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11085 5月16日 曇 良 （3東京2） 第8日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10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
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 アイアゲート 牝3鹿 54 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 494－ 61：25．7 4．4�
713 アポログランツ 牡3栗 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 494＋ 21：25．9� 3．4�
47 グランドライズ 牡3黒鹿56 野中悠太郎田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 462－ 81：26．32� 9．7�
816 ボ ル ゲ リ 牡3鹿 56 柴田 善臣チームユッキレーシング 大江原 哲 日高 広富牧場 496＋ 61：26．72� 13．6�
23 トランセンドパスト 牡3鹿 56 M．デムーロ簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 456± 01：26．8� 3．0�
611 ヴィンセントズー 牡3芦 56 大野 拓弥千明牧場 大竹 正博 浦河 千明牧場 514－ 81：27．11� 97．9	
48 マ ラ ド ー ナ 牡3栗 56 木幡 巧也中村 智幸氏 岩戸 孝樹 浦河 バンブー牧場 B466－ 4 〃 クビ 20．7

24 ヴィットリオーザ 牡3鹿 56 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 482＋ 41：27．3� 79．2�
612 セイウンブリスク 牡3黒鹿56 武藤 雅西山 茂行氏 手塚 貴久 新ひだか 中田 英樹 530－ 21：27．4� 13．3�
59 セイギャラクシー 牡3青鹿56 和田 竜二金田 成基氏 武市 康男 新冠 松本 信行 480＋ 8 〃 クビ 170．7
12 ミツカネジュピター 牡3鹿 56 江田 照男小山田 満氏 本間 忍 新ひだか 坂本 健一 B496－ 61：27．82� 156．9�
714 ハーツトリップ 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介成富 直行氏 勢司 和浩 日高 長谷部牧場 510＋101：28．22 350．6�
510 キョウエイアップ 牡3鹿 56 柴田 大知田中 晴夫氏 勢司 和浩 日高 春木ファーム 500± 0 〃 クビ 40．0�
36 エストラテーガ 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵 �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 グランド牧場 B504＋ 21：28．3クビ 343．8�

815 マスケティアーズ 牡3黒鹿 56
55 ☆斎藤 新加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 466＋101：28．4� 110．9�

35 ニシノイルマーレ 牝3黒鹿54 吉田 隼人西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 フクオカファーム B478± 01：29．14 30．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，539，200円 複勝： 57，522，200円 枠連： 13，009，900円
馬連： 77，946，700円 馬単： 32，313，400円 ワイド： 69，897，600円
3連複： 125，521，200円 3連単： 130，055，800円 計： 545，806，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 150円 � 240円 枠 連（1－7） 970円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 410円 �� 600円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 11，430円

票 数

単勝票数 計 395392 的中 � 71845（3番人気）
複勝票数 計 575222 的中 � 104543（3番人気）� 112096（2番人気）� 51090（4番人気）
枠連票数 計 130099 的中 （1－7） 10373（5番人気）
馬連票数 計 779467 的中 �� 61015（3番人気）
馬単票数 計 323134 的中 �� 11635（7番人気）
ワイド票数 計 698976 的中 �� 44818（3番人気）�� 28520（6番人気）�� 39411（4番人気）
3連複票数 計1255212 的中 ��� 39563（5番人気）
3連単票数 計1300558 的中 ��� 8245（24番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．4―12．4―12．5―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアゲート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．5 新潟4着

2018．1．18生 牝3鹿 母 レスペランス 母母 ウインドインハーヘア 5戦1勝 賞金 8，710，000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 リッターヴォルト号

11086 5月16日 小雨 良 （3東京2） 第8日 第2競走 1，600�3歳未勝利
発走10時30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 コーンフィールド 牝3黒鹿54 横山 武史 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492－ 61：38．7 8．5�
713 ビーマイセルフ 牝3青鹿54 三浦 皇成�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 434＋ 81：39．01� 2．3�
48 メイショウホオズキ 牝3鹿 54 吉田 豊松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 466± 01：39．1� 6．9�
36 キ ュ ン 牝3黒鹿54 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 460＋ 61：39．2� 3．7�
12 グ ラ ス ピ レ 牝3芦 54

51 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 21：39．41� 19．4	

24 クリスタルスワン 牝3芦 54 団野 大成岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 490＋ 41：39．72 30．9

611 エコロマリン 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介原村 正紀氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 81：39．8クビ 34．7�

23 ア デ ウ ス 牝3鹿 54
53 ☆斎藤 新平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 448＋ 21：40．01� 55．5�

815 スイートカルデア 牝3鹿 54 柴田 善臣�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 460＋ 21：40．21� 56．4
510 ベニノフェアリー 牝3栗 54 江田 照男�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上牧場 B442± 01：40．94 65．4�
59 セイントフォース 牝3栗 54 野中悠太郎 IHR 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 406－ 61：41．1� 138．9�
816 プラチナレディ 牝3黒鹿54 柴田 大知細谷 典幸氏 伊藤 大士 日高 藤本ファーム 434＋ 21：41．63 107．1�
47 ワンモアナイン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 458－ 21：42．02� 21．0�
11 ワイケイダリヤ 牝3栗 54 内田 博幸鹿妻 明弘氏 小手川 準 新冠 川島牧場 468－ 81：42．63� 54．5�
35 リゼボルドー 牝3栗 54 木幡 巧也飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 460－101：44．6大差 276．6�
714 スパラキシス 牝3黒鹿54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 462＋ 41：46．7大差 20．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，728，600円 複勝： 53，727，900円 枠連： 12，071，900円
馬連： 63，266，100円 馬単： 25，552，000円 ワイド： 60，672，800円
3連複： 100，457，100円 3連単： 99，407，000円 計： 450，883，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 230円 � 130円 � 170円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 460円 �� 930円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 13，350円

票 数

単勝票数 計 357286 的中 � 33590（4番人気）
複勝票数 計 537279 的中 � 47704（4番人気）� 136307（1番人気）� 77240（3番人気）
枠連票数 計 120719 的中 （6－7） 13170（3番人気）
馬連票数 計 632661 的中 �� 47931（3番人気）
馬単票数 計 255520 的中 �� 7940（6番人気）
ワイド票数 計 606728 的中 �� 34373（4番人気）�� 15448（9番人気）�� 43565（2番人気）
3連複票数 計1004571 的中 ��� 36956（3番人気）
3連単票数 計 994070 的中 ��� 5396（26番人気）

ハロンタイム 11．9―11．2―12．3―12．5―12．6―12．0―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．9―23．1―35．4―47．9―1：00．5―1：12．5―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーンフィールド �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2020．10．11 新潟10着

2018．5．8生 牝3黒鹿 母 コーンドリー 母母 ドリータルボ 6戦1勝 賞金 8，400，000円
〔その他〕 スパラキシス号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リゼボルドー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クレールフォルム号・ケイティローズ号

第２回 東京競馬 第８日



11087 5月16日 小雨 良 （3東京2） 第8日 第3競走 2，100�3歳未勝利
発走11時00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

713 シバノトロフェオ 牡3黒鹿56 田中 勝春柴 一男氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ
ファーム 492－ 22：14．3 6．3�

59 レッドスパロー 牡3鹿 56 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 浦河 杵臼牧場 502－ 42：14．4クビ 23．3�
510 シエルドゥレーヴ 牝3鹿 54 団野 大成 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 462± 02：14．61 10．1�
612 ソウシュラリクリ 牡3黒鹿56 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 452＋ 22：15．13 3．9�
815 コンフィアンス 牝3鹿 54 福永 祐一 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 450＋ 22：15．21 11．2�
12 オーケーナイト 牡3栗 56 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 B530＋ 22：15．62� 11．7	
611 ミヤビプレシャス 牡3黒鹿56 吉田 豊村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 490＋ 22：15．7� 60．9

23 アナザーヴィータ 牡3栗 56 柴田 大知 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム B484＋ 62：15．8クビ 19．5�
36 カ キ エ モ ン 牡3鹿 56 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 456± 0 〃 クビ 16．8
11 スマイルチェンジ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介石瀬 浩三氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 462－ 22：16．0� 17．4�
35 レッドクラーガ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 452＋ 6 〃 クビ 95．6�
48 シンボリフラッシュ 牡3黒鹿56 野中悠太郎シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B464＋ 22：16．31� 161．6�
816 タイセイアーサー 牡3芦 56 横山 武史田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B478± 02：16．93� 3．4�
24 ゴールドレッグス �3黒鹿56 内田 博幸吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：17．43 68．9�
714 バトルフロント 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵ライオンレースホース� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 492± 02：18．67 69．6�
47 オウケントップ 牡3栗 56 井上 敏樹福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 B476± 02：19．02� 566．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，456，800円 複勝： 61，200，300円 枠連： 15，112，700円
馬連： 73，207，200円 馬単： 29，325，200円 ワイド： 72，533，300円
3連複： 115，520，000円 3連単： 114，130，600円 計： 518，486，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 330円 � 590円 � 390円 枠 連（5－7） 2，620円

馬 連 �� 5，990円 馬 単 �� 10，770円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，810円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 26，940円 3 連 単 ��� 123，490円

