
１４０２０ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２日 第８競走 ��１，８００�カーネーションカップ
発走１３時５０分 （芝・左）

牝，３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

８１５ マチカネアマテラス 牝３栗 ５４ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４３０－ ４１：４７．５ ３４．７�

７１３� パッションレッド 牝３栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：４７．６クビ ３．８�
６１１� ラ ン ペ イ ア 牝３栗 ５４ 鮫島 良太 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：４７．８１� ３．２�
５１０� ヴィアラクテア 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：４８．１２ ３．８�
４７ �� ユメノツヅキヲ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日田牧場 ４３６＋１２１：４８．３１� ６３．０�
７１４� ヴィヴィッドカラー 牝３青 ５４ 武 豊近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８２－ ８１：４８．４� １１．８�
８１７ マジックビクトリア 牝３鹿 ５４ 池添 謙一鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４４２± ０１：４８．５クビ ５１．２	
６１２ オーシャンルミナス 牝３鹿 ５４ 江田 照男大野 數芳氏 平井 雄二 浦河 富田牧場 B４５４－１０１：４８．６� ８３．０

３５ � コスモリリー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 向別牧場 ４０４＋ ２ 〃 クビ ２６．６�
１２ � マイネカンナ 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４１６＋ ４１：４８．７� １４８．４
１１ � フラワーエース 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�原 秀雄氏 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４６２－１０ 〃 ハナ １６．５�
２４ �� デンタルスピリット 牝３芦 ５４ 長谷川浩大安田 光則氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４８８－ ８１：４８．８� ６３．１�
３６ � コスモフライハイ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 三石 前田 宗将 ４８２－ ４１：４８．９� ２８．４�
２３ � マイネインティマ 牝３黒鹿５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 三石 ダイイチ牧場 ４２０＋ ８１：４９．２１� ３４．６�
８１６�� マイネシャンゼリゼ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 スガタ牧場 ４７４＋１０ 〃 クビ １５０．４�
５９ ラ ス カ ー ラ 牝３栗 ５４ 四位 洋文栗坂 崇氏 萱野 浩二 静内 キヨタケ牧場 ４６６＋ ８１：４９．３� ３３．２�
４８ � シーディドアラバイ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４３２－ ４１：４９．６１� ２４．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３９，９３７，８００円 複勝： ４２，６９２，９００円 枠連： ５２，８７３，７００円

普通馬連： １９５，８５０，５００円 馬単： １４５，９８９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，８６９，１００円

３連複： ２０８，５２７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ７３０，７４１，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３，４７０円 複 勝 � ５００円 � １６０円 � １５０円 枠 連（７－８） １，７９０円

普通馬連 �� ６，１６０円 馬 単 �� １７，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８３０円 �� １，９４０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ８，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３９９３７８ 的中 � ９０７０（１１番人気）
複勝票数 計 ４２６９２９ 的中 � １５６２７（７番人気）� ８４４７８（２番人気）� ８７６９０（１番人気）
枠連票数 計 ５２８７３７ 的中 （７－８） ２１８９０（６番人気）
普通馬連票数 計１９５８５０５ 的中 �� ２３４６５（２３番人気）
馬単票数 計１４５９８９１ 的中 �� ６２６７（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４８６９１ 的中 �� ５６５３（２２番人気）�� ５３３９（２３番人気）�� ３４４３７（３番人気）
３連複票数 計２０８５２７９ 的中 ��� １９００４（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３４．７―４６．４―５８．５―１：１１．２―１：２３．１―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．３

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

勝馬の
紹 介

マチカネアマテラス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Woodman デビュー ２００７．３．１１ 中山１着

２００４．４．１生 牝３栗 母 マチカネササメユキ 母母 Russian Ballet ３戦２勝 賞金 １７，４２７，０００円


