 Sizzie ’em 5戦1勝 賞金 8，770，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月30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〕 サーブルルミエール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月30日まで平地競走に出走

できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アルコンシチー号

11122 5月30日 晴 良 （2東京2） 第11日 第2競走 1，600�3歳未勝利
発走10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
1：30．5
1：30．3

良
良

11 ロバートソンキー 牡3鹿 56 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 486＋ 61：33．5 5．9�
59 シ ャ ト ン 牝3黒鹿54 野中悠太郎佐久間拓士氏 高橋 文雅 日高 本間牧場 454－ 61：33．92� 25．0�
715 ビービーグエル 牡3鹿 56 川田 将雅�坂東牧場 久保田貴士 新ひだか 松本牧場 496± 0 〃 ハナ 5．0�
612 ドリームメッセージ 牡3鹿 56 D．レーン 堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 440＋ 41：34．0クビ 1．7�

（豪）

35 ナリノオルフェ 牡3鹿 56 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 442± 01：34．21� 20．1�
23 アチェロイス 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 菊沢 隆徳 日高 広富牧場 426＋ 2 〃 クビ 78．3	
817 ムーンフェアリー 牝3栗 54 丸田 恭介村山 卓也氏 岩戸 孝樹 浦河 高村牧場 446＋ 21：34．62� 32．9

611 ロッソビアンコ 牝3鹿 54 福永 祐一平田 修氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 442＋101：34．7クビ 46．7�
24 ブライドグルーム 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 21：34．91� 12．8�
36 トゥゲザーアゲイン 牡3栗 56 江田 照男グリーンスウォード伊藤 伸一 浦河 草薙 利昭 440－ 2 〃 クビ 52．3
818 コスモオーブ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 増尾牧場 462＋ 41：35．11� 488．2�
48 グロワールポン 牝3鹿 54

52 △木幡 育也花野 友象氏 田中 清隆 新冠 松浦牧場 B476＋ 41：35．2� 517．8�
714 ゴールドシンガー 牝3黒鹿54 内田 博幸居城 寿与氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 472＋ 21：35．51� 238．3�
816 ジニービーチ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 増本牧場 472－101：35．6� 324．8�
47 スノージュエリー 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子広尾レース� 根本 康広 青森 ワールドファーム 426－10 〃 クビ 61．4�
510 グレースケール 牝3芦 54

52 △菅原 明良橋詰 弘一氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 398＋ 61：35．8� 468．4�
12 エメラルディ 牝3黒鹿54 横山 和生 �YGGホースクラブ 勢司 和浩 新ひだか 米田牧場 482－ 21：36．11� 144．9�
713 ミッキーカクタス 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：40．3大差 77．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，131，300円 複勝： 111，230，000円 枠連： 15，236，800円
馬連： 76，237，100円 馬単： 42，954，500円 ワイド： 75，495，700円
3連複： 117，566，200円 3連単： 148，818，300円 計： 636，669，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 270円 � 530円 � 210円 枠 連（1－5） 6，590円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 11，310円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 710円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 11，210円 3 連 単 ��� 68，720円

票 数

単勝票数 計 491313 的中 � 66481（3番人気）
複勝票数 計1112300 的中 � 108572（3番人気）� 46450（6番人気）� 160918（2番人気）
枠連票数 計 152368 的中 （1－5） 1790（18番人気）
馬連票数 計 762371 的中 �� 9753（16番人気）
馬単票数 計 429545 的中 �� 2846（30番人気）
ワイド票数 計 754957 的中 �� 10327（16番人気）�� 28433（6番人気）�� 16174（11番人気）
3連複票数 計1175662 的中 ��� 7864（32番人気）
3連単票数 計1488183 的中 ��� 1570（180番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―11．7―12．0―11．2―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．3―47．0―59．0―1：10．2―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロバートソンキー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．6．30 福島5着

2017．2．28生 牡3鹿 母 トウカイメガミ 母母 トウカイテネシー 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーカクタス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月30日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 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。

第２回 東京競馬 第１１日



11123 5月30日 晴 良 （2東京2） 第11日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時10分 （芝・左）

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

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

612 ノーエクスキューズ 牡3青鹿56 D．レーン �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 492－ 41：46．6 2．4�
（豪）

47 � 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 532－ 41：47．13 5．7�

715 アドマイヤチャチャ 牝3青 54 柴田 善臣近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B434± 0 〃 ハナ 67．1�
35 ウインドジャマー �3鹿 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 490＋141：47．41� 2．6�
11 キタノポケット 牝3栗 54 嘉藤 貴行北所 直人氏 深山 雅史 日高 森永牧場 390＋ 41：47．5� 302．6�
24 クルワールデジール 牝3鹿 54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか ヒサイファーム 466－ 41：47．6� 362．9	
36 ミユキリバタリアン 牡3黒鹿56 武士沢友治長井 純一氏 小手川 準 むかわ 貞広 賢治 B474－ 4 〃 アタマ 253．6