票 数

単勝票数 計 374568 的中 � 47332（3番人気）
複勝票数 計 612003 的中 � 52074（3番人気）� 25554（10番人気）� 42181（5番人気）
枠連票数 計 151127 的中 （5－7） 4463（14番人気）
馬連票数 計 732072 的中 �� 9464（24番人気）
馬単票数 計 293252 的中 �� 2042（43番人気）
ワイド票数 計 725333 的中 �� 10890（19番人気）�� 10380（20番人気）�� 4360（43番人気）
3連複票数 計1155200 的中 ��� 3216（91番人気）
3連単票数 計1141306 的中 ��� 670（425番人気）

ハロンタイム 7．0―11．8―13．0―12．8―12．5―12．5―12．7―12．5―12．5―13．3―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．8―31．8―44．6―57．1―1：09．6―1：22．3―1：34．8―1：47．3―2：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．5
1
3
15（8，10，13）9（1，2）3－（11，16）－12（4，5，6）14－7・（15，13）10－（8，9）2，3，1（11，6，16）－（12，5，14）－4＝7

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

勝馬の
紹 介

シバノトロフェオ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．22 新潟7着

2018．5．5生 牡3黒鹿 母 アンキャニー 母母 バブルドリーム 7戦1勝 賞金 7，150，000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 サンライズガナール号

11088 5月16日 小雨 良 （3東京2） 第8日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時30分 （芝・左）

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

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

78 マイネルヒッツェ 牡3芦 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 22：01．4 2．9�
33 ノワールドゥジェ 牝3青 54 松山 弘平 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 484＋162：01．51 3．5�
22 サンフローリス 牝3栗 54 戸崎 圭太桑畑 �信氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 432＋ 22：01．71 2．8�
811 シグナステソーロ 牡3青鹿56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 片山牧場 474± 02：01．91� 30．8	
55 � ルミナスゲート 牡3鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Miss Elaine

Marie Smith 488＋ 22：02．0� 6．8

79 エンドステージ 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤沢牧場 504＋ 22：02．1� 117．1�
67 ヤマノグリッターズ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 488± 02：02．2� 20．2�
810 アサクサトラマル 牡3黒鹿56 武藤 雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 454－102：02．94 287．5
66 ゴートゥートラベル 牝3青鹿54 柴田 善臣吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 400－ 22：03．11� 49．0�
44 レ ラ 牝3芦 54 酒井 学�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 402± 02：03．2� 218．0�
11 マイネルイナブ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 462± 02：03．94 202．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，978，900円 複勝： 46，196，300円 枠連： 8，327，400円
馬連： 62，950，200円 馬単： 32，046，600円 ワイド： 51，416，100円
3連複： 93，128，900円 3連単： 150，387，000円 計： 490，431，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 110円 枠 連（3－7） 620円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 200円 �� 170円 �� 200円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 2，610円

票 数

単勝票数 計 459789 的中 � 125951（2番人気）
複勝票数 計 461963 的中 � 100286（2番人気）� 80919（3番人気）� 120528（1番人気）
枠連票数 計 83274 的中 （3－7） 10328（3番人気）
馬連票数 計 629502 的中 �� 77710（3番人気）
馬単票数 計 320466 的中 �� 19667（6番人気）
ワイド票数 計 514161 的中 �� 60144（3番人気）�� 85243（1番人気）�� 60845（2番人気）
3連複票数 計 931289 的中 ��� 152340（1番人気）
3連単票数 計1503870 的中 ��� 41748（5番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―12．3―12．6―12．6―12．2―11．9―11．5―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．4―37．7―50．3―1：02．9―1：15．1―1：27．0―1：38．5―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

マイネルヒッツェ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2020．9．12 中山8着

2018．4．19生 牡3芦 母 マイネイディール 母母 オールフォーゲラン 8戦1勝 賞金 9，700，000円
※出走取消馬 ジオパークフローラ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）



11089 5月16日 曇 良 （3東京2） 第8日 第5競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時20分 （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

11 クロンターフ 牡3鹿 56 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 480－ 41：34．7 4．9�
22 ビジューブリランテ 牡3栗 56 団野 大成 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 488－ 21：34．8� 59．9�
66 ジャスティンカフェ 牡3鹿 56 福永 祐一三木 正浩氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 クビ 2．8�
33 � バニシングポイント 牡3芦 56 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Whisper Hill

Farm, LLC 500＋ 4 〃 アタマ 11．6�
810 ノースザワールド 牡3青鹿56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 466± 01：34．9� 4．0	
44 カ ル タ ゴ 牝3青鹿54 田中 勝春
須野牧場 小島 茂之 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 438－ 41：35．11	 66．4�
78 トゥルーアート 牝3鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：35．2� 13．7�
89 プラチナトレジャー 牡3芦 56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 466－ 41：35．3クビ 4．1
77 ド ラ ミ モ ン 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 442± 01：35．83 82．5�
55 クレールプリュネル 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 446－111：37．18 406．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 55，443，200円 複勝： 61，606，000円 枠連： 12，518，900円
馬連： 81，390，700円 馬単： 36，694，200円 ワイド： 56，033，200円
3連複： 105，228，600円 3連単： 163，475，300円 計： 572，390，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 770円 � 140円 枠 連（1－2） 15，060円