816 グロースザゴールド 牡3栗 56 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 446± 01：47．81	 24．0�
12 ボウイッシュ 牝3鹿 54 武藤 雅山岡 重行氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 432＋ 8 〃 アタマ 29．0�
59 エンジェルエナ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子桑畑 夏美氏 大竹 正博 浦河 成隆牧場 426－ 81：47．9� 150．6
510 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 426－ 21：48．11	 236．1�
611 ロードウィリアム 牡3鹿 56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 勝春 448± 01：48．42 9．4�
817 インテリジェンス 牝3栗 54 M．デムーロ近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：48．5クビ 16．7�
818 トキメキナイス 牡3鹿 56 江田 照男片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 門別牧場 462＋ 41：48．81� 370．1�
23 ビオロンスコッツ 牡3青鹿 56

53 ▲山田 敬士熊澤 浩樹氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド B460－ 21：48．9� 254．6�
713 コ モ 牝3鹿 54 荻野 極永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新冠 つつみ牧場 450± 01：49．53� 507．0�
714 マッチアドゥー 牝3青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 434± 01：49．6� 733．9�
48 セ キ ト バ 牝3鹿 54 柴田 大知鹽田 久義氏 南田美知雄 浦河 三好牧場 514＋ 41：50．66 421．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，993，500円 複勝： 74，405，100円 枠連： 18，535，000円
馬連： 82，282，100円 馬単： 40，036，000円 ワイド： 68，671，500円
3連複： 118，597，500円 3連単： 148，236，200円 計： 599，756，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 170円 � 980円 枠 連（4－6） 550円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，810円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 24，220円

票 数

単勝票数 計 489935 的中 � 158517（1番人気）
複勝票数 計 744051 的中 � 183927（1番人気）� 118893（3番人気）� 12578（8番人気）
枠連票数 計 185350 的中 （4－6） 25813（2番人気）
馬連票数 計 822821 的中 �� 90934（2番人気）
馬単票数 計 400360 的中 �� 27596（3番人気）
ワイド票数 計 686715 的中 �� 58400（3番人気）�� 5823（21番人気）�� 4583（23番人気）
3連複票数 計1185975 的中 ��� 9399（26番人気）
3連単票数 計1482362 的中 ��� 4437（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―35．6―47．3―59．4―1：11．4―1：22．9―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ノーエクスキューズ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．7．21 函館4着

2017．4．5生 牡3青鹿 母 シーディドアラバイ 母母 ロココスタイル 3戦1勝 賞金 8，200，000円
〔制裁〕 キタノポケット号の騎手嘉藤貴行は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・11番）
〔3走成績による出走制限〕 トキメキナイス号・コモ号・マッチアドゥー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月30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。

11124 5月30日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2東京2） 第11日 第4競走 ��3，000�障害4歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：17．5良・良

610 マンノグランプリ 牡4鹿 59 西谷 誠萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 512－ 43：21．7 5．0�
33 � エ ミ ー リ オ 牡6鹿 60 江田 勇亮加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 496± 03：22．97 8．4�
34 マイネルサージュ 牡8鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 504＋ 23：24．28 1．9�
45 デ ィ ー ド 牡4鹿 59 熊沢 重文林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム B504＋ 63：24．51� 21．9�
11 ダイシンクローバー 	4黒鹿59 佐久間寛志大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 474－ 23：24．71
 8．4�
712 シゲルシマダイ 牡7鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 清水 英克 浦河 高野牧場 528± 03：24．91
 7．7	
22 ロ ス カ ボ ス 	7黒鹿60 伴 啓太吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 490＋ 43：25．22 24．6

814 アバオアクー 牡8鹿 60 上野 翔外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B524＋143：27．3大差 18．8�
69 � マイネルエイブ 牡4鹿 59 蓑島 靖典 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 米 Robert B.
Trussell Jr. 488＋ 23：27．4クビ 307．7�

711� ムーンリットエルフ 	5栗 60 小野寺祐太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 日高 槇本牧場 486－ 43：29．9大差 204．1

813 シオンコタン 牝4鹿 57 鈴木 慶太村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 83：30．43 483．2�
46 スリーミネルバ 牝6黒鹿58 大江原 圭永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 446－ 23：31．03� 223．6�
57 オーヴァーライト 	5栗 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 480± 03：31．31� 50．6�
58 サイドチェンジ 牡6黒鹿60 伊藤 工真大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B524－ 43：37．2大差 158．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，042，200円 複勝： 42，449，800円 枠連： 11，323，400円
馬連： 50，862，300円 馬単： 29，956，300円 ワイド： 40，291，400円
3連複： 79，606，400円 3連単： 110，652，000円 計： 398，183，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 170円 � 110円 枠 連（3－6） 400円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 670円 �� 220円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 10，660円

票 数

単勝票数 計 330422 的中 � 52531（2番人気）
複勝票数 計 424498 的中 � 60531（2番人気）� 47912（4番人気）� 144069（1番人気）
枠連票数 計 113234 的中 （3－6） 21627（1番人気）
馬連票数 計 508623 的中 �� 16918（9番人気）
馬単票数 計 299563 的中 �� 5310（14番人気）
ワイド票数 計 402914 的中 �� 13205（8番人気）�� 52597（1番人気）�� 34188（3番人気）
3連複票数 計 796064 的中 ��� 51064（2番人気）
3連単票数 計1106520 的中 ��� 7520（26番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 50．4－3F 37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」
1
�
4－1，3－（2，12）10，5－14，6（11，9）－13＝7＝8
4，1（12，3）－2－10，5－14＝9，11－6－7＝13＝8

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

勝馬の
紹 介

マンノグランプリ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2018．7．29 札幌11着

2016．4．9生 牡4鹿 母 マンノヴィクトリア 母母 マ リ エ ン マ 障害：3戦1勝 賞金 9，500，000円



11125 5月30日 晴 良 （2東京2） 第11日 第5競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走12時30分 （芝・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
1：19．4
1：19．0

良
良

815 レッドライデン 牡3青鹿56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 482－ 41：21．2 4．7�
47 セイウンパワフル 牡3鹿 56 M．デムーロ西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 468± 01：21．3� 5．0�
35 エスニックソング 牝3黒鹿54 田中 勝春ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 61：21．51� 243．3�
510 リーディングパート 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 412＋ 41：21．6クビ 14．9�
713 シ コ ウ 牡3青鹿56 松山 弘平岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 4 〃 クビ 33．8	
12 キョシンタンカイ 牡3黒鹿56 和田 竜二國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 494＋ 2 〃 クビ 27．0

24 タイキスウォード 牡3栗 56

54 △菅原 明良�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 452－ 21：21．7� 11．8�
612 グランチェイサー 牡3黒鹿56 石橋 脩落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 454＋ 2 〃 ハナ 8．3�
23 クイックレス 牝3黒鹿54 石川裕紀人中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 村田牧場 456＋121：21．8� 261．4
36 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 478－ 21：21．9クビ 16．7�
48 シゲルチキュウ 牡3栗 56 田辺 裕信森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 矢野牧場 478＋ 81：22．0� 15．6�
816 イ ヴ 牝3栗 54 D．レーン 石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B478＋ 2 〃 クビ 3．1�

（豪）

59 コスモスタック 牡3黒鹿 56
54 △木幡 育也 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 460＋ 41：22．1クビ 63．3�

11 マッチャパフェ 牝3鹿 54 武藤 雅保坂 和孝氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 440－101：22．41� 32．0�
714 エコロアーサー 牡3栗 56 木幡 初也原村 正紀氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 444－ 61：22．82� 578．0�
611� プライモーディアル 牡3鹿 56 横山 和生ゴドルフィン 黒岩 陽一 英 Godolphin 480－ 4 〃 ハナ 162．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，523，400円 複勝： 98，088，300円 枠連： 21，857，700円
馬連： 98，762，200円 馬単： 41，324，000円 ワイド： 90，253，000円
3連複： 146，389，500円 3連単： 151，257，600円 計： 706，455，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 170円 � 3，830円 枠 連（4－8） 380円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 490円 �� 14，430円 �� 15，880円

3 連 複 ��� 65，310円 3 連 単 ��� 226，570円

票 数

単勝票数 計 585234 的中 � 99308（2番人気）
複勝票数 計 980883 的中 � 158549（3番人気）� 174218（2番人気）� 4571（14番人気）
枠連票数 計 218577 的中 （4－8） 44367（1番人気）
馬連票数 計 987622 的中 �� 66619（3番人気）
馬単票数 計 413240 的中 �� 14873（5番人気）
ワイド票数 計 902530 的中 �� 52788（3番人気）�� 1524（67番人気）�� 1384（70番人気）
3連複票数 計1463895 的中 ��� 1681（147番人気）
3連単票数 計1512576 的中 ��� 484（636番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．8―11．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．8―46．6―57．9―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドライデン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．15 東京5着