馬 連 �� 12，580円 馬 単 �� 17，830円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 330円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 9，540円 3 連 単 ��� 72，400円

票 数

単勝票数 計 554432 的中 � 88779（4番人気）
複勝票数 計 616060 的中 � 96553（4番人気）� 14036（8番人気）� 139677（1番人気）
枠連票数 計 125189 的中 （1－2） 644（17番人気）
馬連票数 計 813907 的中 �� 5011（22番人気）
馬単票数 計 366942 的中 �� 1543（36番人気）
ワイド票数 計 560332 的中 �� 4809（25番人気）�� 49362（4番人気）�� 5471（23番人気）
3連複票数 計1052286 的中 ��� 8270（27番人気）
3連単票数 計1634753 的中 ��� 1637（173番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．3―12．1―12．3―11．4―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．4―36．7―48．8―1：01．1―1：12．5―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロンターフ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Oratorio デビュー 2020．9．6 新潟7着

2018．3．31生 牡3鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 4戦2勝 賞金 12，400，000円
〔制裁〕 バニシングポイント号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

11090 5月16日 曇 良 （3東京2） 第8日 第6競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・左）

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

712 ヘ ラ イ ア 牝4鹿 55
52 ▲永野 猛蔵吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470± 01：37．3 6．3�

610 フィナールショコラ 牝4黒鹿 55
52 ▲原 優介吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 434＋ 21：37．61� 50．7�

814 ティケイプルメリア 牝4鹿 55 三浦 皇成田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 454± 01：37．92 19．2�
46 シ ベ ー ル 牝4鹿 55 吉田 隼人 �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 452± 01：38．11� 10．9�
611 シ ャ ー レ 牝4鹿 55 石橋 脩�GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 460－ 81：38．41� 1．8�
58 アテンフェアリー 牝5黒鹿55 酒井 学齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 474± 01：38．5� 163．6	
34 ゴ ム マ リ 牝6黒鹿55 団野 大成田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 494± 0 〃 クビ 158．9

11 ラブロッソー 牝4青鹿55 内田 博幸増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 482＋ 21：38．6� 46．8�
22 アサクサマヤ 牝5鹿 55 田辺 裕信蛭田 素子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 502－ 21：39．02 6．2�
815 テンサイドカップ 牝4鹿 55 江田 照男天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B486＋ 61：39．11 10．1
23 ヤ マ メ 牝4黒鹿55 木幡 巧也越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 B464－ 6 〃 ハナ 62．6�
713 ワタシヲマッテル 牝6栗 55

54 ☆斎藤 新小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 468－ 21：39．41� 29．4�
59 ブライティアランド 牝4芦 55 大野 拓弥小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 454－ 61：39．51 121．9�
35 ペリトモレノ 牝4鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 B478－ 41：40．03 333．9�
47 � レイジングリヴァー 牝4黒鹿55 柴田 善臣岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 的場牧場 458± 01：40．42� 32．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，544，500円 複勝： 77，543，500円 枠連： 18，499，700円
馬連： 82，011，200円 馬単： 42，391，100円 ワイド： 70，002，500円
3連複： 127，688，700円 3連単： 170，628，700円 計： 637，309，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 300円 � 1，530円 � 470円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 15，080円 馬 単 �� 26，690円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 1，370円 �� 8，240円

3 連 複 ��� 60，340円 3 連 単 ��� 256，110円

票 数

単勝票数 計 485445 的中 � 61141（3番人気）
複勝票数 計 775435 的中 � 77786（3番人気）� 11806（9番人気）� 43154（6番人気）
枠連票数 計 184997 的中 （6－7） 31067（2番人気）
馬連票数 計 820112 的中 �� 4212（33番人気）
馬単票数 計 423911 的中 �� 1191（57番人気）
ワイド票数 計 700025 的中 �� 4287（35番人気）�� 13590（14番人気）�� 2151（52番人気）
3連複票数 計1276887 的中 ��� 1587（114番人気）
3連単票数 計1706287 的中 ��� 483（537番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．8―34．5―47．2―59．6―1：11．9―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘ ラ イ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．3．31 中山11着

2017．3．6生 牝4鹿 母 ウィケットキーパー 母母 コートアウト 8戦2勝 賞金 16，460，000円



11091 5月16日 曇 良 （3東京2） 第8日 第7競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （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
2：20．6
2：20．6

良
良

22 ディーグランデ �7鹿 57 北村 宏司嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 472± 02：27．0 45．5�
88 � ウインリベルタ 牡5栗 57