2017．4．4生 牡3青鹿 母 ブランシェール 母母 アドヴァーシティ 8戦2勝 賞金 20，700，000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。

11126 5月30日 晴 良 （2東京2） 第11日 第6競走 ��2，400�3歳1勝クラス
発走13時00分 （芝・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
2：20．6
2：20．6

良
良

33 アンティシペイト 牡3鹿 56 三浦 皇成�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 492＋ 22：24．1 6．5�
89 ゼノヴァース 牡3鹿 56 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 454＋ 42：24．63 3．6�
11 ウインキートス 牝3黒鹿54 D．レーン �ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 8 〃 ハナ 2．8�

（豪）

66 ウシュバテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 508± 02：24．81� 5．2�

22 ルトロヴァイユ 牝3鹿 54 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 洞�湖 レイクヴィラファーム 464＋ 22：24．9� 15．1�
55 エターナルボンド 牡3黒鹿56 田辺 裕信 	社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 500－ 62：25．0� 7．2

44 ケイティミラクル 牡3黒鹿56 柴田 善臣瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 496± 02：25．21� 49．5�
88 マイネルラクスマン 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 502－ 22：27．5大差 32．0�
77 リッターシュラーク 牡3黒鹿56 横山 典弘西森 功氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 490＋ 62：28．56 44．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 58，834，000円 複勝： 89，180，300円 枠連： 9，583，700円
馬連： 89，716，400円 馬単： 47，860，700円 ワイド： 70，702，800円
3連複： 118，237，400円 3連単： 202，403，400円 計： 686，518，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 140円 � 130円 枠 連（3－8） 900円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 480円 �� 370円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 10，020円

票 数

単勝票数 計 588340 的中 � 72365（4番人気）
複勝票数 計 891803 的中 � 110970（4番人気）� 165580（3番人気）� 195488（1番人気）
枠連票数 計 95837 的中 （3－8） 8202（4番人気）
馬連票数 計 897164 的中 �� 47797（6番人気）
馬単票数 計 478607 的中 �� 10942（14番人気）
ワイド票数 計 707028 的中 �� 35162（8番人気）�� 49209（4番人気）�� 65351（2番人気）
3連複票数 計1182374 的中 ��� 71645（2番人気）
3連単票数 計2024034 的中 ��� 14635（36番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．1―12．0―12．0―12．4―12．7―12．5―12．0―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．4―35．5―47．5―59．5―1：11．9―1：24．6―1：37．1―1：49．1―2：00．7―2：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0
1
3
3，8（1，7）－（2，9）－（5，6）4
3－8，1，7，9，2，6（5，4）

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

勝馬の
紹 介

アンティシペイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．18 札幌2着

2017．3．26生 牡3鹿 母 アンチュラス 母母 ア ン チ ョ 5戦2勝 賞金 17，200，000円
〔発走状況〕 ルトロヴァイユ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。



11127 5月30日 晴 良 （2東京2） 第11日 第7競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時30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

813 ゴーインピース 牝4栗 55 嶋田 純次下河辺俊行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 442＋ 21：38．3 28．9�
58 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± 01：38．51� 6．1�
22 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 B474＋ 2 〃 クビ 1．2�
（豪）

712 ロジカルガール 牝4栗 55 横山 和生平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 470＋ 61：38．71� 16．3�
711� セイウンシェリー 牝4栗 55 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 B438＋ 41：39．33� 56．1�
33 � 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 456－ 61：39．4クビ 26．2	
45 � フェアザスピリッツ 牝4鹿 55

53 △木幡 育也 �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± 01：39．5� 219．7


57 ジェイエルフラッグ 牝4青鹿 55
52 ▲小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 442＋ 4 〃 クビ 218．5�

69 ストラトフォード 牝4鹿 55 松山 弘平下河邉 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 488＋ 41：39．6クビ 12．9�

11 ラプターゲイル 牝5黒鹿55 柴田 大知 ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 英樹 B456± 0 〃 クビ 207．8�
610 ハ ン ド リ ー 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B460＋ 41：39．7� 54．9�
34 フ ク キ タ ル 牝5黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム B476＋101：39．8クビ 81．7�
814 サツキワルツ 牝5鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 460＋ 41：39．9� 28．9�

（13頭）
46 アドアステラ 牝4栗 55 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 46，451，000円 複勝： 219，318，500円 枠連： 18，375，000円
馬連： 77，536，600円 馬単： 60，305，400円 ワイド： 70，665，000円
3連複： 116，128，800円 3連単： 254，805，300円 計： 863，585，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，890円 複 勝 � 370円 � 130円 � 110円 枠 連（5－8） 3，900円

馬 連 �� 7，270円 馬 単 �� 20，140円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 570円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 43，740円

票 数

単勝票数 差引計 464510（返還計 1878） 的中 � 12857（6番人気）
複勝票数 差引計2193185（返還計 1349） 的中 � 25390（7番人気）� 138259（2番人気）� 1744973（1番人気）
枠連票数 差引計 183750（返還計 11） 的中 （5－8） 3648（9番人気）
馬連票数 差引計 775366（返還計 8276） 的中 �� 8263（14番人気）
馬単票数 差引計 603054（返還計 4365） 的中 �� 2245（31番人気）
ワイド票数 差引計 706650（返還計 4799） 的中 �� 12851（13番人気）�� 26911（7番人気）�� 146756（1番人気）
3連複票数 差引計1161288（返還計 17492） 的中 ��� 52334（5番人気）
3連単票数 差引計2548053（返還計 36618） 的中 ��� 4223（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―35．7―48．3―1：00．6―1：12．8―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 ・（5，12）（3，13）（8，9）14（7，11）2（1，10）－4 4 5（12，13）3，8（2，9，14）7，11（1，10）－4

勝馬の
紹 介

ゴーインピース �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．12．22 中山5着

2016．4．8生 牝4栗 母 ピースオブアイ 母母 シルバーコースト 12戦2勝 賞金 17，910，000円
〔出走取消〕 アドアステラ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
※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。

11128 5月30日 晴 良 （2東京2） 第11日 第8競走 ��2，100�4歳以上1勝クラス
発走14時00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
2：06．7
2：05．9

良
良

33 エコロドリーム 牡4栗 57 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 472－ 62：13．5 5．2�
813 セイカヤマノ 牡4黒鹿57 三浦 皇成久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B490－102：13．81� 2．5�
610 ニューツーリズム 牡4青鹿57 横山 和生吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 500－ 82：14．01� 8．1�
11 トモジャタイクーン 牡5鹿 57 武藤 雅吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 498－102：14．74 10．8�
69 ボヘミアラプソディ 牡4鹿 57

55 △菅原 明良平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486＋ 42：14．8� 8．6�
34 ジェイケイエース 牡4鹿 57 田辺 裕信小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 536± 02：14．9クビ 4．7�
712 ボーイズオブサマー 牡4栗 57 柴田 大知 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 508－ 6 〃 クビ 206．2

814� マジックブルーム 牝4鹿 55 丹内 祐次村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 62：15．1� 250．6�
57 トーセンギムレット 牡4鹿 57 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 528－ 22：16．16 60．5
58 シャイニーロケット 牡5鹿 57

55 △木幡 育也小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 468－ 22：16．84 22．9�
46 エ ル ゼ ロ 	7鹿 57

54 ▲原 優介	磯波勇F 武井 亮 新冠 守矢牧場 B502－242：16．9クビ 81．2�
711
 ベルゲンハーバー 牡4栗 57 石川裕紀人林 正道氏 斎藤 誠 米 Tim Thornton 466＋ 22：17．53� 31．7�
45 オーデットエール 	5鹿 57 西田雄一郎中村 昭博氏 奥平 雅士 安平 追分ファーム B480＋ 62：17．71� 84．0�
22 タイセイグランツ 牡5黒鹿57 木幡 巧也田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 510－ 6 〃 クビ 197．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，998，200円 複勝： 73，197，600円 枠連： 23，552，700円
馬連： 94，111，100円 馬単： 39，322，100円 ワイド： 68，538，400円
3連複： 125，104，200円 3連単： 149，705，900円 計： 620，530，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 140円 � 230円 枠 連（3－8） 320円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 330円 �� 710円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 10，090円

票 数

単勝票数 計 469982 的中 � 71294（3番人気）
複勝票数 計 731976 的中 � 109619（3番人気）� 156605（1番人気）� 69706（6番人気）
枠連票数 計 235527 的中 （3－8） 55492（1番人気）
馬連票数 計 941111 的中 �� 91180（2番人気）
馬単票数 計 393221 的中 �� 16184（4番人気）
ワイド票数 計 685384 的中 �� 56212（2番人気）�� 23174（12番人気）�� 35378（4番人気）
3連複票数 計1251042 的中 ��� 46841（5番人気）
3連単票数 計1497059 的中 ��� 10750（20番人気）

ハロンタイム 7．1―11．7―12．9―13．8―13．0―12．4―12．5―12．6―12．4―12．5―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．8―31．7―45．5―58．5―1：10．9―1：23．4―1：36．0―1：48．4―2：00．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エコロドリーム �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．2 中山3着