54 ▲原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 2 〃 ハナ 6．8�
44 ダノンアポロン 牡6鹿 57 吉田 隼人�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 494－ 4 〃 クビ 10．0�
77 ブレッシングレイン 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか チャンピオンズファーム 502－ 62：27．1クビ 1．4�
66 ナ ミ ブ �5鹿 57 団野 大成�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 458± 02：27．84 10．8	
11 フェスティヴスーリ 牡4黒鹿57 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 478＋ 42：27．9クビ 12．7

33 シゲルシイタケ 牡6鹿 57

54 ▲永野 猛蔵森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 462＋ 42：28．32� 11．5�
55 ナンヨーマーズ 牡7鹿 57 木幡 巧也中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B464－ 4 〃 � 23．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 36，916，700円 複勝： 101，099，000円 枠連： 発売なし
馬連： 53，755，200円 馬単： 38，788，300円 ワイド： 38，177，600円
3連複： 63，291，400円 3連単： 168，716，600円 計： 500，744，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，550円 複 勝 � 2，350円 � 490円 � 640円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 11，420円 馬 単 �� 33，780円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 3，010円 �� 700円

3 連 複 ��� 19，690円 3 連 単 ��� 178，820円

票 数

単勝票数 計 369167 的中 � 6481（8番人気）
複勝票数 計1010990 的中 � 10538（8番人気）� 58243（2番人気）� 42827（4番人気）
馬連票数 計 537552 的中 �� 3646（23番人気）
馬単票数 計 387883 的中 �� 861（50番人気）
ワイド票数 計 381776 的中 �� 3884（23番人気）�� 3169（24番人気）�� 14839（8番人気）
3連複票数 計 632914 的中 ��� 2410（41番人気）
3連単票数 計1687166 的中 ��� 684（262番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．6―12．8―12．4―12．4―12．7―12．1―11．6―11．3―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．5―37．1―49．9―1：02．3―1：14．7―1：27．4―1：39．5―1：51．1―2：02．4―2：14．2

コーナー
通過順位

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

2
4
2－1，8，7（3，6）（4，5）
2＝1，8，7（3，6，5）4

勝馬の
紹 介

ディーグランデ 
�
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 2016．12．17 中山6着

2014．5．28生 �7鹿 母 エルメスティアラ 母母 シンコウエルメス 28戦2勝 賞金 26，694，000円
〔制裁〕 ウインリベルタ号の騎手原優介は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番）

11092 5月16日 小雨 良 （3東京2） 第8日 第8競走 ��1，600�4歳以上2勝クラス
発走13時55分 （芝・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

44 アオイクレアトール 牡4芦 57 C．ルメール 新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 486＋ 21：33．2 2．5�
55 レッドライデン 牡4青鹿57 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 490＋ 21：33．3� 23．6�
88 � リーガルバトル 牡4黒鹿56 川田 将雅吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd 532＋ 4 〃 ハナ 2．9�
22 ショーヒデキラ 牡5鹿 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 490＋ 21：33．72� 4．5�
33 チアチアクラシカ 牝4鹿 55 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 500± 0 〃 ハナ 7．6�
66 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝5栗 55 戸崎 圭太ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 61：33．81 27．3	
77 チビラーサン 牝5栗 55 武藤 雅瀬谷 
雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 61：33．9クビ 19．2�
89 � ランドルーラー 牡5鹿 57 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 516＋101：34．64 36．6�
11 リッチクレマチス 牝4青 55

52 ▲原 優介長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 452± 01：35．55 219．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 54，907，600円 複勝： 65，878，000円 枠連： 14，814，000円
馬連： 85，455，200円 馬単： 43，429，100円 ワイド： 61，135，900円
3連複： 104，930，900円 3連単： 206，571，400円 計： 637，122，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 290円 � 120円 枠 連（4－5） 2，920円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 700円 �� 180円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 10，200円

票 数

単勝票数 計 549076 的中 � 174050（1番人気）
複勝票数 計 658780 的中 � 199042（1番人気）� 34057（6番人気）� 155029（2番人気）
枠連票数 計 148140 的中 （4－5） 3931（9番人気）
馬連票数 計 854552 的中 �� 25014（8番人気）
馬単票数 計 434291 的中 �� 8079（14番人気）
ワイド票数 計 611359 的中 �� 18885（8番人気）�� 115605（1番人気）�� 17214（10番人気）
3連複票数 計1049309 的中 ��� 50811（5番人気）
3連単票数 計2065714 的中 ��� 14676（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．6―47．3―58．9―1：10．5―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アオイクレアトール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．10．26 東京1着

2017．5．28生 牡4芦 母 ハイエストホワイト 母母 ア ド マ イ ス 10戦3勝 賞金 50，255，000円
〔調教再審査〕 リッチクレマチス号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。



11093 5月16日 曇 良 （3東京2） 第8日 第9競走 1，800�テ レ 玉 杯
発走14時25分 （芝・左）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，55�
テレ玉杯（1着）

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

44 ゴルトベルク 牝4黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：45．9 1．6�
11 グレイテスト 牝5芦 55 石橋 脩荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 486－ 21：46．1� 6．5�
79 ミモザイエロー 牝5栗 55 福永 祐一青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 474＋ 21：46．2� 7．4�
810 エフティイーリス 牝5黒鹿55 大野 拓弥吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 458± 01：46．3� 16．0�
811 フ ラ ル 牝5鹿 55 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 6 〃 クビ 19．2	
78 マリノジュリア 牝5黒鹿55 内田 博幸�クラウン 稲垣 幸雄 日高 クラウン日高牧場 454＋ 4 〃 アタマ 20．3

66 ウインメルシー 牝5鹿 55 田辺 裕信�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 41：46．4クビ 38．6�
55 フローズンスタイル 牝4黒鹿55 吉田 隼人吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 460＋ 21：46．61� 31．2�
22 ラキャラントシス 牝4栗 55 横山 武史�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 472－ 61：46．81 28．4
33 ク リ ッ パ ー 牝6青鹿55 団野 大成吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 494± 01：47．12 159．7�
67 グルファクシー 牝5栗 55 松山 弘平�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：47．31� 11．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 53，038，400円 複勝： 93，344，700円 枠連： 19，746，700円
馬連： 94，396，900円 馬単： 54，189，600円 ワイド： 77，038，200円
3連複： 133，398，100円 3連単： 238，811，900円 計： 763，964，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（1－4） 430円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 230円 �� 200円 �� 470円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 2，010円

票 数

単勝票数 計 530384 的中 � 260850（1番人気）
複勝票数 計 933447 的中 � 474808（1番人気）� 83017（3番人気）� 95492（2番人気）
枠連票数 計 197467 的中 （1－4） 35186（2番人気）
馬連票数 計 943969 的中 �� 153021（1番人気）
馬単票数 計 541896 的中 �� 70638（1番人気）
ワイド票数 計 770382 的中 �� 89368（2番人気）�� 109054（1番人気）�� 34963（5番人気）
3連複票数 計1333981 的中 ��� 127205（1番人気）
3連単票数 計2388119 的中 ��� 86069（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．0―47．8―59．3―1：10．6―1：21．8―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ゴルトベルク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．11．16 東京2着

2017．2．18生 牝4黒鹿 母 グルヴェイグ 母母 エアグルーヴ 6戦3勝 賞金 34，615，000円

11094 5月16日 曇 良 （3東京2） 第8日 第10競走 ��
��1，600�

せいりゅう

青竜ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

813 ゲンパチフォルツァ 牡3鹿 56 武 豊平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 500＋ 21：36．1 16．9�
22 レ デ ィ バ グ 牝3青鹿54 酒井 学 �ゴールドアップ・

カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 452＋ 2 〃 クビ 6．5�
45 ブラックアーメット 牡3黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 508－ 21：36．41	 67．5�
11 ティアップリオン 牡3芦 56 内田 博幸田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 472± 01：36．61 27．9�
44 プロバーティオ 牡3鹿 56 M．デムーロ�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 496－ 41：36．81
 10．8�
33 � リ フ レ イ ム 牝3芦 54 木幡 巧也山口 裕介氏 黒岩 陽一 米 Summer Wind

Equine LLC 500＋101：37．33� 6．7	
57 ユアヒストリー 牡3鹿 56 団野 大成百瀬 裕規氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 458－ 21：37．4クビ 17．3

812 ピースマッチング 牡3芦 56 横山 武史 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム B462± 0 〃 クビ 22．1�
711 キタノリューオー 牡3鹿 56 石橋 脩北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 448± 0 〃 ハナ 113．5
710� アイリッシュセンス 牡3鹿 56 松山 弘平 KRジャパン 杉山 晴紀 米 Normandy

Farm LLC 476＋ 21：37．71� 12．2�
56  ラ ペ ル ー ズ 牡3鹿 57 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 B520＋ 81：38．44 1．8�
69 � サトノムスタング 牡3黒鹿56 田辺 裕信里見 治紀氏 大和田 成 米 Haymarket

Farm LLC 468＋ 21：38．93 47．3�
（12頭）

68 ショウナンアストラ 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 99，492，900円 複勝： 144，021，800円 枠連： 27，238，900円
馬連： 205，271，500円 馬単： 106，365，700円 ワイド： 145，451，700円
3連複： 296，315，800円 3連単： 486，329，700円 計： 1，510，488，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 760円 � 310円 � 1，340円 枠 連（2－8） 3，230円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 10，240円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 6，430円 �� 4，200円