2016．4．30生 牡4栗 母 シーエンプレス 母母 ディラローシェ 15戦2勝 賞金 20，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



11129 5月30日 晴 良 （2東京2） 第11日 第9競走 ��1，400�
ふ が く

富 嶽 賞
発走14時35分 （ダート・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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 �� 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 B496－ 21：23．7 2．3�
12 ショウナンガナドル 牡4黒鹿57 M．デムーロ国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 谷川牧場 492－ 21：24．76 14．4�
816 プ タ ハ 牡5鹿 57 内田 博幸髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B528＋ 2 〃 ハナ 11．3�
713 アルベルティーヌ 牝5黒鹿55 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 アタマ 9．7�
612 ニシノコトダマ 牡4栗 57 C．ルメール 西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 518＋ 2 〃 クビ 2．5�
510 ペイシャボム 牡6鹿 57 柴田 善臣北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 482－161：25．12� 32．1	
24 シルバーストーン 牡6芦 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 504－101：25．2	 153．0

35 サニーストーム 牝4青鹿55 和田 竜二陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 土田農場 B454＋ 61：25．3	 34．2�
11 トモジャドット 牡4栗 57 石川裕紀人吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 540＋ 61：25．4クビ 36．8�
714 クリスタルアワード 牝4青鹿55 藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 454－12 〃 アタマ 157．6
48 ジャパンスウェプト 牡4芦 57 武 豊新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 442＋ 41：25．71	 44．5�
611 プロトイチバンボシ 牡4栗 57 杉原 誠人飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 508＋ 2 〃 クビ 128．6�
59 クリノレオノール 牝6鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 486＋101：25．8クビ 433．1�
815 アメリカンツイスト 
5鹿 57 横山 典弘 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 476＋ 21：26．12 35．3�
36 � ステラルーチェ 牡8栗 57 武士沢友治池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B486－ 21：26．73� 228．2�

（15頭）
23 � デルタバローズ 
5鹿 57 D．レーン 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 John C. Oxley 506－ 6 （競走除外）

（豪）

売 得 金
単勝： 63，188，300円 複勝： 86，518，000円 枠連： 25，564，000円
馬連： 125，733，000円 馬単： 51，495，900円 ワイド： 88，553，400円
3連複： 172，875，200円 3連単： 205，964，500円 計： 819，892，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 290円 � 230円 枠 連（1－4） 1，320円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 680円 �� 550円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 15，090円

票 数

単勝票数 差引計 631883（返還計 24345） 的中 � 217545（1番人気）
複勝票数 差引計 865180（返還計 24571） 的中 � 204257（2番人気）� 64691（5番人気）� 85356（4番人気）
枠連票数 差引計 255640（返還計 228） 的中 （1－4） 14987（7番人気）
馬連票数 差引計1257330（返還計150014） 的中 �� 55219（7番人気）
馬単票数 差引計 514959（返還計 50099） 的中 �� 15447（8番人気）
ワイド票数 差引計 885534（返還計 64696） 的中 �� 33905（7番人気）�� 42884（5番人気）�� 14268（18番人気）
3連複票数 差引計1728752（返還計287201） 的中 ��� 27747（14番人気）
3連単票数 差引計2059645（返還計359405） 的中 ��� 9894（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．9―47．1―59．0―1：10．9

コーナー
通過順位

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

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 7戦2勝 賞金 26，285，000円
初出走 JRA

〔競走除外〕 デルタバローズ号は，疾病〔右前球節部挫創〕のため装鞍所で競走除外。
〔発走状況〕 アメリカンツイスト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アメリカンツイスト号は，令和2年5月31日から令和2年6月29日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オレノマニラ号
（非抽選馬） 3頭 オールウェイズゼア号・カシノブレンド号・フクノグリュック号
※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。

11130 5月30日 晴 良 （2東京2） 第11日 第10競走 ��1，600�
は や ま

葉 山 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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

810 ナスノシンフォニー 牝5栗 55 C．ルメール�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 462－121：33．3 2．9�

811 アオイシンゴ �6芦 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 500＋ 21：33．51� 2．0�
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 456－ 81：33．71� 25．2�
79 エメラルスター 牡6黒鹿57 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 458－ 41：33．8クビ 49．8�
66 ストームリッパー �4鹿 57 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B506－ 21：33．9	 9．6�
55 プ レ ト リ ア �5鹿 57 松山 弘平多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 458－ 8 〃 クビ 25．4	
11 マサキノテソーロ 牡6栗 57 和田 竜二了德寺健二ホール