3 連 複 ��� 48，090円 3 連 単 ��� 256，240円

票 数

単勝票数 計 994929 的中 � 46966（6番人気）
複勝票数 計1440218 的中 � 47675（8番人気）� 139615（3番人気）� 25851（11番人気）
枠連票数 計 272389 的中 （2－8） 6524（11番人気）
馬連票数 計2052715 的中 �� 39039（10番人気）
馬単票数 計1063657 的中 �� 7788（27番人気）
ワイド票数 計1454517 的中 �� 34968（13番人気）�� 5710（48番人気）�� 8790（41番人気）
3連複票数 計2963158 的中 ��� 4621（99番人気）
3連単票数 計4863297 的中 ��� 1376（493番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．9―47．3―59．4―1：11．5―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチフォルツァ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2021．1．9 中山1着

2018．4．16生 牡3鹿 母 アイラブリリ 母母 チーキーガールズ 6戦3勝 賞金 37，980，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 ショウナンアストラ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 アイリッシュセンス号は，発走地点で右前肢落鉄。発走時刻3分遅延。

２レース目



11095 5月16日 曇 良 （3東京2） 第8日 第11競走 ��
��1，600�第16回ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
牝，4歳以上；負担重量は，55�

日本馬主協会連合会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 105，000，000円 42，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 10，500，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：30．5
1：30．3
1：30．5

良
良
良

36 グランアレグリア 牝5鹿 55 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 498＋ 21：31．0 1．3�
48 ランブリングアレー 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 466－ 81：31．74 75．2�
11 マジックキャッスル 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 434＋ 4 〃 クビ 14．7�
714 ディアンドル 牝5黒鹿55 団野 大成 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 496－ 61：31．8クビ 176．9�
12 シゲルピンクダイヤ 牝5黒鹿55 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 476＋ 4 〃 クビ 125．3�
818 レシステンシア 牝4鹿 55 武 豊 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 504－ 21：31．9クビ 7．1	
611 ダノンファンタジー 牝5鹿 55 藤岡 佑介
ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 58．7�
35 デ ゼ ル 牝4青鹿55 川田 将雅 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 アタマ 13．7�
47 マルターズディオサ 牝4青鹿55 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 450－ 21：32．21� 40．8
23 ク リ ス テ ィ 牝4芦 55 斎藤 新薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 488＋ 21：32．3	 181．3�
612 サウンドキアラ 牝6鹿 55 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 クビ 27．5�
510 レッドベルディエス 牝5鹿 55 石橋 脩 
東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 476＋121：32．4クビ 301．0�
816 リアアメリア 牝4黒鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 アタマ 57．0�
59 テルツェット 牝4鹿 55 M．デムーロ �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 426＋ 8 〃 クビ 13．6�
817 スマイルカナ 牝4芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 432＋ 61：32．6� 103．9�
715 アフランシール 牝5鹿 55 大野 拓弥前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 8 〃 アタマ 487．7�
713 プールヴィル 牝5鹿 55 三浦 皇成吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 442－141：32．81
 90．3�
24 イ ベ リ ス 牝5鹿 55 酒井 学前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 482± 01：36．5大差 207．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 681，914，400円 複勝： 1，224，454，700円 枠連： 322，813，400円 馬連： 1，637，739，200円 馬単： 984，159，000円
ワイド： 1，382，487，700円 3連複： 3，291，716，300円 3連単： 7，168，371，500円 5重勝： 874，032，400円 計： 17，567，688，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 790円 � 210円 枠 連（3－4） 1，330円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 330円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 8，460円 3 連 単 ��� 28，750円

5 重 勝
対象競走：中京10R／東京10R／新潟11R／中京11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 305，911，340円

票 数

単勝票数 計6819144 的中 � 4025864（1番人気）
複勝票数 計12244547 的中 � 7846682（1番人気）� 134015（11番人気）� 685886（3番人気）
枠連票数 計3228134 的中 （3－4） 186729（6番人気）
馬連票数 計16377392 的中 �� 349934（9番人気）
馬単票数 計9841590 的中 �� 159171（13番人気）
ワイド票数 計13824877 的中 �� 215747（17番人気）�� 1244944（2番人気）�� 63521（40番人気）
3連複票数 計32917163 的中 ��� 291550（25番人気）
3連単票数 計71683715 的中 ��� 180756（87番人気）
5重勝票数 計8740324 的中 ����� 2

ハロンタイム 11．9―10．8―11．6―11．7―11．6―11．2―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．9―22．7―34．3―46．0―57．6―1：08．8―1：19．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．4
3 3，17（4，18）（2，14）（7，12）（1，6）（8，5，13）（9，11，15）16，10 4 3（17，18）（4，2，14）（1，7，12）（8，6）（5，13）（9，11，15）（16，10）