ディングス
 加藤 和宏 新冠 山岡牧場 540＋201：34．75 119．6�
44 サイモンサーマル �5鹿 57 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 480－121：34．8
 344．1�
67 シャインカメリア 牝5芦 55 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 476＋ 4 〃 クビ 20．8
78 � アランブレラ 牡5栗 57 D．レーン �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 554－ 21：34．9クビ 6．0�

（豪）

33 フジマサアクトレス 牝7鹿 55 丹内 祐次藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 466－ 81：35．43 370．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 74，802，200円 複勝： 101，340，900円 枠連： 24，193，000円
馬連： 133，744，500円 馬単： 66，462，100円 ワイド： 83，535，700円
3連複： 177，576，800円 3連単： 328，609，900円 計： 990，265，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 110円 � 230円 枠 連（8－8） 270円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 160円 �� 800円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 748022 的中 � 205020（2番人気）
複勝票数 計1013409 的中 � 150980（2番人気）� 486295（1番人気）� 54771（5番人気）
枠連票数 計 241930 的中 （8－8） 67500（1番人気）
馬連票数 計1337445 的中 �� 379625（1番人気）
馬単票数 計 664621 的中 �� 81061（2番人気）
ワイド票数 計 835357 的中 �� 184797（1番人気）�� 21126（12番人気）�� 37039（6番人気）
3連複票数 計1775768 的中 ��� 105900（3番人気）
3連単票数 計3286099 的中 ��� 52720（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―34．8―46．4―58．3―1：09．8―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 7，8（2，5）11，3，10－（4，9）（1，6） 4 7（2，8，5）（3，11）10（4，9）6，1

勝馬の
紹 介

ナスノシンフォニー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．7．22 福島1着

2015．4．15生 牝5栗 母 ナスノシベリウス 母母 Cradlesong 8戦3勝 賞金 52，293，000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。



11131 5月30日 晴 良 （2東京2） 第11日 第11競走 ��1，400�
けやき

欅 ス テ ー ク ス
発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 トップウイナー 牡4栗 56 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B462－ 21：23．4 10．2�
35 ミッキーワイルド 牡5鹿 58 C．ルメール 野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 アタマ 4．3�
815 アディラート 牡6黒鹿57 三浦 皇成安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B510＋ 11：23．61 7．7�
611 タ ガ ノ ア ム 牝5鹿 54 吉田 豊八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494＋ 41：23．7� 64．3�
12 ダノンフェイス 牡7黒鹿58 川田 将雅�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 534－ 8 〃 アタマ 6．0	
59 � リュウノユキナ 牡5芦 56 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B502± 01：24．23 12．2

24 ホウショウナウ 牡5栗 57 M．デムーロ芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 510－ 8 〃 アタマ 5．0�
11 サ ン グ ラ ス 牡9青鹿57 北村 友一玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B508－ 8 〃 クビ 206．3�
23 ニホンピロタイド 牡5青鹿56 田中 勝春小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 502＋ 21：24．41	 45．3
36 エレクトロポップ 牡7青鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 504± 01：24．5� 29．7�
510 メイケイダイハード 牡5鹿 56 坂井 瑠星名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 532－101：25．24 23．1�
48 ロードグラディオ 牡4黒鹿56 石橋 脩 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 486－ 21：25．3� 16．9�
612 カ タ ナ 牡5鹿 56 浜中 俊椎名 節氏 上原 博之 新冠 松浦牧場 498－ 41：25．61� 22．3�
816 ブラックジョー 
7青鹿56 池添 謙一山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 476＋181：25．81� 353．8�
714 レインボーフラッグ 牡7鹿 56 武 豊 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 468－ 41：26．01	 45．6�
47 トゥザクラウン 牡6鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B528＋ 81：26．95 9．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 119，013，900円 複勝： 190，991，700円 枠連： 58，060，100円
馬連： 344，285，300円 馬単： 109，724，400円 ワイド： 229，686，400円
3連複： 533，175，000円 3連単： 528，595，600円 計： 2，113，532，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 290円 � 190円 � 240円 枠 連（3－7） 1，570円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，380円 �� 790円

3 連 複 ��� 7，030円 3 連 単 ��� 49，030円

票 数

単勝票数 計1190139 的中 � 93175（6番人気）
複勝票数 計1909917 的中 � 155587（6番人気）� 299468（1番人気）� 202898（4番人気）
枠連票数 計 580601 的中 （3－7） 28517（6番人気）
馬連票数 計3442853 的中 �� 120118（5番人気）
馬単票数 計1097244 的中 �� 14730（18番人気）
ワイド票数 計2296864 的中 �� 68162（7番人気）�� 41602（15番人気）�� 76317（4番人気）
3連複票数 計5331750 的中 ��� 56807（16番人気）
3連単票数 計5285956 的中 ��� 7815（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．5―47．3―59．0―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 ・（12，13）（2，4，15，9，16）（1，7）（3，10）5（6，11，8，14） 4 ・（12，13）（15，9）（2，4，16）（1，7）（5，3，10）（6，11，8，14）

勝馬の
紹 介

トップウイナー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2018．7．21 中京2着

2016．4．22生 牡4栗 母 トップアクトレス 母母 トップジョリー 20戦5勝 賞金 95，820，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アルマエルナト号・イーグルバローズ号・サイモンラムセス号・サヴィ号・ダノンチェイサー号・

ビックリシタナモー号・マイネルフラップ号・マリームーン号・マルカソレイユ号

11132 5月30日 晴 良 （2東京2） 第11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

612� イッツリット 牡4栗 57 田辺 裕信�ノースヒルズ 和田正一郎 米
Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

486± 01：37．0 7．1�
59 エンドーツダ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 450＋ 21：37．21 8．5�
12 カフェプリンス 牡4鹿 57

55 △菅原 明良西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 504－ 4 〃 アタマ 40．1�
35 シセイタケル 牡5栗 57 戸崎 圭太猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 476± 0 〃 クビ 13．3�
510 セイヴァリアント 牡4黒鹿57 三浦 皇成金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 498± 01：37．41� 2．6�
816 ダイワインパルス 牡8鹿 57 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B476－ 2 〃 アタマ 29．8	
713 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 B482－ 61：37．5� 23．9

714 テンノサクラコ 牝7黒鹿 55

52 ▲小林 凌大天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 480－121：37．92	 211．6�
23 リバーシブルレーン 牡4青鹿57 C．ルメール 吉田 照哉氏 高木 登 千歳 社台ファーム 432－ 41：38．11� 8．1�
24 ヴィーヴァバッカス 牡5栗 57 D．レーン 芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 清水スタッド 478＋ 41：38．2� 5．5

（豪）

11 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 520＋ 21：38．51� 37．8�
36 モリトユウブ 牡5鹿 57 内田 博幸吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 492－ 8 〃 ハナ 77．2�
815 スリーミニオン 牡5栗 57

55 △木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B472－121：38．81� 287．6�
611 クリノヴィクトリア 牝6栗 55 岩部 純二栗本 博晴氏 萱野 浩二 青森 イズモリファーム 458＋ 4 〃 ハナ 427．9�
47 アンブロークン 牡4栗 57 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B512－ 21：40．6大差 42．2�
48 トークフレンドリー 牡5芦 57 北村 友一吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 490－ 2 （競走中止） 16．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 104，145，300円 複勝： 161，447，100円 枠連： 46，600，100円
馬連： 205，988，400円 馬単： 82，848，800円 ワイド： 171，351，500円
3連複： 329，770，200円 3連単： 379，376，000円 計： 1，481，527，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 280円 � 260円 � 810円 枠 連（5－6） 690円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 3，120円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 28，630円 3 連 単 ��� 129，800円

票 数

単勝票数 計1041453 的中 � 116031（3番人気）
複勝票数 計1614471 的中 � 157406（4番人気）� 177074（3番人気）� 44928（11番人気）
枠連票数 計 466001 的中 （5－6） 51913（2番人気）
馬連票数 計2059884 的中 �� 57827（9番人気）
馬単票数 計 828488 的中 �� 11036（19番人気）
ワイド票数 計1713515 的中 �� 45836（8番人気）�� 13941（33番人気）�� 9691（44番人気）
3連複票数 計3297702 的中 ��� 8638（89番人気）
3連単票数 計3793760 的中 ��� 2119（401番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―12．0―12．3―12．4―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．5―46．5―58．8―1：11．2―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イッツリット �
�
父 Animal Kingdom �

�
母父 Whywhywhy デビュー 2018．10．20 東京6着

2016．5．16生 牡4栗 母 Why Katherine 母母 Include Katherine 11戦3勝 賞金 28，600，000円
〔競走中止〕 トークフレンドリー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。
（非抽選馬） 3頭 オーシャンビュー号・トーセンヴィータ号・フィルストバーン号
※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。



（2東京2）第11日 5月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

220，510，000円
19，880，000円
1，410，000円
25，480，000円
74，237，500円
5，666，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
749，272，400円
1，333，946，600円
289，510，300円
1，473，687，300円
652，729，900円
1，138，463，100円
2，180，812，900円
2，749，757，200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 10，568，179，700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11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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