勝馬の
紹 介

グランアレグリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2018．6．3 東京1着

2016．1．24生 牝5鹿 母 タピッツフライ 母母 Flying Marlin 12戦8勝 賞金 849，037，000円
〔その他〕 イベリス号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。
※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 エーポス号

11096 5月16日 曇 良 （3東京2） 第8日 第12競走 ��1，400�BSイレブン賞
発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，2．5．16以降3．5．9まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

BSイレブン賞（1着）
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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

35 � ドウドウキリシマ 牡5栗 56 松山 弘平西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B486－ 41：23．6 4．8�
48 ラティーンセイル 牝5鹿 52 吉田 隼人 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：23．81 7．9�
612� オーロラテソーロ 牡4栗 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 490± 0 〃 ハナ 5．9�

714 フィールザファラオ 牡6黒鹿55 柴田 善臣櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B472－ 41：24．12 10．0�
12 オーバーディリバー 牡5黒鹿55 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 482± 0 〃 アタマ 8．8	
816 シェパードボーイ 牡5黒鹿55 福永 祐一吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 444－ 6 〃 ハナ 13．4

23 タガノプレトリア 牡6鹿 56 石川裕紀人八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 41：24．2クビ 30．7�
24 ナンヨープランタン 牡6黒鹿54 菅原 隆一中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462－ 4 〃 クビ 102．1�
11 ニシノホライゾン 牡4鹿 55 的場 勇人西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 508－ 41：24．4� 44．6
47 ケイアイビリジアン �5栗 54 大野 拓弥 �ケイアイスタリオン 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 510－ 21：24．5	 17．5�
611 エピックアン 牡6芦 56 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B510＋ 61：24．71
 4．4�
36 � カ ミ ノ コ 牡6青鹿54 戸崎 圭太門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 474－ 8 〃 クビ 23．1�
713 ハ ル サ カ エ 牝5鹿 51 原 優介齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 516＋ 4 〃 クビ 205．3�
815 サトノユニゾン �6鹿 54 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 506－ 61：26．18 43．9�
59 コウユークロガヨカ 牡5黒鹿54 野中悠太郎加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B476＋ 8 〃 クビ 112．4�
510 カレングロリアーレ 牡5鹿 55 斎藤 新鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 452± 01：26．41� 25．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 130，849，500円 複勝： 194，017，000円 枠連： 65，631，500円
馬連： 301，432，300円 馬単： 105，111，800円 ワイド： 256，839，000円
3連複： 506，464，600円 3連単： 568，972，600円 計： 2，129，318，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 270円 � 230円 枠 連（3－4） 1，300円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 730円 �� 690円 �� 900円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 24，510円

票 数

単勝票数 計1308495 的中 � 215860（2番人気）
複勝票数 計1940170 的中 � 285272（2番人気）� 170897（4番人気）� 215984（3番人気）
枠連票数 計 656315 的中 （3－4） 39079（5番人気）
馬連票数 計3014323 的中 �� 104254（7番人気）
馬単票数 計1051118 的中 �� 20117（10番人気）
ワイド票数 計2568390 的中 �� 91375（5番人気）�� 97145（4番人気）�� 71907（9番人気）
3連複票数 計5064646 的中 ��� 79474（9番人気）
3連単票数 計5689726 的中 ��� 16827（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．4―35．5―47．3―58．7―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ドウドウキリシマ �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 ゴールドアリュール

2016．3．7生 牡5栗 母 メモリアルイヤー 母母 アーバンクイーン 23戦3勝 賞金 91，599，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）22頭 アメリカンフェイス号・アーバンイェーガー号・イメル号・エクリリストワール号・オンザロックス号・

キタサンタイドー号・サンタナブルー号・ショウナンパンサー号・スズカコーズマンボ号・ダイシンイナリ号・
ツウカイウイング号・デピュティプライム号・バンブトンハート号・プレシャスルージュ号・プロヴィデンス号・
ベイビーボス号・ホウオウスクラム号・マッスルビーチ号・メイショウコゴミ号・メイショウハリオ号・
モズレジーナ号・ローレルリーベ号

５レース目



（3東京2）第8日 5月16日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

399，190，000円
3，020，000円
30，140，000円
6，790，000円
50，310，000円
12，000，000円
68，062，000円
5，011，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
1，319，810，700円
2，180，611，400円
529，785，000円
2，818，822，400円
1，530，366，000円
2，341，685，600円
5，063，661，600円
9，665，858，100円
874，032，400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
5 重 勝
計 26，324，633，200円

総入場人員 4，686名 （有料入場人員 4，355名）
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